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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
それぞれが対応するコンテンツ素材チャンクを識別するためのコンテンツ素材識別情報を
複数含むセキュリティ情報チャンクとそれぞれが固有のコンテンツ素材識別情報が付与さ
れた複数のコンテンツ素材チャンクとから構成された音楽コンテンツを記録した記録媒体
から、前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前記複数のコ
ンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報とを読み出す読み出し手段と、
　前記読み出した前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前
記複数のコンテンツ素材チャンク内の各コンテンツ素材識別情報とを比較する比較手段と
、
　前記比較手段により前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報が前記
セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれかと一致すると判
断された場合に、前記音楽コンテンツのうち当該コンテンツ素材識別情報を含むコンテン
ツ素材チャンクの利用を許可する一方、前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素
材識別情報が前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれ
にも一致しないと判断された場合に、前記音楽コンテンツのうち当該コンテンツ素材識別
情報を含むコンテンツ素材チャンクの利用を禁止するコンテンツ利用手段と
を有する音楽コンテンツ利用装置。
【請求項２】
それぞれが対応するコンテンツ素材チャンクを識別するためのコンテンツ素材識別情報を
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複数含むセキュリティ情報チャンクとそれぞれが固有のコンテンツ素材識別情報が付与さ
れた複数のコンテンツ素材チャンクとから構成された音楽コンテンツを記録した記録媒体
から、前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前記複数のコ
ンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報とを読み出す読み出し手段と、
　前記読み出した前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前
記複数のコンテンツ素材チャンク内の各コンテンツ素材識別情報とを比較する比較手段と
、
　前記比較手段により全ての前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報
が前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれかと一致す
ると判断された場合に、前記音楽コンテンツの利用を許可する一方、前記各コンテンツ素
材チャンク内のコンテンツ素材識別情報のうちいずれかが前記セキュリティ情報チャンク
内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれにも一致しないと判断された場合に、前記音
楽コンテンツの利用を禁止するコンテンツ利用手段と
を有する音楽コンテンツ利用装置。
【請求項３】
前記セキュリティ情報チャンクは、さらに、前記音楽コンテンツの利用形態を規定するセ
キュリティ規定情報を含み、
　前記コンテンツ利用手段は、前記セキュリティ規定情報に従い前記音楽コンテンツの利
用を許可する請求項１又は２記載の音楽コンテンツ利用装置。
【請求項４】
前記セキュリティ情報チャンクと前記コンテンツ素材チャンクは暗号化されている請求項
１～３のいずれか１項に記載の音楽コンテンツ利用装置。
【請求項５】
それぞれが対応するコンテンツ素材チャンクを識別するためのコンテンツ素材識別情報を
複数含むセキュリティ情報チャンクとそれぞれが固有のコンテンツ素材識別情報が付与さ
れた複数のコンテンツ素材チャンクとから構成された音楽コンテンツを記録した記録媒体
から、前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前記複数のコ
ンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報とを読み出す読み出し手順と、
　前記読み出した前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前
記複数のコンテンツ素材チャンク内の各コンテンツ素材識別情報とを比較する比較手順と
、
　前記比較手順により前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報が前記
セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれかと一致すると判
断された場合に、前記音楽コンテンツのうち当該コンテンツ素材識別情報を含むコンテン
ツ素材チャンクの利用を許可する一方、前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素
材識別情報が前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれ
にも一致しないと判断された場合に、前記音楽コンテンツのうち当該コンテンツ素材識別
情報を含むコンテンツ素材チャンクの利用を禁止するコンテンツ利用手順と
を有する音楽コンテンツ利用処理をコンピュータで実行するためのプログラム。
【請求項６】
それぞれが対応するコンテンツ素材チャンクを識別するためのコンテンツ素材識別情報を
複数含むセキュリティ情報チャンクとそれぞれが固有のコンテンツ素材識別情報が付与さ
れた複数のコンテンツ素材チャンクとから構成された音楽コンテンツを記録した記録媒体
から、前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前記複数のコ
ンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報とを読み出す読み出し手順と、
　前記読み出した前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前
記複数のコンテンツ素材チャンク内の各コンテンツ素材識別情報とを比較する比較手順と
、
　前記比較手順により全ての前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報
が前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれかと一致す
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ると判断された場合に、前記音楽コンテンツの利用を許可する一方、前記各コンテンツ素
材チャンク内のコンテンツ素材識別情報のうちいずれかが前記セキュリティ情報チャンク
内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれにも一致しないと判断された場合に、前記音
楽コンテンツの利用を禁止するコンテンツ利用手順と
を有する音楽コンテンツ利用処理をコンピュータで実行するためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツデータ記録媒体及び音楽コンテンツ利用装置に関し、より詳しく
は、不正利用を防止することの出来るコンテンツデータ記録媒体及び該コンテンツデータ
記憶媒体に記憶される音楽コンテンツの不正利用を防止できる音楽コンテンツ利用装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、音楽コンテンツの著作権保護のために、正規に入手した音楽コンテンツ以外は利
用できないようにする試みが各種提案されている。例えば、音楽コンテンツ利用を許諾す
る複数の電子音楽装置を表す利用許諾ＩＤを音楽コンテンツに埋め込んでおくことにより
、音楽コンテンツの違法利用を防止する技術がある（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２７１７６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、音楽コンテンツのヘッダチャンクに該音楽コンテンツの不正利用防止のための
情報を含ませることがある。この時、正規に入手した他の音楽コンテンツのヘッダチャン
ク部分を該他の音楽コンテンツから取得し、その取得したヘッダチャンク部分と、不正利
