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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個人に関連する１グループの複数の装置を有する個人ドメイン内の装置でメディアコン
テンツを受信するステップと、
　前記装置において、前記コンテンツからコンテンツ識別子を抽出するステップと、
　前記装置から、前記個人ドメインの個人ドメイン識別子および前記コンテンツ識別子を
データベースに送信して、前記データベースから、前記コンテンツ識別子、前記個人ドメ
イン識別子、ならびに前記コンテンツ識別子および前記個人ドメイン識別子に関連付けて
該データベースに格納された権利に基づいて、前記個人ドメインが前記個人ドメイン内の
前記装置において前記メディアコンテンツをレンダリングする権利を持つかどうかを決定
するステップであって、前記個人ドメイン識別子は、前記１グループの複数の装置を示し
、前記権利は、前記メディアコンテンツを前記個人ドメイン内の複数の装置でレンダリン
グすることができるか否かを示す、該ステップと、
　前記データベースにおける前記権利に基づき前記個人ドメインが前記メディアコンテン
ツをレンダリングする権利を持つかどうかに応じて、著作権告知を提示するステップであ
って、前記個人ドメインが前記メディアコンテンツをレンダリングする権利をもたない場
合に前記メディアコンテンツが著作権により保護されていることを示す著作権告示を前記
個人ドメイン内の前記装置が表示し、そして、前記個人ドメイン内の前記装置が、該装置
でのユーザ選択を介して前記メディアコンテンツをライセンス契約するか又は購入する選
択肢を提示し、前記個人ドメインが前記メディアコンテンツをレンダリングする権利を有
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する場合に前記個人ドメイン内の前記装置は前記メディアコンテンツをレンダリングし前
記著作権告示を表示しない、該ステップと、
を含む、メディアコンテンツを管理する方法。
【請求項２】
　前記個人ドメイン識別子が前記個人ドメイン内の装置の装置ＩＤと一致する、請求項１
に記載の方法。
【請求項３】
　１つまたは複数のユーザ選択可能な選択肢を前記個人ドメイン内の前記装置のディスプ
レイに提示するために提供することを含み、前記１つまたは複数の選択肢は、前記メディ
アコンテンツを購入する選択肢を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　１つまたは複数のユーザ選択可能な選択肢を前記個人ドメイン内の前記装置のディスプ
レイに提示するために提供することを含み、前記１つまたは複数の選択肢は、前記個人ド
メインが前記メディアコンテンツを再生する前記権利を持たない場合、前記メディアコン
テンツを再生する選択肢を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　１つまたは複数のユーザ選択可能な選択肢を前記個人ドメイン内の前記装置のディスプ
レイに提示するために提供することを含み、前記１つまたは複数の選択肢は、前記メディ
アコンテンツに関するさらなる情報を得る選択肢を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記個人ドメイン識別子は、新たな装置が前記個人ドメインに追加されるときに変更さ
れる、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記個人ドメイン識別子は、新たな装置が前記個人ドメインに追加されるときに、複数
の装置の各装置識別子のハッシュに基づいて再計算される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記データベースは前記個人ドメインから遠隔ネットワークに配置される、請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　前記個人ドメイン内の装置のユーザによって使用されるコンテンツに対応するメタデー
タを有するメタデータデータベースが前記遠隔ネットワークから転送され、前記ユーザの
前記個人ドメイン内に格納され、該個人ドメイン内の複数の装置が該個人ドメインを介し
