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(57)【要約】
【課題】消費者が、保護されたメディアを使用して保護
されたコンテンツをセキュアで合法的な形で配布するこ
とを可能にするサービス、コンピュータ・プログラム製
品、および関連する方法を提供すること。
【解決手段】保護されたコンテンツ配布システムは、メ
ディア・ベースのコピー・プロテクションを利用して、
セキュアで合法的な形での保護されたコンテンツのオン
ライン配布をサポートする。ブロードキャスト暗号化に
基づくメディア・ベースのコピー・プロテクション方式
を使用することによって、保護されたコンテンツ配布シ
ステムは、保護されたメディアへの一意の暗号化された
鍵の転送によって、ライセンス交付されていないコンテ
ンツの消費を許可する、たとえばオーディオ・ファイル
、映画などの保護されたコンテンツのオンライン配布を
実現する。このトランザクションは、保護されたコンテ
ンツではなく暗号化された結合鍵の転送を用いるので、
高速である。コンテンツは、メディア・ドライバとは別
々のデバイスを介してアクセスされる保護されたメディ
ア上の一意の暗号化された鍵を介して使用可能にされる
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　保護されたメディア上での配布されたコンテンツの許可された使用を可能にする方法で
あって、
　前記配布されたコンテンツが前記保護されたメディアに正しくは関連しないことを認識
することと、
　暗号化鍵の有効性に基づいて前記配布されたコンテンツの暗号化解除を条件付きで防ぐ
ことと、
　暗号化された鍵の有効性を判定することと、
　前記暗号化鍵が、前記保護されたメディアについて有効でない場合に、前記保護された
メディア上の前記配布されたコンテンツの前記許可された使用を可能にするために、前記
暗号化された鍵を獲得するために前記保護されたメディア上のリンク情報にアクセスする
ことと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記リンク情報にアクセスすることは、ユーザをルックアップ・サーバに導くことを含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記暗号化された鍵を提供する供給源を識別するために、前記ルックアップ・サーバに
前記配布されたコンテンツの一意識別子を送信することをさらに含む、請求項２に記載の
方法。
【請求項４】
　送信することは、ネットワークを介して前記一意識別子を送信することを含む、請求項
３に記載の方法。
【請求項５】
　前記一意識別子は、前記配布されたコンテンツに一意の暗号化されたタイトル鍵を含む
、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記配布されたコンテンツは、暗号化され、
　前記一意識別子は、前記暗号化されたコンテンツの暗号ハッシュを含む
　請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記供給源を識別することは、前記暗号化された鍵を提供することを許可された複数の
使用可能な供給源のうちの少なくとも１つを選択することを含む、請求項３に記載の方法
。
【請求項８】
　前記暗号化された鍵を獲得するために使用可能な供給源を前記ユーザが選択することを
さらに含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記暗号化された鍵を獲得することは、前記暗号化された鍵を購入することを含む、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記暗号化された鍵を獲得することは、前記暗号化された鍵を借りることを含む、請求
項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記暗号化された鍵を獲得することは、金銭以外の報酬と引き換えに前記暗号化された
鍵を受け取ることを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記暗号化された鍵を、保護されたメディア・ドングルに、前記保護されたコンテンツ
とは別々に格納することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記暗号化された鍵が、前記保護されたメディア・ドングル上で見つからない場合に、
前記暗号化された鍵を獲得するために、前記保護されたメディア・ドングルからの、許可
された供給源へのリンク情報にアクセスすることをさらに含む、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１５】
　前記保護されたコンテンツをハード・ドライブに格納することをさらに含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記保護されたコンテンツを分離した保護されたメディアに格納することをさらに含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１つの許可された供給源から少なくとも前記暗号化された鍵を獲得するため
のバジェットを示す値を格納することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記暗号化された鍵の獲得を反映するために前記バジェットを減分することをさらに含
む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記保護されたメディアは、サブスクリプション・コンテナを含み、
　一意に識別可能な記録可能メディアの所有は、前記保護されたメディア上の所定の個数
の保護されたコンテンツの使用を許可する
　請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　メディアＩＳに基づくサーバ・システム内でのトラッキングによって同時コンテンツ・
オブジェクトを実施することと、
　新しいコンテンツを前記メディアに記録する前に古いコンテンツの除去をさらに実施す
ることと
　をさらに含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記メディアの容量に基づいて同時コンテンツ・オブジェクトを実施することをさらに
含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
請求項１ないし２１のいずれかに記載のステップを実行する命令コードを含む、保護され
たメディア上での配布されたコンテンツの許可された使用を可能にする複数の命令コード
を有するコンピュータ・プログラム製品。
【請求項２３】
　保護されたメディア上での配布されたコンテンツの許可された使用を可能にするシステ
ムであって、
　前記配布されたコンテンツが前記保護されたメディアに正しくは関連しないことの認識
に基づいて、メディア・ドライバは、暗号化鍵の有効性に基づいて前記配布されたコンテ
ンツの暗号化解除を条件付きで防ぎ、
　前記メディア・ドライバは、暗号化された鍵の前記有効性を判定し、
　前記暗号化鍵が前記保護されたメディアについて有効でない場合に、前記保護されたメ
ディアに格納されたリンク情報は、前記保護されたメディア上の前記配布されたコンテン
ツの前記許可された使用を可能にするために、前記暗号化された鍵を獲得するためにアク
セスされる
　を含むシステム。
【請求項２４】
　保護されたメディア上での配布されたコンテンツの許可された使用を可能にするサービ
スであって、
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　前記配布されたコンテンツが前記保護されたメディアに正しくは関連しないことの認識
に基づいて、暗号化鍵の有効性に基づいて前記配布されたコンテンツの暗号化解除を条件
付きで防ぐユーティリティを含み、
　前記ユーティリティは、暗号化された鍵の有効性を判定し、
　前記暗号化鍵が前記保護されたメディアについて有効でない場合に、前記保護されたメ
ディア上の前記配布されたコンテンツの前記許可された使用を可能にするために、前記ユ
ーティリティは、前記暗号化された鍵を獲得するために前記保護されたメディアに格納さ
れたリンク情報にアクセスする
　サービス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的に、保護されたメディア上の配布されたコンテンツの許可された使用