用しようとする音楽コンテンツの実体データ部分を結合する、すなわちデータを改ざんす
ることが考えられる。従来の、不正利用防止法では、このようなデータの改ざんが行われ
ると不正入手した音楽コンテンツの利用が可能になってしまう恐れがある。
【０００６】
　本発明の目的は、音楽コンテンツの不正利用を防止することの出来る音楽コンテンツ利
用装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一観点によれば、音楽コンテンツ利用装置は、それぞれが対応するコンテンツ
素材チャンクを識別するためのコンテンツ素材識別情報を複数含むセキュリティ情報チャ
ンクとそれぞれが固有のコンテンツ素材識別情報が付与された複数のコンテンツ素材チャ
ンクとから構成された音楽コンテンツを記録した記録媒体から、前記セキュリティ情報チ
ャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前記複数のコンテンツ素材チャンク内のコン
テンツ素材識別情報とを読み出す読み出し手段と、前記読み出した前記セキュリティ情報
チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前記複数のコンテンツ素材チャンク内の各
コンテンツ素材識別情報とを比較する比較手段と、前記比較手段により前記各コンテンツ
素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報が前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコ
ンテンツ素材識別情報のいずれかと一致すると判断された場合に、前記音楽コンテンツの
うち当該コンテンツ素材識別情報を含むコンテンツ素材チャンクの利用を許可する一方、
前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報が前記セキュリティ情報チャ
ンク内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれにも一致しないと判断された場合に、前
記音楽コンテンツのうち当該コンテンツ素材識別情報を含むコンテンツ素材チャンクの利
用を禁止するコンテンツ利用手段とを有する。
【０００８】
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　さらに、本発明の他の観点によれば、音楽コンテンツ利用装置は、それぞれが対応する
コンテンツ素材チャンクを識別するためのコンテンツ素材識別情報を複数含むセキュリテ
ィ情報チャンクとそれぞれが固有のコンテンツ素材識別情報が付与された複数のコンテン
ツ素材チャンクとから構成された音楽コンテンツを記録した記録媒体から、前記セキュリ
ティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前記複数のコンテンツ素材チャン
ク内のコンテンツ素材識別情報とを読み出す読み出し手段と、前記読み出した前記セキュ
リティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識別情報と前記複数のコンテンツ素材チャ
ンク内の各コンテンツ素材識別情報とを比較する比較手段と、前記比較手段により全ての
前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素材識別情報が前記セキュリティ情報チャ
ンク内の複数のコンテンツ素材識別情報のいずれかと一致すると判断された場合に、前記
音楽コンテンツの利用を許可する一方、前記各コンテンツ素材チャンク内のコンテンツ素
材識別情報のうちいずれかが前記セキュリティ情報チャンク内の複数のコンテンツ素材識
別情報のいずれにも一致しないと判断された場合に、前記音楽コンテンツの利用を禁止す
るコンテンツ利用手段とを有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、音楽コンテンツの不正利用を防止することの出来る音楽コンテンツ利
用装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
【実施例】
【００１２】
　図１は、本発明の実施例による音楽コンテンツ利用装置１のハードウェア構成を示すブ
ロック図である。
【００１３】
　音楽コンテンツ利用装置１はバス６、ＲＡＭ７、ＲＯＭ８、ＣＰＵ９、タイマ１０、検
出回路１１、パネル操作子１２、演奏操作子２２、表示回路１３、ディスプレイ１４、外