て前記メタデータデータベースにアクセスし前記メタデータを得る、請求項８に記載の方
法。
【請求項１０】
　前記個人ドメイン識別子は、個人ドメイン内の装置の２つ以上の異なる装置識別子に関
連付けられる単一の識別子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記個人ドメイン識別子は装置識別子を含み、データベースは異なる装置の２つ以上の
異なる装置識別子を、前記異なる装置を含む単一の個人ドメインに関連付けるために使用
される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記個人ドメインは、個人ドメイン内の異なる装置間の物理的接続または距離に基づい
て定義される、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願データ】
【０００１】
　本願は、２００３年３月５日に出願した米国特許出願第６０／４５２，６２０号の優先
権を主張し、それを参照によってここに組み込む。
【技術分野】
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【０００２】
　本発明は、マルチメディアコンテンツの識別、メタデータの管理、権利の管理、および
マルチメディアコンテンツのデジタル配信に関する。
【背景および概要】
【０００３】
　デジタルコンテンツの著作権侵害は、コンテンツ（つまりエンタテイメント）産業にと
って大きい問題である。解決策は、コンテンツ所有者、消費者電子機器、および情報技術
会社の利益のバランスであるばかりでなく、消費者の使い易いコンテンツと共に、現行の
ＣＤ、ＤＶＤ、ＶＨＳ、およびフリーファイルシェアリングからの切替の利点をもたらす
ものでもなければならない。
【０００４】
　このバランスをもたらそうとした、多数の提案されたシステムが存在する。これらのシ
ステムの中には、埋め込みデータ、および特にデジタルウォータマークを使用して、著作
権告知通信、関連メタデータへの持続的リンク、権利の管理、および電子商取引の機会、
取引の追跡、ならびに記録および再生の制御をはじめとする、多数の機能を提供するもの
が含まれる。幾つかの例が、次の米国特許出願および特許、つまり第６０／１３４，７８
２号、第６，５２２，７６９号、第６，４４２，２８５号、第６，５０５，１６０号、第
０９／６３６，１０２号、第１０／１１８，４６８号（米国特許公開第２００２０１８８
８４１－Ａ１号として公開）、第１０／１２６，９２１号（米国特許公開第２００２０１
８６８４４号として公開）に記載されており、それらをここに参照によって組み込む。
【０００５】
　コンテンツおよび個人ドメイン識別子は、著作権告示および電子商取引を可能にするた
めに使用される。一実施形態では、システムは、著作物と識別されるコンテンツについて
ユーザに通知し、続行しあるいはもっとよく知って潜在的に該コンテンツを購入するかを
ユーザに決定させる。強化された実施形態では、システムは、ユーザがコンテンツを再生
（または視聴）する権利を有するかどうかを決定する。有する場合、コンテンツを再生す
る。そうでない場合、何らかの方法でコンテンツを購入または再生する選択肢がある。代
替実施形態では、コンテンツは無料とするか、購入するか、またはサンプルとすることが
でき、希望する場合、関連メタデータが購入される。コンサート日付、バンド情報等のよ
うな動的メタデータを保護することは容易である。データは変化しているため、コンテン
ツ所有者から絶えずアクセスしなければならないからである。したがって、それは通常サ
ーバに格納される。著作権告示ウィンドウを提供し、次いで販売用メタデータを提示する
システムのように、全ての実施形態は、様々な組合せで相互に作用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】著作権告示のためのシステムを示す線図である。
【図２】著作権告示のためのユーザインタフェース表示画面の一例である。
【図３】コンテンツを再生、購入、またはそれについての情報を入手する選択肢を含める
ように著作権告示を拡張したシステムを示す線図である。
【図４】メタデータ電子商取引を使用可能にするシステムを示す線図である。
【詳細な説明】
【０００７】
＜コンテンツ識別＞
　音声、映像、画像、電子ブック、およびグラフィックスのようなマルチメディアコンテ