を可能にするシステム、サービス、および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　エンターテイメント産業は、ディジタル革命の中にある。音楽、テレビジョン、および
映画は、ますますディジタルになりつつあり、品質および柔軟性における新しい利点を消
費者に提供しつつある。それと同時に、ディジタル・データは完全にかつすばやくコピー
できるので、ディジタル革命は、脅威をも含む。消費者が、エンターテイメント・コンテ
ンツを自由にコピーでき、そのコンテンツをインターネット上で提供できるならば、エン
ターテイメント・コンテンツの市場は、消滅するはずである。
【０００３】
　ＭＰ３およびＤｉｖＸエンコードされた映画などのインターネットを介するディジタル
・コンテンツの配布の急増は、特に、コンテンツ所有者に不安を抱かせる。これらの非常
に論議の的となる許可されない配布チャネルは、エンターテイメント産業からの、彼らの
数百万ドルのコンテンツを保護する方法に関する要求の高まりを引き起こした。コンテン
ツ所有者に、彼らの著作権保護されたコンテンツを安全に配布するのに使用できるエンド
ツーエンド・ソリューションを提供するコンテンツ保護システムの開発は、インターネッ
トを介して共有されるコンテンツの量が毎年指数関数的に増加するので、ますます重要に
なりつつある。
【０００４】
　ネットワーク・インフラストラクチャを介して電子コンテンツを配布する従来の手法の
１つは、プリペイド・メディアを使用する（米国特許第６，４３４，５３５　Ｂ１号を参
照されたい）。ユーザは、一意鍵を含むプリペイド・メディアを入手する。そのユーザは
、プリペイド・メディアの一意鍵および残高を用いて、指定されたサーバに連絡する。メ
ディアおよび残高が有効である場合に、ユーザは、一意鍵を用いて暗号化された保護され
たコンテンツの選択されたアイテムをそのメディアにダウンロードすることができる。し
かし、この手法は、ユーザが指定されたサーバ以外の供給源から保護されたコンテンツを
入手することを可能にせず、許可されない供給源を介して入手された保護されたコンテン
ツのアイテムを使用する許可をユーザが入手する方法を提供しない。
【０００５】
　最近、コンシューマ・エレクトロニクスでの開発が、伝統的なディジタル著作権管理シ
ステムの代替案を作成した。ＣＰＲＭ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ
　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ　Ｍｅｄｉａ）テクノロジと称するこの新しい方法を使用する新
しい記録デバイスおよび再生デバイスは、市場に届いている。今や、ＣＰＲＭで保護され
たコンテンツを、書込可能メディアに直接に記録することが可能である。記録がサーバで
準備される場合に、クライアントは、特殊な鍵または耐タンパ性を必要としない。コンテ
ンツ保護のこの方法は、ブロードキャスト暗号化を利用する。デバイスは、共通鍵を確立
するために会話を有する必要がない。ブロードキャスト暗号化の最近の進歩は、取消の力
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に関してブロードキャスト暗号化を公開鍵暗号化と同等に強力なものにした。その一方向
の性質のゆえに、ブロードキャスト暗号化は、ストレージ上のコンテンツの保護に本質的
に適する。
【０００６】
　クライアントが、ＣＰＲＭを使用して暗号化されたコンテンツを受け取ったならば、コ
ンテンツ・サーバとクライアント側モジュールとの間の相互作用は、完了する。サーバは
、今や、他の要求に焦点を合わせることができる。クライアント側では、ＣＰＲＭは、暗
号化されたコンテンツが、記録可能光ディスクなど、１つの物理的なメディアに記録され
ることを必要とする。この記録は、暗号化されたコンテンツを、そのコンテンツがその特
定のメディアにある間に準拠デバイスによってのみ再生できる形で実行される。その結果
、別の物理メディアにコピーされた暗号化されたコンテンツは、準拠デバイスによって再
生することができない。
【０００７】
　ＣＰＲＭデバイスは、現在ブランクＤＶＤ記録可能ディスクに置かれているメディア鍵
ブロックおよびメディアＩＤを使用して、メディア一意鍵を計算する。メディア一意鍵は
、タイトル鍵を暗号化するのに使用される。タイトル鍵は、ＤＶＤに格納されるコンテン
ツを暗号化する。メディア一意鍵におけるタイトル鍵の暗号化は、タイトル鍵に、コンテ
ンツが焼かれる特定の物理メディアに暗号的に結合されるようにならせる。これは、暗号
化されたコンテンツを暗号化解除し、任意の他の物理メディアからアクセスすることを防
ぐ。
【０００８】
　このテクノロジは、有用であることがわかっているが、追加の改善を提示することが望
ましい。保護されたコンテンツのコピー・プロテクションの従来の技法は、超流通すなわ
ちファイル共有を介する保護されたコンテンツの使用を妨げる。たとえば、あるユーザが
、ＤＶＤ上の映画などの保護されたコンテンツのライセンス交付されたコピーを有する。
このユーザは、そのコンテンツを、友人などの別のユーザと、インターネットを介して共
有する。友人は、そのコンテンツをＤＶＤ－ＲＡＭなどの保護されたメディアにコピーす
る。従来のコピー・プロテクション技法は、その友人がそのコンテンツを再生するのを妨
げる。しかし、従来のコピー・プロテクション技法は、その友人が、獲得したコンテンツ
の使用に関してライセンスを購入することを可能にしない。保護されたメディアの応答を
「非再生」に制限することによって、従来のコピー・プロテクション技法は、超流通など
のチャネルを介する保護されたコンテンツの販売を制限する。
【特許文献１】米国特許第６４３４５３５　Ｂ１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、必要なものは、消費者が、保護されたメディアを使用して保護されたコン
テンツを安全で合法的な形で配布することを可能にするシステム、サービス、コンピュー
タ・プログラム製品、および関連する方法である。そのような解決策の必要は、これまで
は満足されないままであった。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、この必要の１つまたは複数の態様を満足しようと努め、保護されたメディア
上での配布されたコンテンツの許可された使用を可能にするシステム、サービス、コンピ
ュータ・プログラム製品、および関連する方法（本明細書では、集合的に「システム」ま
たは「本システム」と称する）を提示する。本システムは、メディア・ベースのコピー・
プロテクションを利用して、安全で合法的な形での保護されたコンテンツのオンライン配
布をサポートする。
【００１１】
　ブロードキャスト暗号化に基づくメディア・ベースのコピー・プロテクション方式を使
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用することによって、本システムは、たとえばオーディオ・ファイル、映画などの保護さ
れたコンテンツのオンライン配布を実現する。保護されたコンテンツは、本明細書では、
ディジタル・コンテンツ、著作権保護されたコンテンツ、またはコンテンツとも称する。
現在、ブロードキャスト暗号化を利用する標準規格は、ｖｉｄｅｏ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｐ
ｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ（ＶＣＰＳ）、ｃｏｎｔｅｎｔ　ｐｒｏｔｅｃｔｉｏ
ｎ　ｆｏｒ　ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ　ｍｅｄｉａ（ＣＰＲＭ）、およびａｄｖａｎｃｅｄ　
ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｓｙｓｔｅｍ（ＡＡＣＳ）を含む。本システムは、ＣＰ
ＲＭに関して説明されるが、本システムを、たとえば、ブロードキャスト暗号化を利用す
るすべてのコピー・プロテクション・システムに、またはディジタル・コンテンツを暗号
化し、物理メディアに関連付けることを可能にするすべてのコンテンツ保護システムに適
用できることは明白である。
【００１２】
　本システムは、安全で合法的な形でのコンテンツのメディア・ベースの超流通を可能に
する。たとえば、あるユーザが、映画などのコンテンツのライセンス交付されたコピーを
所有する。このユーザは、その映画を、インターネットを介して友人と共有する。友人は
、その映画を、たとえばＤＶＤ－ＲＡＭなどの保護されたメディアにコピーする。従来の
コピー・プロテクション・システムは、単純にその映画を再生できなくする。というのは