部記憶装置１５、ＭＩＤＩインターフェイス１６、音源回路１８、効果回路１９、サウン
ドシステム２０、通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ）２１を含んで構成される。
【００１４】
　バス６には、ＲＡＭ７、ＲＯＭ８、ＣＰＵ９、外部記憶装置１５、検出回路１１、表示
回路１３、ＭＩＤＩインターフェイス１６、音源回路１８、効果回路１９、通信インター
フェイス（Ｉ／Ｆ）２１が接続される。
【００１５】
　ＲＡＭ７は、バッファ領域、フラグ、レジスタ、各種パラメータ等を記憶するＣＰＵ９
のワーキングエリアを有する。
【００１６】
　ＲＯＭ８には、各種パラメータ及び制御プログラム、又は本実施例を実現するためのプ
ログラム等を記憶することができる。この場合、プログラム等を重ねて、外部記憶装置１
５に記憶する必要は無い。また、ＲＯＭ８には、第１暗号鍵ＥＫ１（図２）として用いら
れる各音楽コンテンツ利用装置毎に固有の装置固有鍵（装置識別情報）を記録している。
【００１７】
　ＣＰＵ９は、ＲＯＭ８又は、外部記憶装置１５に記憶されている制御プログラム等に従
い、演算又は制御を行う。タイマ１０は、ＣＰＵ９に接続されており、基本クロック信号
、割り込み処理タイミング等をＣＰＵ９に供給する。
【００１８】
　ユーザは、検出回路１１に接続されるパネル操作子１２を用いて、各種入力及び設定を
することができる。パネル操作子１２は、例えば、スイッチ、パッド、フェーダ、スライ
ダ、文字入力用キーボード、マウス、ロータリーエンコーダ、ジョイスティック、ジョグ
シャトル等、ユーザの入力に応じた信号を出力できるものならどのようなものでもよい。
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また、パネル操作子１２は、マウス等の他の操作子を用いて操作するディスプレイ１４上
に表示されるソフトスイッチ等でもよい。
【００１９】
　演奏操作子２２は、検出回路１１に接続され、ユーザの演奏動作に従い、演奏情報を供
給する。演奏操作子２２として、演奏用の鍵盤、パッド等を用いることができる。なお、
演奏操作子２２はこれらに限らず、ユーザが演奏情報を入力できるものであればどのよう
なものでもよい。
【００２０】
　表示回路１３は、ディスプレイ１４に接続され、各種情報をディスプレイ１４に表示す
ることができる。ディスプレイ１４は、各種パラメータを表示するほかに、音楽コンテン
ツに含まれる楽譜等を表示することができる。ユーザは、このディスプレイ１４に表示さ
れる情報を参照して、各種入力及び設定を行うとともに、各種演奏ガイド、楽譜等を参照
して演奏操作を行う。また、ディスプレイ１４は、外部の表示装置を接続することにより
構成してもよい。
【００２１】
　外部記憶装置１５は、外部記憶装置用のインターフェイスを含み、そのインターフェイ
スを介してバス６に接続される。外部記憶装置１５は、後述する図２に示す音楽コンテン
ツＣＤを記憶することが出来る。また、外部記憶装置１５は、第１暗号鍵ＥＫ１（図２）
として用いられる各外部記憶装置毎に固有のメディア固有鍵（記録媒体識別情報）を記録
している。なお、メディア固有鍵は、書き換え不能な形式で記録されている。また、装置
固有鍵とメディア固有鍵は、いずれかがＲＯＭ８又は外部記憶装置１５に記憶されていれ
ばよい。
【００２２】
　外部記憶装置１５は、例えばフレキシブルディスク又はフロッピー（登録商標）ディス
クドライブ（ＦＤＤ）、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、光磁気ディスク（ＭＯ）ド
ライブ、ＣＤ－ＲＯＭ（コンパクトディスク－リードオンリィメモリ）ドライブ、ＤＶＤ
（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ Ｄｉｓｃ）ドライブ、半導体メモリ等である。
【００２３】
　外部記憶装置１５として、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）が接続されている場合に
は、制御プログラム又は本実施例を実現するためのプログラム等は、外部記憶装置１５内
のハードディスク（ＨＤＤ）に記憶させることもできる。ハードディスクからＲＡＭ７に
制御プログラム等を読み出すことにより、ＲＯＭ８に制御プログラム等を記憶させている
場合と同様の動作をＣＰＵ９にさせることができる。このようにすると、制御プログラム
等の追加やバージョンアップ等が容易に行える。
【００２４】