ンツは、デジタルウォータマーキング、フィンガプリンティング、およびヘッダデータを
含め、多くの方法を介して識別することができる。
【０００８】
　デジタルウォータマークは、コンテンツ内に埋め込まれたデータである。それらは、圧
縮（例えばＭＰＥＧ）、ノイズ、およびアナログデジタル変換を含め、コンテンツの変換
に対し頑健であることが好ましい。デジタルウォータマークは、コンテンツおよび／また
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はコンテンツ所有者を識別するだけでなく、「コピー不可」、「１回コピー」、「それ以
上はコピー不可」、「コピー自由」、「再配信不可」、「休止可能」（当業界で定義され
ている通り、例えば参照によって組み込むhttp://www.cptw.ora/Assets/September％20pr
esentations/ExCCI CPTWG1.pptで入手可能な、拡張コピー制御情報に関するＭＰＡＡプレ
ゼンテーションにおけるコピー制御状態を参照されたい。）のようなコピー制御情報をも
担持することができる。
【０００９】
　別の形のコンテンツ識別はコンテンツ「フィンガプリント」であり、それは、コンテン
ツの変形を必要とせずにコンテンツの特徴から導出されるコンテンツ表現である（つまり
ロバストハッシュまたはコンテンツに基づく識別）。一般的に、フィンガプリントは、完
全なファイルまたはコンテンツ項目の一部分のどちらかから算出される値のベクトルであ
る。フィンガプリントは補助データキャリアではなく、そういうものとして当然、コピー
制御情報のような補助メッセージを担持することはできない。しかし、それは、既知のコ
ンテンツ項目から導出されたフィンガプリントデータベース内のエントリと照合すること
ができる。これらのエントリは、著作権告示情報、著作権制御情報等のような、対応する
コンテンツ項目に関する補助情報に関連付けることができる。機能、挙動、またはメタデ
ータを特定のコンテンツ項目に関連付けるために、フィンガプリントに基づくシステムは
、コンテンツ項目からフィンガプリントを算出し、それをデータベース内の対応するフィ
ンガプリントに照合させようと試み、データベースで最もよく合致するフィンガプリント
に関連付けられる機能、挙動、またはメタデータを得る。
【００１０】
　ヘッダデータもまたコンテンツを識別することができ、かつコピー制御情報等のような
他の補助データを担持することができる。それはコンテンツ項目と関連付け易く、読み易
く、かつ偶然にまたは故意に削除し易い。ヘッダデータは、ヘッダデータの全部または一
部および／またはコンテンツの全部または一部のデジタル署名を、ヘッダデータパケット
の一部として使用して認証し、コンテンツにロックすることができる。ヘッダデータを認
証してコンテンツにロックする代わりに、またはそれと共に、完全なパケットを暗号化し
てヘッダデータの表示を制限することができる。データのロッキングのさらなる詳細は、
米国特許出願第０９／４０４，２９１号に提示されており、それをここに参照によって組
み込む。
【００１１】
　デジタルウォータマークおよびフィンガプリントは、これらの技術が提供する利点を有
し、かつアナログフォーマットへの変換または非可逆デジタルビットレート圧縮（例えば
ＭＰＥＧ音声または映像圧縮）などによって偶然に除去されず、また侵害者によって攻撃
されたときなどに故意に除去することが難しい、頑健な識別をも提供する。ヘッダデータ
は効率性の利点を有し、かつここに参照によって組み込む米国特許出願第０９／４０４，
２９２号および第０９／８１０，０８０号（公開第２００１－００４４８９９－Ａ１とし
て公開）に記載されているトランスマーキング技術を使用して、圧縮しても存続すること
ができる。フィンガプリント方法は、合致するデータベースエントリを突き止めるために
、距離計算のようなより計算集約的分類を必要とするが、ウォータマークはより単純なデ
ータベース探索を必要とするので、フィンガプリントより有利である。
【００１２】
＜個人ドメイン（ＰＤ）＞
　ＰＤは、おそらく統計的に一意のＰＤ識別子（ＰＤ　ＩＤ）、または装置をリンクする
データベースを介してＰＤを表わす様々な装置ＩＤを介して、ＰＤを他のＰＤから区別す
ることのできる離散的な境界を有する、１グループの１台または複数の装置、または場所