、「結合鍵（ｂｉｎｄｉｎｇ　ｋｅｙ）」（一意の暗号化鍵）が、その保護されたメディ
アに存在しないからである。対照的に、本システムは、その友人を、そのコンテンツを使
用するライセンスを購入でき、結合鍵を入手できる１つまたは複数のウェブサイトに導く
。この形で、本システムは、コンテンツ所有者の権利を保護しながら安全で合法的な形で
のコンテンツの超流通を可能にし、超流通を介する保護されたコンテンツの新しいマーケ
ティング技法を可能にする。
【００１３】
　本システムは、ライセンシング・サーバへの単純なトランザクション・フローを使用し
て、保護されたコンテンツの許可された超流通を可能にする。ユーザは、ライセンス交付
されていないコンテンツのアイテムを受信し、そのライセンス交付されていないコンテン
ツを保護されたメディアに転送する。代替案では、ユーザは、既に保護されたメディア上
にあるライセンス交付されていないコンテンツを伴う保護されたメディアを受け取る。ユ
ーザは、メディア・デバイス上で、ライセンス交付されていないコンテンツの再生を試み
る。メディア・デバイスは、トランザクションを実行してライセンス交付されていないコ
ンテンツを使用可能にすることができるｅ－ｃｏｍｍｅｒｃｅ店への１つまたは複数のリ
ンクを提示するウェブサイトにユーザを導く。ライセンス交付されていないコンテンツは
、保護されたメディアへの暗号化された結合鍵のインターネットを介する転送を介して使
用可能にされる。
【００１４】
　ライセンス交付されていないコンテンツは、従来のコンテンツ・ディストリビュータに
よって制御されるチャネルの外部で配布される。その結果、このウェブサイトは、ユーザ
から、そのライセンス交付されていないコンテンツの許可されたディストリビュータへの
リンクを提供する。メディア・デバイスは、ライセンス交付されていないコンテンツのコ
ンテンツＩＤをこのウェブサイトに供給する。このウェブサイトは、そのライセンス交付
されていないコンテンツの電子小売店のリストをルック・アップし、そのリストをユーザ
に提示する。次に、ユーザは、そのユーザの個人的な好みに基づいて電子小売店を選択す
ることができる。ユーザは、ライセンス交付されていないコンテンツを既に所有している
ので、このトランザクションは、暗号化された結合鍵の転送だけを伴う。その結果、この
トランザクションは、高速であり、サーバの側の穏当な帯域幅能力を必要とする。
【００１５】
　ユーザを、プレイヤによってユーザに提示されるメッセージ上のリンクを介してこのウ
ェブサイトに向けることができる（このウェブサイトにナビゲートするためにそのリンク
をクリックするようにユーザに要求することによって）。メディア・プレイヤは、ユーザ
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のためにこのウェブサイトを自動的に起動することができる。このウェブサイトは、さら
に、コンテンツをそこから購入するか借りることができるｅ－ｃｏｍｍｅｒｃｅ店として
動作することができる。超流通モデルは、ユーザがネットワーク上で安全で合法的な形で
コンテンツを交換することを可能にするピアツーピア・ファイル共有サービスの動作を可
能にする。利点として、配布中およびメディア・ベースの再生中にコンテンツを保護する
のに、１つの保護機構だけが必要である。
【００１６】
　一実施形態で、コンテンツは、ドングルなどのハードウェア・コピー・プロテクション
・デバイス上の結合鍵を介して使用可能にされる。このドングル・モデルは、超流通モデ
ルに依存しない。従来の用語において、ドングルとは、コンピュータに付加され、ユーザ
による特定のアプリケーションまたは他のコンテンツへのアクセスを制御するデバイスで
ある。この実施形態では、保護されたメディア（本明細書では、さらに、保護されたメデ
ィア・ドングルと称する）は、ドングルとして使用される。たとえば、ＰＣが、ＳＤカー
ド・アダプタを含み、ＳＤカードが、保護されたメディア・ドングルとして働く。保護さ
れたコンテンツは、暗号化を介して、保護されたメディア・ドングルに結合され、この保
護されたメディア・ドングルは、保護されたコンテンツが使用可能にされる時に存在する
必要がある。保護されたメディア・ドングルは、コンテンツを消費するためのライセンス
の物理トークンを表す。ライセンスは、コンテンツの購入、コンテンツのレンタル、コン
テンツの販売促進景品などを表すことができる。
【００１７】
　ユーザは、たとえば、ダウンロードを介して、電子メール添付ファイルを介して、別の
メディアからコピーすることによってなど、保護されたコンテンツを受け取る。保護され
たコンテンツは、たとえばハード・ドライブなどのストレージ・デバイスにコピーされる
。アプリケーションまたはメディア・プレイヤは、コンテンツを再生し、または他の形で
「消費する」。コンテンツを消費するために、アプリケーションは、鍵を必要とする。こ
の鍵は、暗号化され、保護されたメディア・ドングルに格納される。その結果、保護され
たメディア・ドングルの存在が、アプリケーションが鍵を入手し、暗号化解除するために
必要である。この鍵は、本明細書で説明する超流通モデルを介して入手することができ、
あるいは、通常の記録動作の一部として獲得することができる。この形で、ユーザは、多
数の位置でコンテンツの多数のコピーを有することができるが、保護されたメディア・ド
ングル上の鍵へのアクセスを有するコピーしか、使用しまたは消費することはできない。
この実施形態では、コンテンツは、ＰＣまたは他のメディア・プレイヤで消費される、た
とえばマルチメディア・コンテンツ、ゲームなどの実行可能コンテンツなどのすべてのコ
ンテンツを含む。鍵は、保護されたメディア・ドングルとは独立に、暗号化された形で配
布され、結合機構を使用して、保護されたメディア・ドングルに結合される。
【００１８】
　例示的な保護されたメディア・ドングルが、ＳＤカードである。従来のＳＤカードは、
６４ＭＢ、２５６ＭＢ程度などのストレージ容量を有する。ＳＤカードは、たとえばアプ
リケーションを格納するには小さすぎるが、多数の異なる鍵を格納することができる。通
常の鍵は、約２０バイト程度である。その結果、６４ＭＢの容量を有するＳＤカードは、
ゲーム、映画、アプリケーション、データベース、ビデオ、オーディオ、または安全な配
布を必要とする任意の他のタイプのコンテンツなどのコンテンツの３００万個の異なるア
イテムの鍵を含むことができる。
【００１９】
　この実施形態は、ＰＣ上の任意の形のコンテンツを保護するために、保護されたメディ
アによって提供される安価なコピー・プロテクション機能を活用する。ＰＣ上のコンテン
ツを保護することを試みるのではなく、この実施形態は、保護されたメディア・ドングル
上の鍵を保護する。その結果、この実施形態は、保護されたメディアのコピー・プロテク
ション機能をＰＣおよびハード・ドライブに拡張する。
【００２０】
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　この実施形態は、さらに、コンテンツをもう１つのＰＣにコピーできるという点で、ポ
ータビリティ機能を提供する。しかし、保護されたメディア・ドングル上の鍵が、一度に
使用されるコピーごとに必要である、すなわち、ユーザが、コンテンツの１つのコピーの
ライセンスを購入した場合に、そのコンテンツの１つのコピーだけを、一度に使用するこ
とができる。たとえば、ユーザが、別荘を有する場合がある。このユーザは、ビデオ・フ
ァイルおよびオーディオ・ファイルのライブラリ全体のコピーを作り、そのコピーを別荘
に格納することができる。このユーザは、保護されたメディア・ドングルを別荘に持ち込
み、そのライブラリ全体にアクセスすることができる。しかし、このユーザの普段の家の
コンテンツは、保護されたメディア・ドングルなしで再生することができない。一度には
、ライブラリのコピーのうちの１つしか再生することはできない。ライブラリのもう１つ
のコピーを再生する能力は、ライブラリのコンテンツの追加鍵を入手することと、この追
加鍵をもう１つの保護されたメディア・ドングルに格納することとを必要とする。
【００２１】
　もう１つの実施形態では、本システムは、電子ウォレットとして実行する。電子ウォレ
ットは、保護されたメディアの保護機能を使用して、バジェット情報を管理する。バジェ
ット情報は、所定の回数のトランザクションまたはトランザクションで費やすことができ
る所定の金額を使用可能にする。保護されたメディアに格納された保護されたコンテンツ
は、使用可能なバジェットである。保護されたメディアは、バジェットの状態を管理し、
バジェットが他のメディアにコピーされないように保護する。保護されたメディアは、さ