　また、ハードディスクドライブに加えて、ＣＤ－ＲＯＭドライブが接続されている場合
には、制御プログラム又は本実施例を実現するためのプログラム等をＣＤ－ＲＯＭに記憶
させることもできる。ＣＤ－ＲＯＭからハードディスクに制御プログラムや本実施例を実
現するためのプログラム等をコピーすることができる。制御プログラム等の新規インスト
ールやバージョンアップを容易に行うことができる。
【００２５】
　ＭＩＤＩインターフェイス（ＭＩＤＩ　Ｉ／Ｆ）１６は、ＭＩＤＩ機器１７、その他の
楽器、音響機器、コンピュータ等に接続できるものであり、少なくともＭＩＤＩ信号を送
受信できるものである。ＭＩＤＩインターフェイス１６は、専用のＭＩＤＩインターフェ
イスに限らず、ＲＳ－２３２Ｃ、ＵＳＢ（ユニバーサル・シリアル・バス）、ＩＥＥＥ１
３９４（アイトリプルイー１３９４）等の汎用のインターフェイスを用いて構成してもよ
い。この場合、ＭＩＤＩメッセージ以外のデータをも同時に送受信するようにしてもよい
。
【００２６】
　ＭＩＤＩ機器１７は、ＭＩＤＩインターフェイス１６に接続される音響機器及び楽器等
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である。ＭＩＤＩ機器１７の形態は鍵盤楽器に限らず、弦楽器タイプ、管楽器タイプ、打
楽器タイプ等の形態でもよい。また、音源装置、自動演奏装置等を１つの電子楽器本体に
内蔵したものに限らず、それぞれが別体の装置であり、ＭＩＤＩや各種ネットワーク等の
通信方法用いて各装置を接続するものであってもよい。
【００２７】
　音源回路１８は、外部記憶装置１５、ＲＯＭ８又はＲＡＭ７等に記録された音楽コンテ
ンツ若しくは演奏操作子２２又はＭＩＤＩインターフェイス１６に接続されたＭＩＤＩ機
器１７等から供給される演奏信号、ＭＩＤＩ信号等に応じて楽音信号を生成し、効果回路
１９を介して、サウンドシステム２０に供給する。
【００２８】
　効果回路１９は、音源回路１８から供給される楽音信号に対して、各種音楽的効果を付
与する。
【００２９】
　サウンドシステム２０は、Ｄ／Ａ変換器及びスピーカを含み、供給されるデジタル形式
の楽音信号をアナログ形式に変換し、発音する。
【００３０】
　なお、音源回路１８は、波形メモリ方式、ＦＭ方式、物理モデル方式、高調波合成方式
、フォルマント合成方式、ＶＣＯ（Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｏｓｃｉｌ
ｌａｔｏｒ）＋ＶＣＦ（Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｆｉｌｔｅｒ）＋ＶＣ
Ａ（Ｖｏｌｔａｇｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）のアナログシンセサ
イザ方式、アナログシミュレーション方式等、どのような方式であってもよい。
【００３１】
　また、音源回路１８は、専用のハードウェアを用いて構成するものに限らず、ＤＳＰ（
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）＋マイクロプログラムを用いて構
成してもよいし、ＣＰＵ＋ソフトウェアのプログラムで構成するようにしてもよいし、サ
ウンドカードのようなものでもよい。
【００３２】
　さらに、１つの音源回路を時分割で使用することにより複数の発音チャンネルを形成す
るようにしてもよいし、複数の音源回路を用い、１つの発音チャンネルにつき１つの音源
回路で複数の発音チャンネルを構成するようにしてもよい。　
【００３３】
　通信インターフェイス２１は、ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）やインターネッ
ト、電話回線等の通信ネットワーク３に接続可能であり、該通信ネットワーク３を介して
、サーバ５と相互に接続可能である。
【００３４】
　なお、通信インターフェイス２１及び通信ネットワーク３は、有線のものに限らず無線
でもよい。また双方を備えていてもよい。また、通信インターフェイス２１は、内蔵のも
のでも良いし、ＰＣカード等の着脱可能なものでも良い。
【００３５】
　図２は、本実施例による音楽コンテンツＣＤを記録した記録媒体（外部記憶装置）１５
のフォーマットを表す概念図である。
【００３６】
　記録媒体１５は、音楽コンテンツ利用装置１（図１）で読み取り可能な、例えば、第１
暗号鍵ＥＫ１として用いられるメディア識別情報を記録した半導体メモリである。なお、
