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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタル権利管理（ＤＲＭ）システムであって：
　複製制御情報（ＣＣＩ）準拠装置と、
　ライセンス（Ｌ）準拠装置であって、前記ＣＣＩ準拠装置及び前記Ｌ準拠装置は、互い
に通信し、共通アクセス・プロトコル及びアクセス情報を通じてコンテンツを共有するよ
う適合されるライセンス（Ｌ）準拠装置と、
　コンテンツに対する制御が前記ＣＣＩ準拠装置に渡されると同期化フラグを設定し、
　前記コンテンツに対する制御が前記ＣＣＩ準拠装置から返され、前記コンテンツへのア
クセスのために前記Ｌ準拠装置によって実現されるライセンス中のＤＲＭデータが、前記
ＣＣＩ準拠装置から受信されたＤＲＭデータに一致させるよう更新された後に前記同期化
フラグを再設定する初期化装置と
　を有することを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のシステムであって、前記ＣＣＩ準拠装置は、ＤＲＭ情報を、前記Ｌ準拠
装置にパススルーするよう適合されたことを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項２記載のシステムであって、前記ＤＲＭ情報が、前記ライセンスを備えることを
特徴とするシステム。
【請求項４】
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　請求項２記載のシステムであって、前記ＤＲＭ情報がＤＲＭデータ・メッセージを備え
ることを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項４記載のシステムであって、前記ＤＲＭデータ・メッセージは、
　共通権利言語シンタックス、暗号データ又はアクセス・データの転送用共通シンタック
ス、認証ステータス・メッセージ用共通シンタックス、失効メッセージ用共通シンタック
ス、プライベートなデータ・メッセージ・シンタックス、及び更新情報通信用シンタック
ス；
　の１つ以上に準拠することを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項４記載のシステムであって、コンテンツが共通暗号化方式によって共有されるこ
とを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディジタル権利管理（ＤＲＭ）システム間の互換性に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通信業界は伝統的なアナログ技術からディジタル技術に移行している。高品位テレビ（
ＨＤＴＶ）放送が大半の大都市で開始され、インターネット及びワールド・ワイド・ウェ
ブ（ＷＷＷ）の急速な普及によって、ＭＰ３フォーマットのオーディオ・ファイルのよう
な、ダウンロード可能なオーディオ・映像ファイルに加えて、他のコンテンツにおいて、
相応の増加がもたらされた。これに並行して、ディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）レコ
ーダ、ディジタルＶＨＳビデオ・カセット・レコーダ（Ｄ－ＶＨＳ　ＶＣＲ）、ＣＤ－Ｒ
ＯＭレコーダ（例えば、ＣＤ－Ｒ及びＣＤ－ＲＷ）、ＭＰ３記録装置、及びハード・ディ
スク・ベースの記録装置のような低コストでかつ大容量のディジタル記録装置が出現した
。
【０００３】
　これらのディジタル記録装置は高品質記録及びその複製を、アナログ相当物において知
られる世代間劣化（すなわち、連続複製するうちに増加する劣化）なしで、生成すること
ができる。これらの記録装置は著作権他によって保護された題材の無断かつ非統制の複製
を行うのに用い得るので、映画及び音楽事業者のようなコンテンツ提供者は、利用者が無
断で情報を見たり、作品の無断再製を行ったりすることを妨げるよう複製保護を用いる。
【０００４】
　ディジタル時代においては、著作権侵害の問題は今までよりも重要になってきている。
その結果、一般に、ディジタル・コンテンツにおける権利を企業及び個人が管理するのを
助力する技術的手段を表す、ＤＲＭ技術が開発された。実際には、該語は、アクセス及び
複製制御手順を含む、ディジタル・コンテンツを保護するおおよそ如何なるセキュリティ
手段にも広く適用されることが多い。ＤＲＭは著作権作品を楽しむ一方、同時にそれらの
作品の侵害を妨げるよう消費者の権利のバランスをとることが企図された種々の技術を指
す。
【０００５】
　いくつかのＤＲＭシステムが、パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）、ディジタル・ビデ
オ・ディスク（ＤＶＤ）プレイヤ、及びディジタル・テレビのようなディジタル装置間で
の保護マルチメディア題材の無断伝送から保護するよう開発された。マルチメディア・コ
ンテンツには例えば、ソフトウェア、ゲーム、映像、展示、写真、映画、サウンド・クリ
ップがある。
【０００６】
　確立されたＤＲＭソルーションの１つは限定受信（ＣＡ）技術を用いる。一般に、各Ｃ
Ａ装置は、例えば、情報の受信のような、無断使用を妨げるよう、スクランブル化と暗号
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化とを組み合わせて実行する。スクランブル化は音響、映像及び／又はデータなどを理解
できないようにする処理である。暗号化は逆スクランブル器が、操作する、すなわち、ス
クランブル化信号を逆スクランブル化する、スクランブル化信号と共に伝送されなければ
ならない秘密鍵（コントロール・ワード）を保護する処理である。送信側では、多重化装
置は映像、音響及びデータ情報を多重化してＭＰＥＧ－２トランスポート・ストリームを
生成する。ＭＰＥＧトランスポート・ストリームはスクランブル器に転送される。スクラ
ンブル化及び変調後、信号は、受信側に送信され、該受信側では信号が復調、逆スクラン
ブル化及び逆多重化される。１つのＣＡ実施例においては、使用制約（許容された権利）
のような複製制御信号（ＣＣＩ）がコンテンツ中に埋め込まれ、これらの制約が後に、セ