らに、バジェットが「ロール・バック」されないように保護する、すなわち、ユーザが、
初期値の電子ウォレットのコピーを作り、電子ウォレットの一部を消費し、バック・アッ
プを用いて電子ウォレットを初期値に復元することを防ぐ。
【００２２】
　電子ウォレットは、ユーザが購入するか、たとえば販売促進景品としてユーザに与える
ことができる。電子ウォレットを使用して実行されるトランザクションは、ユーザの側で
匿名とすることができ、あるいは、ユーザに関する情報を含めることができる。電子ウォ
レットのバジェットの値は、たとえばオンライン・トランザクションを介して、補充する
ことができる。電子ウォレットのバジェットの値に関する情報は、中央処理システムでは
なく電子ウォレットに格納され、これによって、保護されたウォレットを、切断された環
境で使用することが可能になる。電子ウォレットに価値を追加するために、サーバは、た
とえばインターネットなどのネットワークを介する、電子ウォレットへのアクセスを必要
とする。
【００２３】
　保護されたメディアを使用する電子ウォレットは、コピー・プロテクションおよび状態
管理を含む。コピー・プロテクションは、電子ウォレットの複製を防ぎ、ユーザが、電子
ウォレット上のバジェットへの無制限のアクセスのために無制限の回数だけ電子ウォレッ
トを単純に複製する可能性をなくす。状態管理は、ユーザが、電子ウォレットのバジェッ
トを以前の値に「ロール・バック」するために電子ウォレットのコピーを用いて電子ウォ
レットのバジェットを復元するのを防ぐ。
【００２４】
　たとえば、あるユーザが、販売促進として３回の再生の初期クレジットをロードされた
電子ウォレットを受信済みである。このユーザは、保護された映画をダウンロードし、こ
の電子ウォレットで管理される残高を使用して、そのコンテンツを３回再生することがで
きる。このユーザは、販売促進によって許容されるものより多数の映画の再生を得ること
を試みて、電子ウォレットのバジェットに３回の再生を有する電子ウォレットのコピーを
作成する。保護されたメディアは、電子ウォレットを動作させ、したがって映画を動作さ
せるのに必要な鍵を含む。電子ウォレットの内容が、任意の他の形のメディアにコピーさ
れるときに、保護されたメディアからの鍵は、電子ウォレットから使用可能ではなく、そ
の結果、電子ウォレットのコピーは、機能しない。
【００２５】
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　販売促進によって許容されるものより多数の映画の再生を得ることのもう１つの試みで
は、ユーザは、映画を３回再生し、次に、前に作られた電子ウォレットのコピーを用いて
電子ウォレットをバック・アップすることを試みる。
【００２６】
　電子ウォレットで使用可能な残高は、記録能力を有するアプリケーションによって減分
される。一実施形態で、残高の減分は、アプリケーションが電子ウォレットを変更するた
めの暗号化された鍵へのアクセスを有する場合に、そのアプリケーションによって実行さ
れる。もう１つの実施形態では、残高の減分は、電子ウォレットを変更するための暗号化
された鍵へのアクセスを有するサーバを使用して、オンラインで実行される。電子ウォレ
ットが、サーバによってオンラインで変更される場合であっても、現金を用いて購入され
た電子ウォレットは、ユーザからの個人情報を必要としない。このトランザクションは、
保護されたメディアの形での電子ウォレットの存在が、その電子ウォレット上のバジェッ
トの十分な妥当性検査なので、匿名とすることができる。その結果、電子ウォレットは、
匿名の形での匿名トランザクションを使用可能にする安価な保護されたメディアのコピー
・プロテクション機能を活用する。
【００２７】
　電子ウォレットの状態は、本システムによって減分できる任意の値を表す。さらに、電
子ウォレットの状態は、たとえば許可されたサーバまたは許可されたアプリケーションと
のトランザクションによって増分することができる。どのアプリケーションであっても、
そのアプリケーションが、保護されたメディアに書き込むのに必要なデバイス鍵を有する
ならば、電子ウォレットを「再装填」することができる。
【００２８】
　電子ウォレットは、ユーザがコンテンツについて行うことができるコピーの回数を制限
する、コンテンツの生成管理に使用することができる。電子ウォレットは、ｅ－ｂｕｓｉ
ｎｅｓｓ小売店または購入に関するインターネットへのアクセスを有する標準小売店のい
ずれからからの購入の回数または購入の価値をユーザに与えるのに使用することができる
。
【００２９】
　もう１つの実施形態では、本システムは、保護されたメディア・サブスクリプション・
コンテナとして実行する。サブスクリプション・プロセス中に、保護されたメディアのメ
ディアＩＤは、特定のユーザに関連するレンタル・メディアとして保護されたメディアを
指定する。ユーザは、リモートにまたはローカルにのいずれかで、レンタル・サーバから
レンタル・メディアにコンテンツをコピーすることができる。例として、ユーザは、レン
タル・サービスからインターネットを介してレンタル・メディアにコンテンツをダウンロ
ードすることができる。このユーザは、さらに、小売店内のキオスクなどのデバイスから
ローカルにレンタル・メディアにコンテンツをコピーすることができる。
【００３０】
　レンタル・メディアは、貸されたコンテンツの「コンテナ」である。サブスクリプショ
ンの条件は、たとえば、ユーザを、いつでもコンテンツの３つまでのアイテムの所有に制
限することができる。コンテンツのもう１つのアイテムの所有を得るために、ユーザは、
レンタル・メディア内のコンテンツの３つのアイテムのうちの１つに上書きする。ユーザ
は、貸しコンテンツのプロバイダに登録されたレンタル・メディアへの無制限のダウンロ
ードを許可される。しかし、ユーザは、一度に所有できる貸しコンテンツが所定の個数ま
でのアイテムに制限される。代替案では、同時レンタルの最大個数を、メディア自体の容
量によって実施することができる。このシナリオでは、ユーザは、レンタル・コンテナと
して登録されたメディアへの無制限のダウンロードを有する。しかし、メディアの容量が
限られているので、ユーザは、新しいコンテンツをダウンロードする時に、古いコンテン
ツを上書きしなければならなくなる。
【００３１】
　本システムは、保護されたメディアの一意の識別を使用して、コンテンツを消費できる
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時間ウィンドウを制限するための信頼されるクロックの必要なしに、コンテンツ・レンタ
ル店を運営する安全で合法的な方法を提供する。さらに、サブスクリプション・レンタル
・モデルは、安全で合法的な形でのコンテンツのインターネット・ダウンロードの使用を
可能にし、コンテンツをユーザに郵送し、コンテンツ・レンタル店に送り返す必要をなく
す。
【００３２】
　本発明は、保護されたコンテンツ配布システム・ユーティリティ・プログラムなどのユ
ーティリティ・プログラムで実施することができる。本発明は、ユーザが保護されたメデ
ィア上の保護されたコンテンツの消費に関するライセンスを入手する手段をも提供する。
ユーザは、保護されたコンテンツに関する暗号化された鍵を入手した後に、保護されたコ
ンテンツ配布システム・ユーティリティ・プログラムを呼び出して、保護されたコンテン
ツの使用を可能にする。本発明は、さらに、ユーザが、保護されたメディアに格納された
暗号化鍵を介するメディア・デバイスでの保護されたコンテンツの使用または消費を可能
にする手段を提供する。ユーザは、保護されたコンテンツ配布システム・ユーティリティ
・プログラムを呼び出して、保護されたコンテンツが操作されるメディア・デバイスの外
部のドングル・メディア・デバイスからの保護されたメディア・ドングルとしての保護さ
れたメディアの使用を可能にする。さらに、本発明は、ユーザが、保護されたメディア上
のバジェットを入手し、消費する手段を提供する。ユーザは、保護されたコンテンツ配布
システム・ユーティリティ・プログラムを呼び出して、保護されたメディア上のバジェッ
トを管理する。本発明は、さらに、ユーザが、レンタル・コンテナとして保護されたメデ
ィアを操作する手段を提供する。ユーザは、保護されたコンテンツ配布システム・ユーテ
ィリティ・プログラムを呼び出して、保護されたメディア上の貸された保護されたコンテ
ンツを管理する。
【００３３】
　本発明の実施形態を、例として、添付図面を参照して、下で詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　次の定義および説明は、本発明の技術分野に関する背景情報を提供するものであり、本