音楽コンテンツ利用装置１が、装置識別情報を保持している場合は、該装置識別情報を第
１暗号鍵ＥＫ１として用いることが出来るので、この記録媒体１５には、メディア識別情
報を記録していなくともよい。
【００３７】
　音楽コンテンツＣＤは、音楽に関する情報を含むデータであり、ヘッダチャンクＨＣ、
暗号情報チャンクＥＣ、セキュリティ情報チャンクＳＣ、コンテンツ素材チャンクＣＣを
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含んで構成される。なお、暗号情報チャンクＥＣ、セキュリティ情報チャンクＳＣ、コン
テンツ素材チャンクＣＣは、それぞれ、暗号化されていないチャンク名及びチャンク長さ
（データ長）及び暗号化データで構成されている。
【００３８】
　ヘッダチャンクＨＣは、音楽コンテンツＣＤのヘッダ情報として、各種初期設定情報等
を含み、暗号化されていない平文で記憶されている。
【００３９】
　暗号情報チャンクＥＣの暗号化情報は、第１暗号鍵ＥＫ１で暗号化された情報である。
暗号情報チャンクＥＣの暗号化情報には、他のチャンクの暗号に関する情報が記述されて
いる。例えば、暗号情報チャンクＥＣの暗号化情報には、セキュリティ情報チャンクＳＣ
の暗号化情報を復号化するための第２暗号鍵ＥＫ２、コンテンツ素材ＡチャンクＣＣの暗
号化情報を復号化するための第３暗号鍵ＥＫ３、及びコンテンツ素材ＢチャンクＣＣの暗
号化情報を復号化するための第３暗号鍵ＥＫ３が記録されている。
【００４０】
　セキュリティ情報チャンクＳＣの暗号化情報は、各コンテンツ素材チャンクＣＣを利用
するときのセキュリティ規定ＳＲが記述されている。例えば、コンテンツ素材Ａチャンク
ＣＣに対応するセキュリティ規定ＡＳＲに、「再生可（楽音再生、楽譜表示）、保存不可
、印刷可」と規定されている場合は、コンテンツ素材ＡチャンクＣＣの利用は、楽音の再
生又は楽譜の表示、印刷が可能であるが、他の記録媒体への保存は禁止される。
【００４１】
　また、セキュリティ情報チャンクＳＣの暗号化情報は、各コンテンツ素材チャンクＣＣ
の識別情報であるコンテンツ素材識別情報ＣＩＤが含まれる。
【００４２】
　各コンテンツ素材チャンクＣＣの暗号化情報は、音楽コンテンツＣＤの実体データを記
録する。ここで実体データとは、例えば、ＭＩＤＩ演奏データ、論理楽譜データ、オーデ
ィオデータ等の再生して利用可能なデータである。各コンテンツ素材チャンクＣＣの暗号
化情報は、さらに、セキュリティ情報チャンクＳＣの暗号化情報に含まれるコンテンツ素
材識別情報ＣＩＤと一致するコンテンツ素材識別情報ＣＩＤを記録する。コンテンツ素材
識別情報ＣＩＤの各コンテンツ素材チャンクＣＣの暗号化情報内への埋め込みは、例えば
、ＭＩＤＩデータ等におけるイベントとして、各チャンクＣＣ内部に単独のデータとして
埋め込まれてもよいし、電子透かしとして埋め込まれるようにしてもよい。
【００４３】
　なお、セキュリティ情報チャンクＳＣ及び各コンテンツ素材チャンクＣＣの暗号化情報
内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤは、不特定のアドレスに記録されるので、読み出し時
には、検索することが必要である。
【００４４】
　また、各コンテンツ素材チャンクＣＣの暗号化情報は、それぞれ他のコンテンツ素材チ
ャンクＣＣの暗号化情報と異なる第３暗号鍵ＥＫ３で暗号化されるようにしてもよいし、
同一の鍵で暗号化されるものでもよい。また、各チャンクで暗号方式が共通で暗号鍵が異
なるものに限らず、各チャンクで暗号方式自体も異なるようにしてもよい。
【００４５】
　また、図２では、音楽コンテンツＣＤ内に複数のコンテンツ素材チャンクＣＣが含まれ
ているが、少なくとも一つのコンテンツ素材チャンクＣＣが含まれていればよく、その数
に制限はない。
【００４６】
　本実施例では、音楽コンテンツ利用装置１は、まず、第１暗号鍵ＥＫ１で、暗号情報チ
ャンクＥＣの暗号化情報を復号化し、第２暗号鍵ＥＫ２及び第３暗号鍵ＥＫ３を取得する
。次に、第２暗号鍵でセキュリティ情報チャンクＳＣの暗号化情報を復号化し、コンテン
ツ素材チャンクのセキュリティ規定ＳＲを取得するとともに、コンテンツ素材識別情報Ｃ
ＩＤを該復号化した情報の中から検出する。また、第３暗号鍵ＥＫ３で、各コンテンツ素
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材チャンクＣＣの暗号化情報を復号化し、コンテンツ素材識別情報ＣＩＤを該復号化した
情報の中から検出する。その後、セキュリティ情報チャンクＳＣ及び各コンテンツ素材チ