ット・トップ・ボックスのようなＣＣＩ準拠装置によって権利行使される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＣＡ技術はペイ・パー・ビュー放送アプリケーションに根ざしているの
で、利用者ニーズに柔軟に対応しない。例えば、ＣＡ技術は、ディジタル・メディアを合
法的に入手する消費者が自らの非商用の使用、利便性及び楽しみのためにその題材の複製
を行う権利及び容易な能力の両方を引き続き有することを可能にしない。ＣＡ技術は更に
家庭及び拡張家庭環境におけるディジタル装置間で合法的に取得したコンテンツを転送す
る能力を利用者に設けない。
【０００８】
　より最近のＤＲＭシステムはライセンス、すなわち証明書中に使用制約を規定して、パ
ーソナル・コンピュータのようなライセンス準拠（Ｌ準拠）装置によって行使されるライ
センスを用いる。Ｌ準拠システムは利用者に柔軟性を設ける一方、コンテンツ提供者の利
益を保護する。しかしながら、ＣＡ及びライセンス・ベースのＤＲＭシステムはお互いに
互換でない。その結果、操作者に加えて利用者も通信機器間の非互換性によって不都合を
受け得る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　１つの特徴においては、ディジタル権利管理（ＤＲＭ）システムは、共通アクセス・プ
ロトコル及びアクセス情報によってコンテンツを共有する、お互いに相互運用するよう形
成された１つ以上のライセンス（Ｌ）準拠装置、及び１つ以上のＬ準拠装置を初期化する
よう１つ以上のＬ準拠装置に直接接続又は遠隔接続された初期化装置を含む。
【００１０】
　上記特徴の実施形態は以下の１つ以上を含み得る。限定受信装置は複製制御情報（ＣＣ
Ｉ）準拠装置であり得る。該装置はＬ同期化フラッグを含み得るライセンスを処理し得る
。１つ以上の限定受信装置は１つ以上のＬ準拠装置にライセンスを渡すパススルー機能を
設ける。ライセンスはマークアップ言語のような所定のシンタックスにて表される。各Ｌ
準拠装置はＬ準拠装置及び限定受信装置が同期化されていない場合にＤＲＭデータを取得
するＬ準拠装置はそのＤＲＭデータを限定受信装置のＤＲＭデータに従って更新する。
【００１１】
　別の特徴においては、ＤＲＭシステムは、１つ以上のＬ準拠装置宛メッセージをパスス
ルーするよう形成された、１つ以上の限定受信装置を含み、該装置は共通アクセス・プロ
トコル及びアクセス情報を通じてコンテンツを共有し；更に、１つ以上のＬ準拠装置を初
期化するよう、１つ以上のＬ準拠装置に結合された初期化装置を含む。
【００１２】
　この特徴の実施形態は以下の１つ以上を含み得る。限定受信装置は複製制御情報（ＣＣ
Ｉ）準拠装置であり得る。更に別の特徴においては、ＤＲＭシステムは１つ以上の複製制
御情報（ＣＣＩ）準拠装置、すなわち、各々のライセンス（Ｌ）準拠装置及びＣＣＩ－準
拠装置が共通アクセス・プロトコル及びアクセス情報を用いてコンテンツを共有する、１
つ以上のＣＣＩ準拠装置と相互運用するよう形成された１つ以上のＬ準拠装置、及び１つ
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以上のＬ準拠装置を同期化するよう１つ以上のＬ準拠装置に結合された初期化装置、を含
む。
【００１３】
　上記の特徴の実施形態は以下の１つ以上を含み得る。各ＣＣＩ準拠装置はパススルー機
能を設ける。各ＣＣＩ準拠装置は１つ以上のＬ準拠装置にライセンスを渡す。ＤＲＭデー
タ・メッセージはＣＣＩ準拠装置及びＬ準拠装置に送信し得る。データ・メッセージは以
下の１つ以上：共通権利言語シンタックス、暗号データ又はアクセス・データ転送用共通
シンタックス、認証ステータス・メッセージ用共通シンタックス、失効メッセージ用共通
シンタックス、プライベートなデータ・メッセージのシンタックス、及び更新情報通信用
シンタックス；に準拠しえる。ＤＲＭデータは共通暗号化方法に準拠する。各Ｌ準拠装置
は、ＣＣＩ準拠装置及びＬ準拠装置が同期化されていない場合にＤＲＭデータを取得する
Ｌ準拠装置はＣＣＩ準拠装置のＤＲＭデータを反映するようそのＤＲＭデータを更新する
。
【００１４】
　別の特徴においては、ディジタル権利管理（ＤＲＭ）システムにおいて１つ以上のライ
センス（Ｌ）準拠装置を１つ以上のＬ準拠装置と同期化する方法は：コンテンツを共有す
ることができる１つ以上の装置において共通アクセス・プロトコル及びアクセス情報を通
じてコンテンツを共有する工程；１つ以上のＬ準拠装置及び１つ以上の限定受信装置が同
期化されているかを判定する工程；及び、当該装置の１つが同期化されていない場合、限
定受信装置のＤＲＭデータに整合するようＬ準拠装置のＤＲＭデータを更新する工程；を
含む。
【００１５】
　上記方法の実施形態は以下の１つ以上を含み得る。限定受信装置はＣＣＩ準拠装置であ
り得る。Ｌ準拠装置の１つは選択コンテンツに関するアクセス権を表示するライセンスを
受信する。当該方法は、ライセンスにおける同期化フラッグを再設定する工程；ライセン
スが指令を認定するかどうかを判定する工程；及び指令を認定しない場合に例外を出し、
かつ、さもなければ、同期化フラッグを設定する工程；を含む。
【００１６】
　さらに別の特徴においては、ディジタル権利管理（ＤＲＭ）システムにおいて１つ以上
の限定受信準拠装置を１つ以上のＬ準拠装置と同期化する方法が、限定受信準拠装置及び
Ｌ準拠装置が同期化されているかを判定する工程；及びさもなければＬ準拠装置のＤＲＭ
データに整合するよう限定受信準拠装置のＤＲＭデータを更新する工程；を含む。
【００１７】
　実施形態は以下の１つ以上を含み得る。同期化フラッグは１つ以上のＬ準拠フラッグに
パススルーし得る。ライセンスは更に１つ以上のＬ準拠装置に渡し得る。当該方法は：選
択コンテンツについての利用者指令を受信する工程；選択コンテンツ中に埋め込まれたＤ
ＲＭデータをチェックして、ＤＲＭデータが利用者指令を認定するかを判定する工程；認
定しない場合、例外を出し、認定する場合、利用者指令を実行して、利用者指令の性能を
反映するようＤＲＭデータを更新する工程；を含み得る。例外を出す工程は選択コンテン
ツに対するアクセス権を失効させる工程を含み得る。
【００１８】
　更に別の特徴においては、ディジタル権利管理（ＤＲＭ）システムにおいて１つ以上の
限定受信準拠装置を１つ以上のライセンス（Ｌ）準拠装置と同期化する方法は：選択コン
テンツについて利用者からの指令を受け取る工程；選択コンテンツについて受信されたラ