発明の範囲を限定せずに本発明の理解を容易にすることを意図されている。
　コンテンツ：電子デバイス上でディジタル・フォーマットで提示される、たとえば音楽
、映画、オーディオ・ファイル、ビデオ・ファイル、電子ブック、データベース、アプリ
ケーション、ゲームなどの著作権保護されたメディア。
　ドングル：特定のアプリケーションまたは保護されたコンテンツのアイテムへのアクセ
スを制御するためにコンピュータに付加されるデバイス。
　インターネット：全世界の分散ネットワークを形成するために標準プロトコルの組によ
ってルータを用いて一緒にリンクされた、相互接続された公衆コンピュータ・ネットワー
クおよび私有コンピュータ・ネットワークの集合。
　保護されたメディア：たとえば、ｓｅｃｕｒｅ　ＭＭＣ、フラッシュ・メモリ・カード
、安全・ディジタル・メモリ・カード（ＳＤカード）、ランダム・アクセス・メモリを伴
うディジタル多用途ディスク、読取／書込機能を伴うディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ
－Ｒ／Ｗ、ＤＶＤ＋ＲＷ）、およびｈｉｇｈ　ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　ｄｉｇｉｔａｌ　
ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｋ（ＨＤ－ＤＶＤ）など、コピープロテクション・テクノロ
ジを有するすべての形のメディア。
　超流通：たとえばユーザがコンテンツのコピーを友人と共有するなど、商業実体から消
費者への販売以外のチャネルを介する、あるユーザから別のユーザへのコンテンツの配布
。超流通の例に、Ｎａｐｓｔｅｒ（Ｒ）、Ｋａｚａａ（Ｒ）などが含まれる。
　ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）：インターネット上の
コンテンツ・オブジェクトの位置を完全に指定する一意アドレス。ＵＲＬの一般フォーマ
ットは、プロトコル：／／サーバ・アドレス／パス／ファイル名である。
　ワールド・ワイド・ウェブ（ＷＷＷ、ウェブとも）：インターネット・クライアント－
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サーバ・ハイパーテキスト分散情報検索システム。
【００３５】
　図１は、本発明による保護されたメディアを使用して保護されたコンテンツを配布する
システム、サービス、コンピュータ・プログラム製品、および関連する方法（「システム
１０」）を使用できる例示的な全体的環境を示す。システム１０は、通常はメディア・デ
バイス２０内に組み込まれるかメディア・デバイス２０にインストールされるソフトウェ
ア・プログラミング・コードまたはコンピュータ・プログラム製品を含む。
【００３６】
　メディア・デバイス２０は、保護されたメディア１５を読み取り、これに書き込むこと
ができる。メディア・デバイス２０は、保護されたメディア１５上の保護されたコンテン
ツ２５を再生しまたは実行することができる任意のデバイスである。ユーザは、保護され
たコンテンツ２５を受信し、保護されたコンテンツ２５は、著作権保護されたディジタル
・コンテンツの許可されないコピーである。たとえば、ユーザは、ファイル共有ウェブサ
イトから保護されたコンテンツ２５をダウンロードすることによって、電子メール内の添
付ファイルとしてなどで保護されたコンテンツ２５を受信することができる。ユーザは、
保護されたコンテンツ２５を空の保護されたメディア１５にコピーする。代替案では、ユ
ーザは、保護されたメディア１５を、保護されたコンテンツ２５が既に保護されたメディ
ア１５上にある状態で、別の供給源から受け取ることができる。
【００３７】
　ユーザは、メディア・デバイス２０内の保護されたメディア１５上の保護されたコンテ
ンツ２５の再生を試みる。保護されたコンテンツ２５を再生し、読み取り、実行し、また
は他の形で消費するために、メディア・デバイスは、保護されたメディア１５上の、その
特定のメディアに結合された暗号化された鍵を必要とする。一般に、結合された暗号化さ
れた鍵は、許可された保護されたコンテンツを含む保護されたメディアに存在し、ユーザ
が、許可されたトランザクションの結果として、その保護されたメディア上の保護された
コンテンツを消費する権利を受け取ったことを示す。
【００３８】
　メディア・デバイス２０が、保護されたメディア１５上の保護されたコンテンツ２５に
アクセスする時には、この特定のメディアに関する有効な暗号化された鍵は、見つからな
い。メディア・デバイス２０は、保護されたメディア１５上のシステム１０にアクセスす
る。システム１０は、ルックアップ・サーバ３０へのＵＲＬなどのリンクを含む。ユーザ
は、ルックアップ・サーバ・インターフェース３５およびシステム１０によってルックア
ップ・サーバ３０にアクセスする。メディア・デバイス２０は、ネットワーク４０を介し
てルックアップ・サーバ３０にアクセスすることができる。
【００３９】
　システム１０は、保護されたコンテンツ２５の一意識別子、またはたとえばタイトル、
著者、作曲者、プロデューサ、権利所有者などを含む、保護されたコンテンツ２５の説明
をルックアップ・サーバ３０に供給する。この一意識別子は、暗号化されたコンテンツの
暗号ハッシュからなるものとすることもできる。ルックアップ・サーバ３０は、保護され
たコンテンツ２５の使用に関するライセンスを販売することを許可された小売店または他
のサービス・プロバイダをルック・アップする。ユーザは、たとえばリンクまたはＵＲＬ
を選択することによって、ルックアップ・サーバ・インターフェース３５を使用してサー
ビス・プロバイダのうちの１つを選択する。
【００４０】
　メディア・デバイス２０は、ネットワーク４０を介してサービス・プロバイダ４５（使
用可能な供給源）にアクセスすることができる。ユーザは、サービス・プロバイダ４５と
のトランザクションを完了し、このトランザクションは、保護されたメディア１５上の保
護されたコンテンツ２５を消費する権利をユーザに譲渡する。このトランザクションは、
ユーザが保護されたコンテンツ２５を消費することを可能にする、購入、レンタル、また
は販売促進イベントの形をとることができる。メディア・デバイス２０は、ネットワーク
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４０を介してセキュリティ・プロバイダ５０にアクセスすることができる。メディア・デ
バイス２０は、サービス・プロバイダ４５とのトランザクションの証明をセキュリティ・
プロバイダ５０に供給する。セキュリティ・プロバイダ５０は、保護されたメディア１５
上の保護されたコンテンツ２５の暗号化された鍵をユーザに供給する。この暗号化された
鍵は、保護されたコンテンツ２５を保護されたメディア１５に「結合し」、このユーザが
、サービス・プロバイダ４５とのトランザクションの条件の中で保護されたメディア１５
上の保護されたコンテンツ２５を消費することを可能にする。
【００４１】
　メディア・デバイス２０は、ユーザがルックアップ・サーバ３０、サービス・プロバイ
ダ４５、およびセキュリティ・プロバイダ５０と安全にインターフェースすることを可能
にするソフトウェアを含む。メディア・デバイス２０は、電話リンク、ケーブル・リンク
、衛星リンクなどの通信リンク５５を介してネットワーク４０に接続される。ルックアッ
プ・サーバ３０を、通信リンク６０を介してネットワーク４０に接続することができる。
サービス・プロバイダ４５を、通信リンク６５を介してネットワーク４０に接続すること
ができる。セキュリティ・プロバイダ５０を、通信リンク７０を介してネットワーク４０
に接続することができる。システム１０を、ネットワーク４０に関して説明するが、メデ
ィア・デバイス２０は、リモートにではなくローカルに、ルックアップ・サーバ３０、サ
ービス・プロバイダ４５、またはセキュリティ・プロバイダ５０にアクセスすることがで
きる。
【００４２】
　図２および図３に、超流通を介して入手された保護されたコンテンツのライセンスを交
付する際のシステム１０の方法２００を示す。ユーザは、ある許可されない配布の方法を
介して保護されたコンテンツ２５を入手する（ステップ２０５）。ユーザは、保護された
コンテンツ２５を保護されたメディア１５に書き込む（ステップ２１０）。ユーザは、メ
ディア・デバイス２０上で保護されたコンテンツ２５を再生することを試みる（ステップ
２１５）。メディア・デバイス２０は、保護されたメディア１５が、必要な暗号化された
鍵を含まないことを発見する（ステップ２２０）。メディア・デバイス２０は、保護され
たコンテンツ配布システム（システム１０）にアクセスする（ステップ２２５）。システ