のため本質的にリンクされた装置を表わす。それはホーム（例えば、ある地理的場所）内
の装置、一個人が所有する装置、または一グループの個人（家族の構成員のような）が所
有する装置に限定することができる。装置は記憶、レンダリング（つまり消費、再生、表
示）、収集、再配信、および処理のような、様々な機能性を持つことができる。
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【００１３】
　ＰＤ　ＩＤおよび装置ＩＤｓを表わす一意の識別子を割り当てるための１つの手法は、
ＩＤの発行を制御しかつ登録データベースにおけるＩＤの登録を維持する登録プロセスを
通して、ＩＤを発行することである。別の手法は、擬似乱数（ＰＮ）発生を使用して、統
計的に同一になる可能性の低いＩＤを作成することである。ＰＮは、消費者のホームでＰ
Ｄ　ＩＤまたは装置ＩＤとして働くＩＤを作成するために、あるいは代替的に、製造場所
で一意のＰＤまたは装置のＩＤを作成するために、発生することができる。各製造者はＰ
Ｄまたは装置のＩＤの一部となる製造ＩＤを登録して、統計的一意性を高めることができ
る。
【００１４】
ＰＤは、統計的に一意のＰＤ　ＩＤによって識別することができる。
　単一の装置ＩＤは、対応するＰＤ　ＩＤと同等とすることができる。
【００１５】
　ＰＤを作成するために、ＰＤを形成する１グループの装置に、どの装置ＩＤとも等しく
ないか、あるいはマスタまたは第一装置のＩＤと等しい別個のＰＤ　ＩＤを割り当てるこ
とができる。ＰＤを作成するために、１グループの装置ＩＤを装置の所有者がデータベー
スに登録することができる。
【００１６】
　１グループの装置は、統計的に一意のＰＤ　ＩＤを介してＰＤにリンクさせることがで
きる。データベースは、登録時に、第一装置からＰＤ　ＩＤを受け取り、該ＰＤ　ＩＤを
各々の後続装置に提供することができ、あるいはデータベースは各々の登録された装置に
ＰＤ　ＩＤを提供することができる。
【００１７】
　ＰＤ　ＩＤは、暗号化を介して全ての装置にリンクさせることができる。例えば、ＰＤ
内の装置は、安全なチャネル（例えば暗号化を使用してＰＤ　ＩＤを保護し、かつデジタ
ル署名を使用して装置を認証するチャネル）を通して、相互に通信しかつＰＤ　ＩＤを共
用することができる。必要な場合、ＰＤ内の装置は、１台または複数の他の装置から（例
えばＰＤ内の装置グループにおけるマスタ装置から）ＰＤ　ＩＤを要求し、安全なチャネ
ルを通して別の装置からＰＤ　ＩＤを受け取り、あるいは他の装置にそれを特定の場所へ
転送するように要求することができる。
【００１８】
　各装置はまた、ＰＤ　ＩＤのそれ自体のコピーを装置内の安全なメモリ場所（例えば暗
号化されたメモリ）に格納することもできる。携帯装置はＰＤ　ＩＤを局所的に格納し、
それに成り代わってＰＤ内の別の装置がＰＤ　ＩＤを特定の場所へ転送することを要求す
るための機構を持ち、あるいはＰＤ内の別の装置からＰＤ　ＩＤを要求するための機構を
持つ。
【００１９】
　ＰＤ　ＩＤは、新しい装置がＰＤに追加されるたびに変更することができる。例えばＰ
Ｄ　ＩＤは、新しい装置が追加されるたびに、各装置ＩＤのハッシュとして、擬似乱数発
生器の機能として再計算し、あるいは部分的に装置ＩＤおよび擬似乱数発生器から導出す
ることができる。
【００２０】
　代替的に、装置が追加されるときに、グループ内の既存の装置のＰＤ　ＩＤを各々の新
しい装置に伝搬することができる。１つの方式では、ＰＤ内の第一装置はその装置ＩＤを
ＰＤ　ＩＤとして使用し、新しい装置が追加されるたびに、このＰＤ　ＩＤはＰＤ内の既
存の装置から繰り上げられる。
【００２１】
ＰＤは幾つかの装置ＩＤ（ＰＤ　ＩＤとも標記される）により識別することができる。
　１グループの装置は、データベースを介してＰＤにリンクすることができる。ここで装
置は１つのグループ、１人の個人、または１つの住所等にリンクされ、したがってＰＤが
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作成される。このデータベースは、複数のグループ、個人、住所等に属する装置ＩＤにつ
いて検査し、１つの装置が１つまたは２つのＰＤに属することができるように、その数を
制限することができる。このシステムが一意のＰＤ　ＩＤをその装置グループに割り当て
ない場合、システムは、全ての装置をユーザにリンクしたデータベースに接続して、装置