イセンスをチェックする工程；ライセンスが指令を認定するかを判定する工程；及び指令
を認定しない場合例外を出し、かつ、さもなければ同期化フラッグを設定する工程；を含
み得る。
【００１９】
　実施形態は以下の１つ以上を含み得る：例外を出す工程はライセンスを失効させる工程
又はコンテンツ上の将来の操作を不能にする工程を含み得る。当該指令は限定受信準拠装
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置に渡し得る。限定受信準拠装置は複製制御情報（ＣＣＩ）準拠装置であり得る。コンテ
ンツ・ストリーム中に埋め込まれたＣＣＩデータはＣＣＩデータが指令を認定するかどう
かについてチェックされ得る。ＣＣＩデータが受容可能な場合、ＣＣＩ準拠装置はコンテ
ンツをアクセスし、要求操作を実行し、ＣＣＩデータを変更する。
【００２０】
　当該システムの利点は以下の１つ以上を含み得る：当該システムは、２つ以上の機器が
、相互干渉なしで同一のシステム若しくは環境内で存在又は機能することを可能にする。
特定のコンテンツ又はプログラムはセキュリティ又は著作権保護プロトコルの変更なしで
種々の種類の装置によってプレイし得る。システムは更に、情報の損失及びエラーの導入
なしで、比較的透明な方法で、レガシーＣＣＩのＤＲＭシステムに対して、より新しいラ
イセンス・ベースのＤＲＭシステムによって代替することを可能にする。したがって、利
用者経験が製品相互運用によって拡充される。
【００２１】
　他の利点には以下の１つ以上を含み得る：当該システムは、非保護、（限定受信システ
ム（ＣＡＳ）及び／又はディジタル権利管理（ＤＲＭ）のような）保護及び記録済メディ
アを含む、種々の配信手段を対象とする。当該システムは、ＤＲＭ環境に限定受信（ＣＡ
）システムを用いる（及びことによると共通インタフェース（ＣＩ）をまたがる）、レジ
デンシャル・ゲートウェイ（ＲＧ）又はセット・トップ・ボックス（ＳＴＢ）ボーダー装
置のような伝統的な保護手順を対象とする。当該システムは更に、コンテンツが、コンテ
ンツ保護及び複製管理（ＣＰＣＭ）環境に入る前に（例えば、フリーツーエアによる公共
放送のような）非保護環境を通じて入る場合を対象とする。コンテンツがどのようにして
消費者の認定領域に入るかに拘らず、当該システムは最終利用者による消費点までコンテ
ンツ及びそれに関する使用状態のエンド・ツー・エンドの保護を設ける。ＣＡＳ及びＤＲ
Ｍ技術の両方について、当該システムは複製制御非行使、一度のみ複製可、これ以上複製
不可、及び複製不可の４つの複製制御使用状態をサポートする。更に、当該システムは、
コンテンツを消費者の認定領域の外部での消費用に移動可能かどうか、及びこの機能をサ
ポートするのに必要な保護手順を表示し得る。認定領域は更に（例えば、ポータブル娯楽
装置又は遠隔接続装置のような）ディジタル・ホーム・ネットワークに物理的に結びつい
ていない装置を含み得る。
【００２２】
　更に、当該システムは、消費者の認定領域内の装置間のアナログ・インタフェースとデ
ィジタル・インタフェースとの両方にまたがって流れる、考えられる範囲までの、コンテ
ンツの保護をサポートすることによってレガシーのアナログ装置と互換性がある。更に、
当該システムは、使用状態情報のコンテンツの保護を可能にする装置間で相互信託を確立
する、論理レベルでの標準ディジタル・インタフェース、及び、コンテンツ使用の制御が
２つ以上のＤＲＭ準拠装置間を、それらがＣＣＩ準拠であるかＬ準拠であるかに拘らず、
安全に取り交わされるようサポートする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本明細書及び特許請求の範囲において用いられた種々の語は取替えできることを特筆す
る。したがって、本発明の当該説明は例示であって、限定されるものではない。当該開示
に照らして、当業者は更に変更し得ることが分かるはずである。したがって、オーディオ
／映像環境において用いられることが一義的に企図されているが、この発明は更にディジ
タル・パッケージの使用を制限し、２つの異なったクラスのシステム、すなわち、ディジ
タル・パッケージ自体に堅く結合された制約又は使用権を用いるもの（ＣＣＩ準拠のよう
な限定受信準拠）及び、ライセンス中で使用権がディジタル・パッケージとは別個に保有
される別のもの（Ｌ準拠）、が存在する、いかなる環境にも適用できる。そのような環境
の例は、ソフトウェア及びゲーム配信システム、ディジタル書籍及び共同制作資料を含む
が、それらには限定されないものである。更に一般に、当該システムは、異なった、関連
する権利及びコンテンツの方法を用いる、複数の権利管理システムが共存する環境に適用
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される。
【００２４】
　本発明は例示のみの特定例によって説明するが、それらには限定されないものとする。
本発明はディジタル電子回路又はコンピュータ・ハードウェア、ファームウェア、ソフト
ウェア又はそれらの組み合わせによって実現し得る。本発明の装置はコンピュータ処理装
置による実行のために機械が判読可能な記憶装置において目に見える形で実施されたコン
ピュータ・プログラム・プロダクトにおいて実現し得；本発明の方法工程は入力データを
操作して出力を生成することによって本発明の機能を実施するようプログラムを実行する
コンピュータ処理装置によって実施し得る。適切な処理装置は、例として、汎用及び特定
用途の両方のマイクロプロセッサを含む。コンピュータ・プログラム命令を目に見える形
で実施するのにふさわしい記憶装置は、以下の：ＥＰＲＯＭ（消去及びプログラム可能読
み取り専用メモリ）、ＥＥＰＲＯＭ（電気的に消去書き込み可能読み取り専用メモリ）、
及びフラッシュ装置のような半導体記憶装置；（固定、フロッピィ（登録商標）及び取り
外し可能）磁気ディスク；テープのような他の磁気媒体；ＣＤ－ＲＯＭ（コンパクト・デ
ィスク読み取り専用メモリ）ディスクのような光媒体；及び光磁気装置。上記は何れも、
特別に設計された特定用途用集積回路（ＡＳＩＣ）又は適切にプログラムされたフィール
ド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）、によって補完されるか、それらに一