ム１０は、ルックアップ・サーバ・インターフェース３５を介してユーザをルックアップ
・サーバ３０に導き、保護されたコンテンツ２５の説明をルックアップ・サーバ３０に与
える（ステップ２３０）。
【００４３】
　ルックアップ・サーバ３０は、保護されたコンテンツ２５の消費に関するライセンスを
ユーザに販売し、貸しまたは与えることを許可されたサービス・プロバイダ４５などの小
売店または他のサービス・プロバイダをルック・アップする（ステップ２３５）。ルック
アップ・サーバ３０は、見つかったサービス・プロバイダのリストを、ルックアップ・サ
ーバ・インターフェース３５を介してユーザに提示する（ステップ２４０）。ユーザは、
たとえばサービス・プロバイダ４５へのリンクを選択することによって、サービス・プロ
バイダ４５などのサービス・プロバイダを選択する（ステップ２４５）。ユーザは、保護
されたコンテンツ２５を消費するライセンスを購入する、借りる、または無料で受け取る
（ステップ２５０）。サービス・プロバイダ４５は、メディア・デバイス２０への暗号化
された鍵の送信を許可する（ステップ２５５）。許可は、購入の証明をメディア・デバイ
ス２０に供給することを含み、メディア・デバイス２０は、暗号化された鍵と交換と引き
換えに、その購入の証明をセキュリティ・プロバイダ５０に供給する。代替案では、サー
ビス・プロバイダ４５が、購入の証明をセキュリティ・プロバイダ５０に直接に送信し、
セキュリティ・プロバイダ５０が、暗号化された鍵をメディア・デバイス２０に送信する
。
【００４４】
　メディア・デバイス２０は、暗号化された鍵を保護されたメディア１５に記録する（ス
テップ２６０）。暗号化された鍵は、保護されたコンテンツ２５を保護されたメディア１
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５に結合し、保護されたコンテンツ２５が保護されたメディア１５からのみ消費されるこ
とを必要とする。メディア・デバイス２０は、保護されたメディア１５上の保護されたコ
ンテンツ２５を再生する（ステップ２６５）。
【００４５】
　図４に、保護されたメディア・ドングル１５Ａが保護されたメディア・ドングルとして
使用される、システム１０の一実施形態すなわちシステム１０Ａ（システム１０に全体的
に似ている）を示す。ドングル・モデルを、超流通モデルなど、本明細書に記載の任意の
他のモデルと独立に実施できることは明白である。
【００４６】
　保護されたメディア・ドングル１５Ａは、全体的に、保護されたメディア１５に似てい
る。保護されたコンテンツ２５Ａは、メディア・デバイス２０Ａに格納される。保護され
たコンテンツ２５Ａは、全体的に、保護されたコンテンツ２５に似ている。メディア・デ
バイス２０Ａは、全体的に、メディア・デバイス２０に似ている。メディア・デバイス２
０Ａは、さらに、保護されたコンテンツ２５Ａを実行し、再生し、または他の形で消費す
るアプリケーション３０５を含む。この実施形態では、メディア・デバイス２０Ａは、ド
ングル・メディア・デバイス３１０を介して、保護されたコンテンツ２５Ａを格納し、こ
れにアクセスし、保護されたメディア・ドングル１５Ａ上の情報にアクセスすることがで
きるすべてのデバイスである。例示的なメディア・デバイス２０Ａが、パーソナル・コン
ピュータである。
【００４７】
　システム１０Ａは、保護されたメディア・ドングル１５Ａに、保護されたコンテンツ２
５Ａの暗号化された鍵を格納する。保護されたコンテンツ２５Ａを実行するか他の形で操
作するために、保護されたメディア・ドングル１５Ａは、保護されたコンテンツ２５Ａの
暗号化された鍵へのアクセスを必要とする。その結果、保護されたコンテンツ２５Ａは、
保護されたメディア・ドングル１５Ａがドングル・メディア・デバイス３１０に挿入され
ている時に限って消費することができる。例示的な保護されたメディア・ドングル１５Ａ
は、ＳＤカードである。例示的なドングル・メディア・デバイス３１０は、ＳＤカード・
リーダ／ライタである。ドングル・メディア・デバイス３１０は、保護されたメディア・
ドングル１５Ａから読み取り、これに書き込むことができるすべてのデバイスである。
【００４８】
　図５に、メディア・デバイス２０Ａに格納された保護されたコンテンツ２５Ａの安全で
合法的な使用を提供するために保護されたメディア・ドングル１５Ａを使用する際のシス
テム１０の方法４００を示す。ユーザは、保護されたコンテンツ２５Ａを獲得する（ステ
ップ４０５）。ステップ４０５の場合に、保護されたコンテンツ２５Ａの獲得は、保護さ
れたコンテンツ２５Ａを消費するライセンスの入手を含む。このライセンスは、保護され
たコンテンツ２５Ａのサービス・プロバイダ４５などの許可された供給源とのトランザク
ションで、保護されたコンテンツ２５Ａをダウンロードすることによって入手される。代
替案では、ライセンスを、図２でステップ２０５からステップ２５５で説明したように、
許可されないコンテンツについて入手することができる。サービス・プロバイダ４５との
トランザクションの結果は、メディア・デバイス２０Ａが、保護されたコンテンツ２５Ａ
を実行し、または他の形で消費することを可能にする、暗号化された鍵である。ドングル
・メディア・デバイス３１０は、この暗号化された鍵を、保護されたメディア・ドングル
１５Ａに記録する（ステップ４１０）。
【００４９】
　図６に、保護されたメディア・ドングル１５Ａに格納された暗号化された鍵によって保
護された保護されたコンテンツ２５Ａを実行し、再生し、または他の形で消費するアプリ
ケーション３０５による動作の方法５００を示す。ユーザは、アプリケーション３０５を
起動して、保護されたコンテンツ２５Ａを実行する（ステップ５０５）。アプリケーショ
ン３０５は、保護されたメディア・ドングル１５Ａ上のシステム１０から保護されたコン
テンツ２５Ａの暗号化された鍵を取り出す（ステップ５１０）。
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【００５０】
　アプリケーション３０５は、保護されたコンテンツ２５Ａが、保護されたメディア・ド
ングル１５Ａ上の暗号化鍵と一致するかどうかを判定する（判断ステップ５１５）。保護
されたコンテンツ２５Ａが、暗号化鍵と一致しない場合には、アプリケーションは、図５
に示された方法４００を実行して、暗号化鍵を入手する（ステップ５２０）。そうでない
場合には、アプリケーション３０５は、保護されたメディア・ドングル１５Ａ上でシステ
ム１０によって管理される保護されたコンテンツ２５Ａの使用条件を実施する（ステップ
５２５）。使用条件は、たとえば、保護されたコンテンツ２５Ａを実行できる回数を含む
。アプリケーション３０５は、暗号化鍵を使用して、メディア・デバイス２０Ａ上で保護
されたコンテンツ２５Ａを暗号化解除し（ステップ５３０）、保護されたコンテンツ２５
Ａを実行するか、他の形で消費する（ステップ５３５）。
【００５１】
　図７は、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂが電子ウォレットとして使用される
システム１０のもう１つの実施形態、すなわちシステム１０Ｂ（全体的にシステム１０ま
たは１０Ａに似ている）を示す。保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂは、全体的に
保護されたメディア１５に似ている。保護されたコンテンツ２５Ｂは、保護されたメディ
ア電子ウォレット１５Ｂに格納される。保護されたコンテンツ２５Ｂは、全体的に保護さ
れたコンテンツ２５に似ている。保護されたコンテンツ２５Ｂは、たとえば著作権保護さ
れたコンテンツなどの製品を購入する、借りる、または他の形で入手するためにユーザに
よって使用することのできるバジェットまたは状態を含む。保護されたメディア電子ウォ
レット１５Ｂは、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂの状態またはバジェットを維
持するシステム１０Ｂを含む。
【００５２】
　図７をさらに参照して、図８～図９に、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂ上の
システム１０Ｂの方法を示す。ユーザは、所定のバジェットを事前にロードされた保護さ
れたメディア電子ウォレット１５Ｂを入手するためにトランザクションを実行する（ステ
ップ７０５）。このトランザクションは、購入、サブスクリプション、レンタル、または
販売促進景品を含むことができる。代替案では、ユーザは、たとえば小売店内のキオスク