ャンクＣＣの暗号化情報内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤを比較し、一致する場合は、
音楽コンテンツＣＤ（各コンテンツ素材チャンクＣＣ内の実体データ）の利用を、セキュ
リティ規定ＳＲに従い許可する。
【００４７】
　なお、本実施例では、各コンテンツ素材チャンクＣＣ内のコンテンツ素材識別情報ＣＩ
Ｄ毎にセキュリティ情報チャンクＳＣ内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤと比較するので
、例えば、コンテンツ素材ＡチャンクＣＣのみの利用を許可し、その他のコンテンツ素材
チャンクの利用を不可にする場合もある。このようにすることで、一部のコンテンツ素材
チャンクＣＣを他の音楽データのものと入れ替えたとしても、該入れ替えたコンテンツ素
材チャンク内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤとセキュリティ情報チャンクＳＣ内のコン
テンツ素材識別情報ＣＩＤとが一致しなければ、該コンテンツ素材チャンク内のデータを
利用することは出来ない。
【００４８】
　図３は、本発明の実施例による音楽コンテンツ利用処理を表すフローチャートである。
なお、以下の処理では、復号化された情報は、ＲＡＭ７（図１）等に用意されるバッファ
領域に一時的に記憶される。
【００４９】
　ステップＳＡ１で、音楽コンテンツ利用処理を開始し、ステップＳＡ２で記録媒体１５
のメディア識別情報又は音楽コンテンツ処理装置１の装置識別情報を第１暗号鍵ＥＫ１と
し、音楽コンテンツＣＤを読み出して、該第１暗号鍵ＥＫ１を用いて読み出した音楽コン
テンツＣＤ内の暗号情報チャンクＥＣの暗号化情報を復号化する。
【００５０】
　ステップＳＡ３では、ステップＳＡ２で復号化した暗号情報チャンクＥＣの暗号化情報
内の第２暗号鍵で、音楽コンテンツＣＤ内のセキュリティ情報チャンクＳＣの暗号化情報
を復号化する。
【００５１】
　ステップＳＡ４では、ステップＳＡ２で復号化した暗号情報チャンクＥＣの暗号化情報
内の第３暗号鍵で、音楽コンテンツＣＤ内のコンテンツ素材チャンクＣＣの暗号化情報を
復号化する。音楽コンテンツＣＤ内に複数のコンテンツ素材チャンクＣＣがある場合は、
すべてのコンテンツ素材チャンクについてステップＳＡ４の処理を繰り返す。
【００５２】
　ステップＳＡ５では、ステップＳＡ３で復号化したセキュリティ情報チャンクＳＣの暗
号化情報内のコンテンツ素材識別情報（コンテンツ素材ＩＤ）ＣＩＤを検索する。
【００５３】
　ステップＳＡ６では、ステップＳＡ４で復号化したコンテンツ素材チャンクＣＣの暗号
化情報内のコンテンツ素材識別情報（コンテンツ素材ＩＤ）ＣＩＤを検索する。
【００５４】
　ステップＳＡ７では、ステップＳＡ５で検出したセキュリティ情報チャンクＳＣの暗号
化情報内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤと、ステップＳＡ６で検出したコンテンツ素材
チャンクＣＣの暗号化情報内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤとを比較する。なお、コン
テンツ素材チャンクＣＣが複数存在する場合は、その一つ一つについてコンテンツ素材識
別情報ＣＩＤの比較を行う。
【００５５】
　スッテプＳＡ８では、ステップＳＡ７での比較において、ステップＳＡ５で検出したセ
キュリティ情報チャンクＳＣの暗号化情報内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤと、ステッ
プＳＡ６で検出したコンテンツ素材チャンクＣＣの暗号化情報内のコンテンツ素材識別情
報ＣＩＤとが一致したか否かを判断する。双方のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤが一致し
た場合は、ＹＥＳの矢印で示すステップＳＡ９に進み、一致しない場合は、ＮＯの矢印で
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示すステップＳＡ１０に進む。
【００５６】
　なお、ステップＳＡ６でコンテンツ素材チャンクＣＣの暗号化情報内のコンテンツ素材
識別情報ＣＩＤを検出できなかった場合、すなわち、コンテンツ素材チャンクＣＣがコン
テンツ素材識別情報ＣＩＤを含まない場合は、不一致とみなす。
【００５７】