体化される；のような非揮発記憶装置の如何なる形態をも含むが、それらには限定されな
い。
【００２５】
　本発明の好適実施例は本発明の明細書及び特許請求の範囲に表すが、好適形態の変形例
は当業者には分かるものであるので、本発明は、当該説明する特定の形態に限定されない
ものとすべきである。したがって、本発明の範囲は明細書及び特許請求の範囲によって定
義される。
【実施例】
【００２６】
　図１は互換性のある複数のＤＲＭ製品を有する娯楽用システム１００の例示的環境を表
す。該システム１００は（ＣＣＩ準拠装置のような）限定受信装置に加えてＬ準拠装置を
含む１つ以上のＤＲＭシステムに準拠し得る複数の装置１１０－１７０を有する。これら
の装置は図２に表されるインタフェースに反応して、ＣＣＩ準拠装置とＬ準拠装置との間
の互換性を設けるよう図３－７に表される処理を実行する。
【００２７】
　娯楽用システム１００は１つ以上のサービス提供者から番組データを含むディジタル・
ビットストリームを受けるディジタル装置１１０を含む。そのようなサービス又はコンテ
ンツ提供者は、地上波放送事業者、ケーブル事業者、直接放送衛星（ＤＢＳ）会社、イン
ターネット経由でダウンロード可能なコンテンツを設ける会社、又は如何なる同様のその
ようなコンテンツ及び／又はサービス提供者を含み得る。番組データはシステム情報、権
利制御メッセージ、権利管理メッセージ、コンテンツ、及び他のデータを含み得る。シス
テム情報は番組名、放送時間、ソース、取り出し及び復号方法に加えて、どのようにして
、かつ、いつ、プログラム・データが再生、再送信及び／又は記録し得るかを制御する情
報をディジタル受信器及び他の装置に設けるコピー管理指令を含み得る。これらのコピー
管理指令は更に、特定のチャネル又はサービスに対するアクセスを規制するよう限定受信
装置によって一般に用いられる、権利制御メッセージ（ＥＣＭ）とともに送信し得る。権
利管理メッセージ（ＥＭＭ）は権利及び逆スクランブル化鍵のような権限をディジタル受
信器１１１に配信するのに用い得る。復号鍵は一般にスクランブル化データをアクセスす
るのに必要な符号で、授与される権利の関数であり得る。最後に、番組データ・ストリー
ム中のコンテンツは音響、映像又はマルチメディア・データを含み得、それらの全てはス
クランブル化されたフォーマット又はクリアなフォーマットにて存在し得る。
【００２８】
　ディジタル装置１１０は、ディジタル受信器１１１を含み、該ディジタル受信器１１１
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は、入力ビットストリームを処理し、該入力ビット・ストリームから番組データを抽出し
、視ることが可能なフォーマットにて番組データを設ける。そのように抽出された番組デ
ータは次に、システム情報のコンテンツからの分離に加えて、コンテンツをその原形式へ
の、復号化、すなわち伸長を含む、更なる処理のために復号化装置１１２に設けられる。
ディジタル受信器１１１は、更に娯楽用システム１００上の他の構成部分によって番組デ
ータに対するアクセスを規制し、本発明の一実施例によって、（以後「逆スクランブル化
コンテンツ」と呼ぶ）逆スクランブル化フォーマットでのコンテンツを有する番組データ
及び（以後「スクランブル化コンテンツ」と呼ぶ）スクランブル化フォーマットでのコン
テンツを有する番組データの同時伝送をサポートする。
【００２９】
　一実施例によれば、ディジタル装置１１０はディジタル・テレビであり得、ディジタル
受信器１１１はその中に一体化されたセット・トップ・ボックスで、復号化装置１１２は
ＭＰＥＧ（動画像専門グループ）の復号器である。ディジタル・テレビのディスプレイ（
図なし）は、実施例によれば、ディジタル装置１１０に一体化される。その代わりに、デ
ィスプレイは復号化装置１１０の外部にあり、ディジタル装置１１０はディジタル受信器
１１１及び／又は復号化装置１１２のみを含み得ることがわかる。本実施例の一例として
はＮＴＳＣ（米テレビジョン方式）、ＰＡＬ（欧パルカラーテレビ方式）、又は別の適切
な信号を出力するスタンドアロン型セット・トップ・ボックスのような一体型受信器／復
号器（ＩＲＤ）がある。
【００３０】
　ディジタル装置１１０がＬ準拠である一実施例において、初期化装置１１３はライセン
ス中に含まれる同期化フラッグが、ライセンス使用前にあらかじめ設定されることを確実
にする。初期化装置１１３は、以下の図に詳しく示すように、同期化フラッグを設定又は
再設定し得る。一実施例においては、初期化装置１１３はＣＣＩ準拠システムのような限
定受信システムを通じて家庭内環境に配信される場合、同期化フラッグを設定し、初期化
装置１１３は、コンテンツがインターネットを経由して配信されて権利管理が当初、ライ
センスによって制御される場合、同期化フラッグを再設定する。別の実施例では、初期化
装置１１３はコンテンツが特定のＤＲＭシステムによって用いられることを妨げるよう当
該フラッグを用いる。例えば、コンテンツが限定受信システムを経由して配信される場合
に当該フラッグを再設定することによって、初期化装置１１３はコンテンツを用い得ない
ことをＬ準拠システムに合図する。初期化装置１１３はディジタル装置１１０に組み込ま
れて表されているが、初期化装置１１３はディジタル装置１１０の外部に存在し得る。別
の実施例では、ディジタル装置１１０はＣＣＩ準拠でかつＬ準拠である。
【００３１】
　ディジタル装置１１０は伝送媒体１２０を経由して娯楽用システム１００中の他の構成
部分に接続し得る。伝送媒体１２０は娯楽用システム１００におけるディジタル装置１１
０と他の構成部分との間で制御情報及び番組データを含むデータを伝送するよう作用する
。他のアナログ及び／又はディジタル構成部分を、付加するか、以下に概説する構成部分
の代わりに用いることが可能であることがわかる。
【００３２】
　娯楽用システム１００は伝送媒体１２０に結合された音響システム１３０を含み得る。
音響システム１３０は、スピーカ及び音響データをプレイ及び／若しくは記録するのに用
い得る、例えば、コンパクト・ディスク又は他の光磁気ディスクの、音響プレイヤ／レコ
ーダを含み得る。Ｄ－ＶＨＳ（ディジタル・ハイビジョン）ＶＣＲ（ビデオ・カセット・
レコーダ）、ＤＶＤレコーダ、ＣＤレコーダ、又は光メディア・レコーダのような取り外
し可能なディジタル・レコーダ１４０は更に伝送媒体１２０を通じてディジタル装置１１