で、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂの初期バジェットまたは初期状態を選択す
ることができ、そのキオスク内のセキュリティ・プロバイダが、選択された初期バジェッ
トまたは初期状態を保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂに焼き付ける。
【００５３】
　ユーザは、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂをメディア・デバイス２０Ｂに挿
入する（ステップ７１０）。メディア・デバイス２０Ｂは、全体的にメディア・デバイス
２０に似ている。メディア・デバイス２０Ｂは、たとえば、小売店内に、ユーザの家庭に
、またはメディア・デバイス２０Ｂがサービス・プロバイダ４５などのサービス・プロバ
イダおよびセキュリティ・プロバイダ５０などのセキュリティ・プロバイダへのアクセス
を有する、ある他の位置に置くことができる。ユーザは、たとえば電子ウォレット・イン
ターフェース６０５を使用して、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂ上のシステム
１０による指示に従ってサービス・プロバイダ４５にアクセスする（ステップ７１５）。
ユーザは、サービス・プロバイダ４５によって提供される製品から、アプリケーション、
オーディオ・ファイル、ビデオ・ファイル、映画、電子ブック、データベースなどの保護
されたコンテンツ製品を選択する（ステップ７２０）。
【００５４】
　サービス・プロバイダ４５は、選択されたトランザクションを完了するのに十分な価値
が、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂのバジェットまたは状態に残っているかど
うかを判定する（判断ステップ７２５）。そうでない場合には、サービス・プロバイダ４
５は、このトランザクションを拒否する（ステップ７３０）。そうである場合には、セキ
ュリティ・プロバイダ５０が、このトランザクションを許可する（ステップ７３５）。セ
キュリティ・プロバイダは、このトランザクションの価値を反映する、保護されたメディ
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ア電子ウォレット１５Ｂ上の新しい残高を反映する暗号化鍵更新をメディア・デバイスに
発行する（ステップ７４０）。
【００５５】
　ユーザは、保護されたコンテンツ２５Ｂを、暗号化されたファイルとして保護されたメ
ディア電子ウォレット１５Ｂにダウンロードする（ステップ７４５）。メディア・デバイ
スは、このトランザクションを反映する、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂのバ
ジェットまたは状態の減分された値を反映する新しい暗号化された情報を記録する（ステ
ップ７５０）。保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂは、保護されたメディア電子ウ
ォレット１５Ｂのバジェットまたは状態およびダウンロードされた保護されたコンテンツ
２５Ｂを含む。ユーザは、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂのバジェットまたは
状態が使い果たされるまで、追加のダウンロードされる保護されたコンテンツ２５Ｂをダ
ウンロードすることができる。ユーザは、たとえば電子ウォレット・インターフェース６
０５を使用して、サービス・プロバイダ４５およびセキュリティ・プロバイダ５０とのト
ランザクションを実行することによって、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂのバ
ジェットまたは状態の価値に加算することができる。ハード・ドライブまたは異なる保護
されたメディアへのダウンロードされた保護されたコンテンツ２５Ｂが、存在し得ること
と、ウォレット（すなわちバジェット・データ）および実際のコンテンツが、必ずしも同
一の保護されたメディア上で組み合わされない場合があることは、明白である。
【００５６】
　その代わりに、ユーザが、たとえば超流通を介するなど、他の供給源を介して、保護さ
れたコンテンツ２５Ｂを既に入手しており、保護されたコンテンツを保護されたメディア
電子ウォレット１５Ｂに書き込んでいる場合がある。この場合に、ユーザは、図１および
図２～図３に関して前に説明したプロセスに似た形で、保護されたコンテンツ２５Ｂを再
生するための暗号化された鍵を入手することになる。
【００５７】
　たとえば、サービス・プロバイダ４５は、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂを
使用して保護されたコンテンツを購入する能力を顧客に提供する。ユーザは、６０クレジ
ットを事前にロードされた保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂを購入し、この保護
されたメディア電子ウォレット１５Ｂは、５０曲の容量を有する。この保護されたメディ
ア電子ウォレット１５Ｂは、１３９というメディアＩＤを含む。サービス・プロバイダ４
５は、最近リリースされた曲を６クレジットで販売し、他の曲は３クレジットの値段であ
る。ユーザが購入のためにそこから選択できる曲の例示的なリストを、表１に示す。
【００５８】
【表１】

【００５９】
　表２に、３曲の購入の後の、ユーザによる保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂの
使用のヒストリを示す。保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂのバジェット残高は、
ユーザが曲を購入するたびに、その曲の価格に従って減分される。結果の残高は、曲が購
入されるたびに、暗号化鍵内に暗号化され、保護されたメディア電子ウォレット１５Ｂに
書き込まれる。
【００６０】
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【表２】

【００６１】
　図１０に、保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃがレンタル・コンテナとし
て使用されるシステム１０のもう１つの実施形態、すなわちシステム１０Ｃ（全体的にシ
ステム１０に似ている）を示す。保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃは、全
体的に保護されたメディア１５に似ている。保護されたコンテンツ２５Ｃは、保護された
メディア・レンタル・コンテナ１５Ｃに格納される。保護されたコンテンツ２５Ｃは、全
体的に保護されたコンテンツ２５に似ている。保護されたメディア・レンタル・コンテナ
１５Ｃは、著作権保護されたコンテンツの貸出に使用できるバジェットまたは状態を含む
。保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃは、さらに、保護されたメディア・レ
ンタル・コンテナ１５Ｃの状態またはバジェットを維持するシステム１０Ｃを含む。
【００６２】
　図１０をさらに参照して、図１１～図１２に、保護されたメディア・レンタル・コンテ
ナ１５Ｃ上のシステム１０Ｃの方法９００を示す。ユーザは、保護されたコンテンツ・レ
ンタル・サービスにサブスクライブし、保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃ
を受け取る（ステップ９０５）。ユーザは、保護されたメディア・レンタル・コンテナ１
５Ｃをメディア・デバイス２０Ｃに挿入する（ステップ９１０）。メディア・デバイス２
０Ｃは、全体的にメディア・デバイス２０に似ている。好ましい実施形態では、特定のレ
ンタル提供を管理するのに必要なものは、メディアＩＤだけである。
【００６３】
　ユーザは、ダウンロードについてレンタル・コンテンツを選択する（ステップ９１５）
。レンタル・サービスは、追加料金と引き換えに、基本サブスクリプションの一部として
、販売促進景品としてなど、保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃの追加コピ
ーをユーザに与えることができる。保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃのコ
ピーの例示的なメディアＩＤをリストした例示的なメディア・テーブルを、表３に示す。
【００６４】
【表３】

【００６５】
　レンタル・サービスのサービス・プロバイダ４５は、メディアＩＤが、メディア・デバ