　また、同様に、セキュリティ情報チャンクＳＣの暗号化情報内に、ステップＳＡ６で検
出したコンテンツ素材チャンクＣＣの暗号化情報内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤに対
応するコンテンツ素材識別情報ＣＩＤが存在しない場合も不一致とみなす。
【００５８】
　ステップＳＡ１０では、ステップＳＡ８で一致しないと判断したコンテンツ素材チャン
クＣＣの利用を不可にする。コンテンツ素材チャンクＣＣの利用の可否は、個々のコンテ
ンツ素材チャンクＣＣごとに行われるので、ここで利用不可にするコンテンツ素材チャン
クＣＣは、ステップＳＡ５で検出したセキュリティ情報チャンクＳＣの暗号化情報内のコ
ンテンツ素材識別情報ＣＩＤと、ステップＳＡ６で検出したコンテンツ素材チャンクＣＣ
の暗号化情報内のコンテンツ素材識別情報ＣＩＤとが一致しなかったコンテンツ素材チャ
ンクＣＣのみである。なお、複数のコンテンツ素材チャンクの内一つでも一致しないもの
がある場合に、音楽コンテンツＣＤが改ざんされたものとして、すべてのコンテンツ素材
チャンクＣＣの利用を不可にしてもよい。
【００５９】
　ステップＳＡ１１では、復号した暗号化情報の再暗号化もしくは、復号した暗号化情報
の削除を行い、ステップＳＡ１２で音楽コンテンツ利用処理を終了する。
【００６０】
　以上、本発明の実施例によれば、音楽コンテンツは、セキュリティ情報チャンクとコン
テンツ素材チャンクを含み、セキュリティ情報チャンク内とコンテンツ素材チャンク内に
コンテンツ素材識別情報を含む。両チャンクからコンテンツ素材識別情報を読み出して一
致した場合に、音楽コンテンツを利用可能とする。これにより、正規に入手したセキュリ
ティ情報チャンクと不正に入手したコンテンツ素材チャンクとを結合するように改ざんし
たとしても、コンテンツ素材識別情報が一致しないため、利用することができず、著作権
保護が可能となる。
【００６１】
　また、前記セキュリティ情報チャンクは、コンテンツ素材の利用形態を規定した情報を
含み、ここで規定された利用形態での利用を可能とする。このため、コンテンツ素材識別
情報が一致した場合は、規定された利用形態でのコンテンツ利用が可能となる。
【００６２】
　さらに、前記セキュリティ情報チャンクとコンテンツ素材チャンクは、暗号化されてい
る。このため、各チャンクの内容を解読してコンテンツ素材識別情報を改ざんして、両コ
ンテンツ素材識別情報を一致させることは困難である。
【００６３】
　なお、本実施例は、本実施例に対応するコンピュータプログラム等をインストールした
汎用のコンピュータ等によって、実施させるようにしてもよい。
【００６４】
　その場合には、本実施例に対応するコンピュータプログラム等を、ＣＤ－ＲＯＭやフロ
ッピーディスク等の、コンピュータが読み込むことが出来る記憶媒体に記憶させた状態で
、ユーザに提供してもよい。
【００６５】
　以上実施例に沿って本発明を説明したが、本発明はこれらに制限されるものではない。
例えば、種々の変更、改良、組み合わせ等が可能なことは当業者に自明であろう。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
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【図１】本発明の実施例による音楽コンテンツ利用装置１のハードウェア構成を示すブロ
ック図である。
【図２】本実施例による音楽コンテンツＣＤを記録した記録媒体（外部記憶装置）１５の
フォーマットを表す概念図である。
【図３】本発明の実施例による音楽コンテンツ利用処理を表すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６７】
１…音楽コンテンツ利用装置、３…通信ネットワーク、５…サーバ、６…バス、７…ＲＡ
Ｍ、８…ＲＯＭ、９…ＣＰＵ、１０…タイマ、１１…検出回路、１２…設定操作子、１３
…表示回路、１４…ディスプレイ、１５…外部記憶装置、１６…ＭＩＤＩ　Ｉ／Ｆ、１７
…ＭＩＤＩ機器、１８…音源回路、１９…効果回路、２０…サウンドシステム、２１…通
信Ｉ／Ｆ、２２…演奏操作子

【図１】
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【図２】
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【図３】
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