０及び娯楽用システム１００の他の構成部分に接続し得る。ディジタル・レコーダ１４０
はアナログ又はディジタルの音響、映像、及び他のデータ伝送を記録するのに用い得るこ
とが知られており、したがって、当該システムの実施例はディジタル装置１１０によって
受信されて、伝送媒体１２０を介してディジタル・レコーダ１４０に送信された番組デー
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タを記録するのに用い得る。
【００３３】
　ハード・ディスク記録装置１５０は更に、伝送媒体１２０経由でディジタル装置１１０
及び他の構成部分に結合され得る。ハード・ディスク記録装置１５０は、パーソナル・コ
ンピュータ・システム、スタンド・アロン型ハード・ディスク記録装置、又は、アナログ
若しくはディジタルの音響、映像及びデータ伝送を記録できるハード・ディスク記録装置
であり得る。ディジタルＶＣＲ１４０のように、システムの一実施例によれば、ハード・
ディスク記録装置１５０はディジタル装置１１０によって受信されて伝送媒体１２０を通
じてハード・ディスク記録装置１５０に送信された番組データを記録するのに用い得る。
【００３４】
　ディスプレイ１６０は高品位テレビ・ディスプレイ、モニタ又はディジタル映像信号を
処理することができる他の装置を含み得る。ディジタル装置１１０がスタンド・アロン型
セット・トップ・ボックスである実施例において、ディスプレイ１６０はディジタル・テ
レビであり得る。更に、制御装置１７０は伝送媒体１２０に結合し得る。制御装置１７０
は、娯楽用システム１００上の構成部分のいくつか又は各々に加えて、それらに遠隔結合
された他の電子装置の操作を連携及び制御するよう用い得る。
【００３５】
　如何なる装置１１０－１７０もＣＣＩ準拠装置及びＬ準拠装置を含む１つ以上のＤＲＭ
システムに準拠し得る。最も初期のＤＲＭシステムはＣＣＩとして知られる。ＣＣＩシス
テムの例には「５Ｃ」のディジタル伝送コンテンツ保護（ＤＴＣＰ）仕様として知られる
、５つの会社、すなわち、ソニー、インテル、松下（ＭＥＩ）、ソニー及び東芝によって
採用された標準を含む。ＤＴＣＰ仕様は音響／映像（ＡＶ）娯楽コンテンツが、ＩＥＥＥ
（米国電気電子学会）１３９４バス又はＵＳＢ２（ユニバーサル・シリアル・バス２）標
準のような、高性能ディジタル・バスを横切る際の非合法複製、傍受、及び改変から保護
する暗号プロトコルを定義する。ＤＴＣＰは準拠装置の構成部分を符号化する対称鍵暗号
方式を用いる。これによって、如何なるディジタル装置についても、ディジタル・コンテ
ンツの伝送前に当該装置が準拠しているかを判定するために認証することを可能にする。
ディジタル・コンテンツ自体は伝送前に符号化されるのでコンテンツの無断複製は理解で
きない複製に終わる。ＣＣＩ準拠システムの他の例はオープン・ケーブルのＰＯＤ（配置
ポイント）複製保護システム及びビデオ・ウォーターマーキング・グループ（ＶＷＧ）の
ウォーターマーク複製保護システムを含む。
【００３６】
　１つの例示的ＣＣＩシステムにおいては、使用権はコンテンツ・ストリームに含まれる
ビット・フィールドとして表される。該ビット・フィールドは物理的に当該コンテンツに
結び付けられる。ＣＣＩ上の全ての操作はストリーム自体に行われる。したがって、ＣＣ
Ｉ操作はトランスポート層で行われる。ＣＣＩビットは更に複製世代管理システム（ＣＧ
ＭＳ）ビットと呼び得る。符号化ＣＣＩ符号は２ビットから成り、「００」、「１０」及
び「１１」は各々、「複製無制限」、「単一世代のみ複製可」及び「複製不可」を表す。
「０１」ビット符号は未使用のままである。ＣＣＩビットが音響／映像（ＡＶ）ストリー
ムに付加される方法は種々の種類の標準（例えば、動画像専門グループＭＰＥＧ、ディジ
タル映像ＤＶ及び音響データ）について規定されている。これらのＣＣＩビットは下流の
装置によるＡＶ情報及びコンテンツの利用を制御するＡＶ情報を構成するデータ・ストリ
ームのデータ部分中に付加される。各々のデータ記録時間では、記録装置はデータ・パケ
ットのＡＶ情報に付加されるＣＣＩ符号を検査してＣＣＩ符号は複製不可を示す場合記録
を差し控える。ＣＣＩ符号が単一の複製が可能であることを示す場合、ＣＣＩ符号は複製
不可モードに変更されて更にＡＶ情報が記録媒体に一度記録される。このようにして、原
データから複製が可能な世代を制限し得る。
【００３７】
　新たなＤＲＭシステムにおいては、使用制約又は許可された権利がライセンス又は証明
書中に規定され、ライセンス準拠装置によって行使される、ライセンス技術が用いられて



(9) JP 4842510 B2 2011.12.21

10

20

30

40

50

いる。そのようなライセンス又は証明書はコンテンツとは別個に送られてもよく、コンテ
ンツとともに送られてもよい。
【００３８】
　ライセンス・システムにおいては、ライセンス権はＸＭＬ（拡張性が高いマークアップ
言語）のような判読可能な言語にて表される。ライセンスはコンテンツに物理的に結び付
けられることもあり、その代わりに、物理的に別個のものでリンクを通じてコンテンツと
関連付けられることもある。ライセンスがコンテンツに物理的に結び付けられていない実
施例においては、装置の使用権を特定のコンテンツに対して反映するよう、コンテンツと
は無関係に装置から装置へ移動し得る。ライセンス・システムはアプリケーション層にて
動作し、ライセンスをサポートするシステム例としては、マイクロソフトのウィンドウズ
（登録商標）・メディア及びリアルネットワークスのリアル・システムを含む。
【００３９】
　一実施例においては、ライセンス権はＸｒＭＬ（著作権保護用マークアップ言語）にて
表される。ＸｒＭＬはディジタル・コンテンツ、ディジタル・リソース、及びディジタル
・サービスに関連する権利及び条件を表すＸＭＬベースの文法記述仕様である。ＸｒＭＬ
はコンテンツの利用及び保護に関連する権利を規定して条件（ライセンス）を発行する共
通手法である。ＸｒＭＬはディジタル・コンテンツの権利管理用オープン・アーキテクチ
ャの生成を容易にし、コンテンツ所有者が：（１）コンテンツ所有者が選択する商取引モ
デルに適切な権利、報酬、及び条件を説明すること；（２）有用で、簡潔で、かつ、容易
に理解し得る定義を伴って使用権の標準条件を設けること；（３）準拠性テスト及び評価