イス２０Ｃに現在挿入されている保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃ上の保
護されたコンテンツ２５Ｃの貸出を許可されるかどうかを判定する（判断ステップ９２０
）。メディアＩＤが許可されない場合には、サービス・プロバイダ４５は、追加メディア
をサブスクリプションに追加することを申し出る（判断ステップ９２５）。ユーザが、こ
の申し出を断る場合には、サービス・プロバイダ４５は、このトランザクションを拒否す
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る（ステップ９３０）。ユーザが、この申し出を受け入れる場合には、ユーザは、サービ
ス・プロバイダ４５とのトランザクションに入り、メディア・デバイスに現在挿入されて
いる保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃを含めるようにメディア・サブスク
リプションをアップグレードする（ステップ９３５）。
【００６６】
　ユーザは、貸出について製品を選択する（ステップ９４０）。さらに、メディアＩＤが
許可される（ステップ９２０）場合に、ユーザは、貸出について所望の製品を選択するこ
とを許可される。
【００６７】
　製品は、たとえば、映画、オーディオ・ファイル、ビデオ・ファイル、電子ブック、デ
ータベース、ゲーム、アプリケーションなどの著作権保護されたコンテンツを含む。たと
えば、レンタル・サービスは、レンタル・サービスにサブスクライブしたユーザに映画を
貸すことができる。貸出に使用可能な映画の例示的リストを、表４に示す。
【００６８】

【表４】

【００６９】
　ユーザは、たとえば映画Ｃを選択する。サービス・プロバイダ４５は、ユーザのサブス
クリプションが選択された製品の貸出を許可するかどうかを判定する（判断ステップ９４
５）。たとえば、サブスクリプションは、ユーザが一度に３つの映画を借りることを許可
する場合がある。保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃは、ユーザによって現
在借りられている３つの映画を含む。この場合に、ユーザは、保護されたメディア・レン
タル・コンテナ１５Ｃ上でより多くの映画を借りるためにサブスクリプションをアップグ
レードするか、新たに選択された映画によって上書きするために保護されたメディア・レ
ンタル・コンテナ１５Ｃ上の映画を選択するか、トランザクションを取り消すことができ
る。
【００７０】
　保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃが、一度に借りることのできる製品の
最大の許容される個数未満を含む場合に、サブスクリプションは、選択された製品を許可
する（判断ステップ９４５）。サービス・プロバイダ４５は、メディア・デバイス２０Ｃ
が、選択された製品とセキュリティ・プロバイダ５０によって準備された暗号化鍵とを保
護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃにダウンロードすることを可能にする。暗
号化鍵は、保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃ上でのユーザによる消費につ
いて許可される保護されたコンテンツのアイテムそれぞれに対するメディアＩＤを含む。
【００７１】
　ユーザＩＤ「ｐｓｕｅｄｏ」によって借りられた映画および関連するメディアＩＤの例
示的テーブルを、表５に示す。ユーザは、メディアＩＤ　１２３を有する保護されたメデ
ィア・レンタル・コンテナ１５Ｃへのダウンロードのために、映画Ｄを選択する。このユ
ーザのサブスクリプションは、メディアＩＤ　１２３を有する保護されたメディア・レン
タル・コンテナ１５Ｃでの一度に２つの映画のレンタルを許可する。このサブスクリプシ
ョンは、ユーザがメディアＩＤ　１２３を有する保護されたメディア・レンタル・コンテ
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ナ１５Ｃに映画Ｄを単純に追加することを許可しない（判断ステップ９４５）。
【００７２】
【表５】

【００７３】
　サービス・プロバイダ４５は、ユーザがサブスクリプションをアップグレードすること
を望むかどうかをユーザに尋ねる（判断ステップ９５５）。そうである場合には、ユーザ
は、サービス・プロバイダ４５とのトランザクションに入り、選択された製品を可能にす
るためにサブスクリプションをアップグレードし（ステップ９６０）、処理は、ステップ
９５０に進む。ユーザが、サブスクリプションをアップグレードすることを望まない場合
（判断ステップ９５５）には、サービス・プロバイダ４５は、ユーザが、メディアＩＤ　
１２３を有する保護されたメディア・レンタル・コンテナ１５Ｃ上の映画を新しい映画に
よって上書きすることを望むかどうかをユーザに尋ねる（判断ステップ９６５）。そうで
ある場合には、ユーザは、新しい映画（映画ＩＤ　４を有する映画Ｄ）によって上書きさ
れる、たとえば映画Ａ（映画ＩＤ　１）などの映画を選択し（ステップ９７０）、処理は
、ステップ９４５に進む。ユーザが、上書きのために映画を選択することを断る場合には
、サービス・プロバイダ４５は、レンタル・トランザクションを拒否する（ステップ９７
５）。
【００７４】
　説明された本発明の特定の実施形態が、本発明の原理のある応用例の単なる例示である
ことを理解されたい。多数の変更を、本発明の範囲から逸脱せずに、本明細書で説明した
保護されたメディアを使用して保護されたコンテンツを配布するシステム、サービス、お
よび方法に対して行うことができる。さらに、本システムを、ＣＰＲＭに関して説明した
が、本システムを、たとえばブロードキャスト暗号化を利用するすべてのコピー・プロテ
クション・システムに適用できることは、明白である。さらに、本発明を、例示のために
ＷＷＷに関してのみ説明したが、本発明が、たとえばそれを介してコンテンツを配布でき
るすべてのネットワークにも適用可能であることは、明白である。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の好ましい実施形態の保護されたコンテンツ配布システムを、超流通を介
して入手された保護されたコンテンツの使用を可能にするのに使用することができる、例
示的動作環境を示す概略図である。
【図２】超流通を介して入手された保護されたコンテンツのライセンスを交付する際の図
１の保護されたコンテンツ配布システムの動作の方法を示す処理流れ図の前半を示す図で
ある。
【図３】超流通を介して入手された保護されたコンテンツのライセンスを交付する際の図
１の保護されたコンテンツ配布システムの動作の方法を示す処理流れ図の後半を示す図で
ある。
【図４】本発明の好ましい実施形態の保護されたコンテンツ配布システムを、保護された
メディア・ドングルを介して保護されたコンテンツのオプションの使用を可能にするのに
使用することができる、例示的動作環境を示す概略図である。
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【図５】図４の保護されたメディア・ドングルを使用する際の図４の保護されたコンテン
ツ配布システムの動作の方法を示す処理流れ図である。
【図６】保護されたコンテンツを消費する際の図４の保護されたコンテンツ配布システム
の動作の方法を示す処理流れ図である。
【図７】本発明の好ましい実施形態の保護されたコンテンツ配布システムを、保護された
メディア電子ウォレットとして使用できる例示的動作環境を示す概略図である。
【図８】図７の保護されたコンテンツ配布システムの動作の方法を示す処理流れ図の前半
を示す図である。
【図９】図７の保護されたコンテンツ配布システムの動作の方法を示す処理流れ図の後半
を示す図である。
【図１０】本発明の好ましい実施形態の保護されたコンテンツ配布システムを、保護され
たメディア・レンタル・コンテナとして使用できる例示的動作環境を示す概略図である。
【図１１】保護されたコンテンツの貸出のための保護されたメディア・レンタル・コンテ
ナとして動作する図１の保護されたコンテンツ配布システムの動作の方法を示す処理流れ
図の前半を示す図である。
【図１２】保護されたコンテンツの貸出のための保護されたメディア・レンタル・コンテ
ナとして動作する図１の保護されたコンテンツ配布システムの動作の方法を示す処理流れ
図の後半を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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