が相応ＰＤの一部であるかどうかを決定しなければならない。このシステムはまた、様々
なＰＤを持つ一家族の構成員のような数人に１つの装置を登録することも可能である。例
えば、これは、両親または十代の子供がアダルトコンテンツのドメインを希望する場合に
有益になり得る。装置ＩＤが登録されるたびに、登録データベースで装置ＩＤを検査する
ことによって、装置ＩＤが幾つかのＰＤに登録されるのを停止することができる。
【００２２】
　単一のファイヤウォールまたはルータの背後の１グループの装置は、１つのＰＤに対応
することができる。この場合、コンテンツがファイヤウォールまたはルータを超えること
なく、別の装置と通信できる装置はＰＤの一部である。
【００２３】
　ＰＤはまた、ＰＤ内の装置間の物理的または論理的距離の点から定義することもできる
。距離を測定する１つの方法は、ＩＰパケットが所与のポイント（例えばＩＰアドレス）
から移動できる許容ホップ数である。ホップ数は、そのような情報を示すＩＰパケットに
格納されたデータに基づいて、または問題の装置間のホップ数を測定するテスト信号を送
信することによって、測定することができる。この場合、所与のホップ数内の装置は全て
、１つのＰＤの部分とみなされる。
【００２４】
　ＰＤはまた、ＵＳＢまたはファイヤワイヤ接続のような接続を通して、相互に物理的に
接続された装置と定義することもできる。
【００２５】
　そういうものとして、ＰＤ　ＩＤは装置ＩＤとすることができるが、ＰＤが、１つのフ
ァイヤウォールおよび／またはルータの背後で特定のホップ数内にあるような装置、また
はデータベース内でリンクされた装置によって、本質的に作成される場合、ＰＤ　ＩＤは
１グループの装置を表わす。この場合、ＰＤは幾つかのＰＤ　ＩＤを持つことができる（
ＰＤは幾つかの装置を持ち、各装置は異なる装置ＩＤを持ち、かつＰＤ　ＩＤは各装置Ｉ
Ｄであるため）。データベースは、全ての装置ＩＤ（つまりＰＤ　ＩＤｓ）を１つにリン
クするために使用することができる。
【００２６】
ＰＤについてのさらなる詳細
　ＰＤ　ＩＤを使用してコンテンツに関連付けられる挙動を制御するために、システムは
、ＰＤ　ＩＤをコンテンツに関連付ける。このＰＤ　ＩＤとコンテンツの関連付けは、コ
ンテンツ配信モデルに応じて様々な方法で実現することができる。１つの手法は、ＰＤ　
ＩＤをコンテンツ配信サービスへの特定の加入契約に関連付けることである。例えば、ユ
ーザが、そのサービスによって使用される装置（例えばコンピュータ、携帯電話、ワイヤ
レスＰＤＡ、セットップボックス等）を介してサービス（ウェブに基づくサービス、ワイ
ヤレス装置サービス、対話型プログラミングサービス等）の加入契約をする場合、加入契
約に対してＰＤ　ＩＤが設定され、加入契約サービス提供者によって管理されるＰＤ　Ｉ
Ｄデータベースに格納される。加入契約を介してユーザに送信される全てのコンテンツは
次いで、ＰＤ　ＩＤに関連付けられる。この関連付けを実現する１つの方法は、ＰＤ　Ｉ
Ｄを持つ加入者に送信されるコンテンツのコンテンツＩＤを、ＰＤ　ＩＤデータベースに
格納することである。
【００２７】
　別の手法は、ユーザがそのコンテンツＩＤによって識別されるコンテンツを購入または
ライセンス契約するときにいつでも、データベース内でＰＤ　ＩＤをコンテンツＩＤに関
連付けることである。
【００２８】
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　ＰＤ　ＩＤを変更することが許される実現では（例えばセキュリティ目的でＰＤ　ＩＤ
を変更するため、新しい装置を追加するため、など）、ＰＤ　ＩＤデータベースはそれに
応じて、大半の現行ＰＤ　ＩＤが関連コンテンツに関連付けられるように、更新される。
好ましくは、ＰＤ　ＩＤデータベースはミラーリングされ、かつ／または多数のサーバに
わたって知的に分散される。
【００２９】
　最後に、データベースを使用するシステムは、ライセンス契約または購入されたコンテ
ンツに対してだけでなく、希望するならばＰＤ　ＩＤに対しても、登録された装置をリン
クするデータベースを維持するように、信頼できる第三者に要求する。
【００３０】
＜著作権告示および電子商取引＞
　図１は、著作権のあるコンテンツをレンダリングするときに、システムが著作権告示を
提供する実施形態を示す。著作権のあるコンテンツは本質的に、ウォータマークまたはヘ