のために委託システムの動作の定義を業者に提示すること；及び（４）妥協することなく
拡張性を新規の言語特質に設けること；を可能にする。委託環境の一部として、ＸｒＭＬ
はディジタル・コンテンツのカスタム化を可能にする広範囲にわたる種々のコンテンツ及
びサービスに対して権利を適用するのに用い得る。例えば、コンテンツ提供者は、各々異
なる権利（例えば、視る、セーブする、転送する）、条件（例えば、無料、報酬ベース、
時間限定）及び配信方法（例えば、ダウンロード、ストリーム、ＡＳＰ（アプリケーショ
ン・サービス・プロバイダ））のある種々のコンテンツを設け得る。特定の権利を伴う新
規サービスはＸｒＭＬの利用によって個人又は利用者集団に対して付加し得る。
【００４０】
　新たなＤＲＭシステムによって、セット・トップ・ボックス、ディジタル・テレビ、デ
ィジタル・オーディオ・プレイヤ、及び類似のそのようなディジタル装置の機能は過去の
限定受信（ＣＡ）の、すなわち、そのようなディジタル・コンテンツの記録及び再生につ
いての制約及び条件を更に含むようリアルタイム視聴用ＣＡのクリアなフォーマットにコ
ンテンツを単に逆スクランブル化する、役割を超えるところにまで及んでいる。例えば、
視聴者は、スクランブル化フォーマットにおけるコンテンツのある番組データを記録し、
コンテンツを後に、逆スクランブル化及び表示させることが可能になる。セット・トップ
・ボックスのような番組視聴装置は、逆スクランブル化の記録を行ってサービス提供者に
報告し得るよう、記録コンテンツの逆スクランブル化を規制するよう設計し得る。これに
よってサービス提供者が視聴者による番組データの利用をモニタリングして視聴者に請求
することを可能にする。番組視聴装置はペイ・パー・ビュー、ペイ・パー・プレイ、ペイ
・パー・タイム、及び他の機能のような特別な収入機能をサポートする主要管理機能を備
え得る。
【００４１】
　図１の実施例においては、如何なる装置１１０－１７０をもＣＣＩ準拠装置及びＬ準拠
装置を含む複数のＤＲＭシステムに準拠し得るが、互換性及び相互運用性は両方の種別の
装置用に共通のインタフェースを設けることによって達成される：これらの互換装置のう
ちコンテンツをアクセス（通常、逆スクランブル化）する必要があるものは共通アクセス
・プロトコル及びアクセス情報（通常、逆スクランブル化アルゴリズム及び逆スクランブ
ル化鍵）を共有する。
【００４２】
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　各限定受信装置はライセンスを他のＬ準拠装置に渡すパススルー機能を設ける。ライセ
ンスはマークアップ言語のような所定シンタックスにて表され、互換性及び相互運用性を
設けるのに用いられる同期化フラッグを含む。
【００４３】
　Ｌ準拠装置が限定受信装置からコンテンツを受信すると、当該Ｌ準拠装置は限定受信装
置からＤＲＭデータ（例えば、ＣＣＩビット）を取得するＬ準拠装置は適切なライセンス
における同期化フラッグをチェックして次にそのＤＲＭデータを限定受信装置のＤＲＭデ
ータを反映するよう更新する。
【００４４】
　ＤＲＭデータ・メッセージはＣＣＩ準拠装置及びＬ準拠装置を横切る。ＤＲＭデータ・
メッセージは以下：共通権利言語シンタックス、暗号データ又はアクセス・データを転送
する共通シンタックス、共通領域登録シンタックス及びメッセージ、認証ステータス・メ
ッセージ用共通シンタックス、失効メッセージ用共通シンタックス、プライベート・デー
タ・メッセージ・シンタックス、及び更新情報の通信用共通シンタックス；の１つ以上に
準拠する。
【００４５】
　各装置１１０－１７０はツール及び複数の専売のプラグイン式ＤＲＭ（「専売ＤＲＭ」
）の基準ＤＲＭフレームワークを用いる。専売ＤＲＭは標準インタフェースを経由して基
準ＤＲＭツールに接続する。ＤＲＭツール及び基準ＤＲＭマネージャは全てのＤＲＭ準拠
装置中に存在する。専売ＤＲＭは、安全なチャネル経由で配信された、ダウンロード可能
な、耐改変のソフトウェアを含むか、ハードウェアにて強健に実現される。
【００４６】
　図２は例示的トランスポート層及びアプリケーション層ＡＰＩ（アプリケーション・プ
ログラミング・インタフェース）を表す。ＣＣＩ技術及びライセンス技術が共存するこの
実施例においては、３つの種別のインタフェース２００－２２０：ライセンス・モジュー
ル間インタフェース２００、ＣＣＩモジュール間インタフェース２１０、及びライセンス
・モジュールとＣＣＩモジュールとのインタフェース２２０；が存在する。インタフェー
ス２００－２２０によってＬ準拠モジュール２５０－２６０が、お互いに通信し合い、か
つ、ＣＣＩ準拠モジュール２７０－２８０と通信し合うことを可能にする。アプリケーシ
ョン・プログラミング・インタフェースによってアプリケーションが基準ＤＲＭシステム
と情報を伝え合うことを可能にする。基準ＤＲＭシステムは、外部の、専売コンテンツ保
護及び複製管理システムを、取引サポートのある双方向のＡＰＩ及び基準ＤＲＭシステム
がこの外部の権限を受け入れる又は信頼することを示す指標を通じて認識する。
【００４７】
　モジュール２００－２２０のインタフェースは以下の：モジュール間の信託を確立する
、モジュール間のＤＲＭ情報の転送を安全にする、モジュール間のコンテンツのアクセス
情報（例えば、鍵）の転送を安全にする、コンテンツに適用されたような規則の行使を安
全にする、ホーム領域を認識する、及びモジュールの失効化／更新可能性をサポートする
；処理を行う。
【００４８】
　図１の装置はＬシステム又はＣＣＩシステムの何れかを通じて信託を確立し得る。更に
、Ｌシステム及びＣＣＩシステムの両方がある装置は動作の結果を検出し得る。これを行
うよう、図２のインタフェースによって両システムが同期化されることを可能にする。信
託交換手順はＣＣＩ準拠システム又はＬ準拠システムの何れかを通じて行われる。Ｌ準拠
システムは相互運用性を確実にするようＣＣＩ準拠機能を設ける。
【００４９】
　相互運用性を設けるよう、同期化が、ＣＣＩ準拠システムにおけるＤＲＭ情報とＬ準拠
システムにおけるＤＲＭ情報との間で達成されることを要する。一実施例においては、Ｌ
準拠システムがＣＣＩ準拠システムの１つに対するＤＲＭ機能のハンドオフを記録する。
【００５０】
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　一実施例においては、ＣＣＩシステムと互換性のあるプラグインをＬシステム中に生成
することによって実現される。ＣＣＩシステムがセット・トップ・ボックスにおける共通
インタフェースである一実施例においては、プラグイン式のＬシステムは共通インタフェ
ースに対する一リソースとして機能する。
【００５１】
　一実施例においては、ＡＰＩがＤＲＭデータ・メッセージ、アクセス・データ・メッセ
ージ、領域登録メッセージ、認証ステータス・メッセージ、失効データ・メッセージ、及
びプライベートなデータ・メッセージの双方向転送を動作可能にする。
【００５２】
　ＤＲＭデータ・メッセージにおいて、ＬシステムとＣＣＩシステムとの間のＤＲＭ情報
の通信は、ＣＣＩ言語とライセンス言語との間の、Ｌシステムによる翻訳を通じて行われ
る。メッセージはコンテンツの識別を含む。アクセス・データ・メッセージについては、
アクセス情報はＬシステムとＣＣＩシステムとの間で通信される。メッセージはコンテン
ツ識別を含む。領域登録メッセージについて、インタフェースは、領域識別子及び登録又
はキャンセル要求を表す指標を通信する。認証ステータス・メッセージは、Ｌシステムと
ＣＣＩシステムとの間の信託の確立又は信託の失敗のいずれかを通信する。Ｌシステムは
、必要であれば、装置識別子の翻訳を設ける。失効データ・メッセージは装置及び失効さ
せるモジュールの識別に関する情報を通信する。Ｌシステムは、必要であれば、翻訳サー
ビスを設ける。任意のプラーベートなデータ・メッセージはＬシステムとＣＣＩシステム
との間で更新可能性情報を通信し合うのに用いられる。これはプライベートなデータを、
インタフェースを通じて転送することによって達成される。
【００５３】
　図３はＣＣＩ準拠装置をＬ準拠装置と同期化する例示的処理３００を表す。この処理に
おいては、各Ｌ準拠装置は、ＣＣＩ準拠装置及びＬ準拠装置が同期化されていない場合に
ＤＲＭデータを取得しＬ準拠装置はそのＤＲＭデータをＣＣＩ準拠装置のＤＲＭデータに
整合するよう更新する。
【００５４】
　図３の実施例においては、同期化は複製保護がＣＣＩ準拠システムに渡された何らかの
場合か、装置への最初の配信の場合に、設定される同期化フラッグをＬ準拠システムのラ
イセンス中に含むことによって確立されるＬ準拠システムは更に同期化フラッグが設定さ
れたかをチェックし、その場合、ＬシステムはＣＣＩシステムのＤＲＭ情報を取得するか
、ＣＣＩシステムのＤＲＭ情報がないことを確実にする（３０２）。次に、ライセンス中
に含まれたＬシステムのＤＲＭ情報は取り出されたＣＣＩシステムのＤＲＭ情報と比較さ
れ、所定の基準によってＤＲＭ情報と整合するよう調節される（３０４）。基準によって
整合が行い得ない場合、（失効を含む）例外手順が続く（３０６）。その代わりに、整合
を行い得る場合、同期化フラッグが再設定される（３０８）。
【００５５】
　図４はＬ準拠装置の操作処理の一実施例を表す。まず、処理はとりわけ、コンテンツの
複製、プレイ、又は編集のような指令を利用者から受信する（４０２）。次にＬ準拠装置
は操作するコンテンツについて受信したライセンスをチェックして（４０４）、ライセン
スが指令を認定するかどうかを判定する（４０６）。さもなければ、当該処理はライセン
スを失効させる処理及びコンテンツ上の将来のいかなる操作をも不能にする処理を含み得
る例外を出す（４０８）。その代わりに、ライセンスが受容可能な場合Ｌ準拠装置はコン
テンツをアクセスし、要求操作を行い、適宜、後にライセンスを変更する（４１０）。
【００５６】
　図５はＣＣＩ準拠装置の操作処理の対応実施例を表す。まず、処理はとりわけ、コンテ
ンツを複製、プレイ、又は編集するような指令を利用者から受信する（５０２）。次に、
ＣＣＩ準拠装置はコンテンツをアクセスし、操作するコンテンツ中のＣＣＩレジスタ、す
なわち、埋め込みビットをチェックし（５０４）、ＣＣＩビットは指令を認定するかどう
かを判定する（５０６）。さもなければ、当該処理はＣＣＩビットを失効化させる処理、
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及びコンテンツ上の如何なる将来の操作をも不能にする処理を含み得る例外を出す（５０
８）。その代わりに、ライセンスが受容可能な場合、ＣＣＩ準拠装置はコンテンツをアク
セスし、要求操作を行い、適宜後にビットを変更する（５１０）。
【００５７】
　図６はＬ準拠装置のハンドオフ操作を示す例示的処理を表す。まず、該処理は、とりわ
け、複製、プレイ又は編集のような指令を利用者から受信する（６０２）。次にＬ準拠装
置は操作するコンテンツについて受信したライセンスをチェックして（６０４）ライセン
スが指令を認定するかを判定する（６０６）。さもなければ、当該処理はライセンスを失
効化させる処理及びコンテンツ上の如何なる将来の処理をも不能にする処理を含み得る例
外を出す（６０８）。その代わりに、ライセンスが受容可能な場合、Ｌ準拠装置は同期化
フラッグを設定する（６１０）。次に、当該処理は利用者指令をＣＣＩ準拠装置に渡す（
６１２）。次に、ＣＣＩ準拠装置はコンテンツをアクセスし、操作するコンテンツ中のＣ
ＣＩレジスタ、すなわち埋め込みビットをチェックすることによってＤＲＭデータをチェ
ックし（６１４）、ＣＣＩビットが指令を認定するかどうかを判定する（６１６）。さも
なければ、当該処理はＣＣＩビットを失効化させる処理及びコンテンツ上のいかなる将来
の処理をも不能にする処理を含み得る例外を出す（６１８）。その代わりに、ＣＣＩビッ
ト中に埋め込まれたＤＲＭアクセス権データが受容可能な場合、ＣＣＩ準拠装置はコンテ
ンツをアクセスし、要求操作を行い、適宜、後にビットを変更する（６２０）。
【００５８】
　図７はＬ準拠装置によるＣＣＩ準拠装置からのコンテンツ制御の回復を示す例示的処理
を表す。まず、当該処理は、とりわけ、コンテンツの複製、プレイ、又は編集のような指
令を利用者から受信する（７０２）。次にＬ準拠装置は操作するコンテンツについて受信
したライセンスを含む同期化フラッグをチェックし、該フラッグが設定されたことを検出
する（７０４）。次に、Ｌ準拠装置はプラグイン式ＣＣＩを通じてＣＣＩ情報を取り出し
、ライセンスを適宜更新し、同期化フラッグを再設定して（７０６）、更新ライセンスが
指令を認定するかを判定する（７０８）。さもなければ、当該処理はライセンスを失効化
させる処理及びコンテンツ上のいかなる将来の操作をも不能にする処理を含み得る例外を
出す（７１０）。その代わりに、ライセンスが受容可能な場合Ｌ準拠装置はコンテンツを
アクセスし、要求操作を行い、適宜、後にライセンスを変更する（７１２）。
【００５９】
　次に、同期化手順の例示的適用を説明する。例示的場合１及び場合２において、コンテ
ンツはＬ準拠装置からＣＣＩ準拠装置に転送され、複製がＣＣＩ準拠装置で行われる。原
コンテンツ及びその複製（コンテンツの第１及び第２インスタンス）は配信され、最終的
にＬ受信装置によって受信される。
【００６０】
　場合１―合法複製―この場合、以下の工程が発生する：
　１）同期化フラッグがライセンス中に設定され、コンテンツがＣＣＩ準拠装置に転送さ
れる。
【００６１】
　２）コンテンツの第１インスタンスがＬ準拠装置によって受信された場合（Ｌ準拠装置
上に再出現する場合）、同期化フラッグがライセンス中に設定されたので、当該装置はＣ
ＣＩデータをチェックし、複製が行われたことを判定する。
【００６２】
　３）Ｌ準拠装置は、コンテンツの第１インスタンスに割り当てるよう、ライセンスを更
新する。
【００６３】
　４）コンテンツの第２インスタンスがＬ準拠装置上に再出現する場合、同期化フラッグ
がライセンス中に設定されたので、当該装置はＣＣＩデータをチェックし、ライセンスと
ＣＣＩのＤＲＭデータとの整合をみてＬ準拠装置はライセンス中の同期化フラッグを再設
定する。
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【００６４】
　場合２－非合法複製―以下の工程が発生する：
　１）同期化フラッグはライセンス中に設定され、コンテンツがＣＣＩ準拠装置に転送さ
れる。
【００６５】
　２）コンテンツの第１インスタンスがＬ準拠装置上に再出現する場合、同期化フラッグ
はライセンス中に設定されるので、当該装置はＣＣＩデータをチェックして、ライセンス
とＣＣＩのＤＲＭデータの整合をみてＬ準拠装置はライセンス中の同期化フラッグを再設
定する。
【００６６】
　３）コンテンツの第２インスタンスがＬ準拠装置に再出現する場合、同期化フラッグが
再設定されるのでＬ準拠装置はそれが非合法複製を取り扱っていることを判定して例外手
順を開始する。
【００６７】
　次の２つの例は更に複雑なシナリオを示す。これらの例においては、コンテンツは当初
、ＣＣＩとＬ準拠装置の両方をサポートすることができる互換装置上に存在する。当該コ
ンテンツはまずＣＣＩのみ準拠装置に転送（移動）されて次に別のＣＣＩのみ準拠装置に
後に複製される。原コンテンツ及びその複製は更にＣＣＩとＬ準拠装置との両方をサポー
トする装置上に転送される。
【００６８】
　場合３―単一のライセンスを制御する複数の複製
　この場合、下記の工程がＬシステムにおいて、発生する：
　１）同期化フラッグがライセンス中に設定されて、ＣＣＩシステムは（コンテンツの複
製のような）要求操作を行うことが可能になる。
【００６９】
　２）原コンテンツ又はその複製の何れかが再出現する、ＣＣＩ準拠装置とＬ準拠装置と
の両方をサポートする、第１装置において、（これ以上複製不可を表す）ＣＣＩのＤＲＭ
データがコンテンツ識別子（ＩＤ）とともにＬ準拠装置に渡される。
【００７０】
　３）コンテンツＩＤを用いて、ライセンスが取り出され、同期化フラッグが設定された
ので、ライセンスはこれ以上複製不可を示すよう更新されて同期化フラッグが再設定され
る。
【００７１】
　４）複製又は原コンテンツのいずれかが再出現するＣＣＩ準拠装置とＬ準拠装置の両方
をサポートする第２装置においては、（これ以上複製不可を表す）ＣＣＩのＤＲＭデータ
はコンテンツＩＤとともにＬ準拠装置に渡される。
【００７２】
　５）コンテンツＩＤを用いて、ライセンスが取り出されると、再設定された同期化フラ
ッグが現時に表れ、ＣＣＩのＤＲＭデータ及びライセンスが同期化されていることを示す
。
【００７３】
　場合４―各複製がライセンスを要する
　以下の、Ｌシステムに関する工程が発生する：
　１）同期化フラッグがライセンス中で設定されて制御がＣＣＩ準拠装置に渡されるので
ＣＣＩ準拠装置は要求操作を行い得る。
【００７４】
　２）原コンテンツ及び複製の何れかが再出現する、ＣＣＩ準拠装置とＬ準拠装置との両
方をサポートする、第１装置において、（これ以上複製不可を表す）ＣＣＩのＤＲＭデー
タはパッケージＩＤとともにＬシステムに渡される。パッケージＩＤは、２つのパッケー
ジが同一のコンテンツを含み得るので場合３のコンテンツＩＤとは異なる。
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【００７５】
　３）パッケージＩＤを用いて、ライセンスが取り出され、同期化フラッグが設定される
ので、ＣＣＩのＤＲＭデータはライセンスを更新するのに用いられる一方、複製イベント
が記録される。
【００７６】
　４）複製が行われたので、パッケージＩＤが変更され、同期化フラッグが再設定される
、複製ライセンスが生成される。更にパッケージＩＤがコンテンツ中で変更される。
【００７７】
　５）複製又は原コンテンツの何れかが再出現する、ＣＣＩシステムとＬシステムとの両
方をサポートする第２装置において、（これ以上複製不可を表す）ＣＣＩがパッケージＩ
ＤとともにＬシステムに渡される。
【００７８】
　６）パッケージＩＤを用いて、ライセンスが取り出され、ＣＣＩビットとライセンスと
の両方が整合するので、同期化フラッグが再設定される。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】ＣＣＩ準拠装置及びＬ準拠装置を含む、複数のＤＲＭ準拠装置のある例示的境を
表す図である。
【図２】アプリケーション・プログラミング・インタフェースを表す構成図である。
【図３】ＣＣＩ準拠装置とＬ準拠装置との間の同期化を表す流れ図である。
【図４】Ｌ準拠装置上の例示的処理である。
【図５】ＣＣＩ準拠装置上の例示的処理である。
【図６】Ｌ準拠装置のハンドオフ操作に関する例示的処理である。
【図７】ＣＣＩ準拠装置からコンテンツ制御を取り戻すＬ準拠装置を示す例示的処理を表
す。
【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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