ッダデータを介して識別することができ、あるいはコンテンツＩＤを使用して、コンテン
ツに著作権があるか否かを、遠隔データベースで調べることができる。
【００３１】
　該方法は以下のステップを含む。
　１．コンテンツは作成プロセス中に識別される。
　ａ．任意選択的に、下でさらに詳述するコンテンツメタデータは、おそらくコンテンツ
所有者（図１には図示せず）によって制御されるメタデータデータベースに追加すること
ができる。 
　ｂ．任意選択的に、著作権データベース（図示）をポピュレートする。
　２．コンテンツはＰＤに入る。
　ａ．任意選択的に、局所的著作権データベースにコンテンツＩＤ（図１には図示せず）
をポピュレートする。
　３．再生するため、ＣＤまたはＤＶＤに焼き付けるため、携帯プレーヤまたは取外し可
能な媒体に転送するため、または他の対話のために、コンテンツを選択することができる
。
　４．コンテンツは著作権ウォータマークまたはヘッダデータがあるか検査され、あるい
はコンテンツＩＤは（フィンガプリント、ウォータマーク、またはヘッダデータを介して
）読み出されるか計算され、著作権データベースに照らして検査される。
　ａ．著作権ウォータマークまたはヘッダデータの存在だけで、作品が著作権物であるこ
とを本質的に示すことができ、したがって特定のメッセージまたは識別子を抽出する必要
は無い。
　ｂ．代替的に、ウォータマークまたはヘッダデータに担持され、あるいはフィンガプリ
ントから算出される識別子は、データベースを著作権情報（下でさらに詳述する）により
インデクシングするのに使用することができる。
　５．コンテンツが著作物である場合、著作権告示は自動的に提示され、ユーザがそれを
クリックすると、コンテンツがレンダリングされる。
　ａ．ユーザはより多くの情報を選択し、最終的にコンテンツを購入することができる。
　６．コンテンツが著作物でない場合、システムはユーザによって要求される通りに作動
し続ける。
【００３２】
　さらに詳しくは、著作権告示は、素材に著作権があることをユーザに知らせる。告示は
、コンピュータプログラムの一部として、コンテンツまたは著作権ウィンドウの可聴読上
げ、可視部とすることができる。告示は、購入またはレンタルしたＶＨＳまたはＤＶＤ映
画の冒頭に示される警告と同様、またはソフトウェアのクリックスルーライセンスに似た
ものとすることができる。告示ウィンドウは２つの選択肢を持つことができる。１つは、
ソフトウェアのクリックスルーライセンスの場合のような、コンテンツに関連する権利お
よび義務のユーザの同意、合意、または理解を表明するユーザ選択可能な選択肢を通して



(8) JP 5427706 B2 2014.2.26

10

20

30

40

50

、続行するものである。もう１つは、「さらなる情報（Ｍｏｒｅ　Ｉｎｆｏ）」と標記さ
れたボタンのような、もっとよく知るためのユーザ選択可能な選択肢である。上述の通り
、ウォータマーク、ヘッダ、またはフィンガプリントは、コンテンツ項目に関するさらな
る情報についてデータベースをインデクシングするために使用することができる。さらな
る情報を知る場合、ユーザは問題のコンテンツを購入することができる（ユーザはコンテ
ンツを購入するのではなく、単にコンテンツを再生する権利を購入するだけであると、言
うことができる）。
【００３３】
　ウォータマークまたはヘッダデータの存在を使用して、コンテンツが著作物であるかど
うかを決定することができる。加えて、ウォータマーク、ヘッダデータ、およびフィンガ
プリントに対し、コンテンツＩＤを使用して、コンテンツが著作物であるか否かを著作権
データベースで調べることができる。著作権データベースのローカルバージョンを個人ド
メイン内に入れ、このローカルバージョンはＰＤを入力したコンテンツの情報だけを含む
ように、ステップ２の間にポピュレートすることができる。代替的に、コンテンツＩＤが
存在しないか、またはデータベースがＰＤに存在しない場合、ユーザの装置は遠隔著作権
データベースにリンクして、問題のコンテンツＩＤに関する著作権（および潜在的に他の
メタデータ）情報を要求することができる。著作権データベースは遠隔的に配置し、イン
ターネットのようなネットワークを介してアクセス可能にし、知的に分散することもでき
る（参照によってここに組み込む、整理番号Ｐ０５６９の２００２年１月２８日に出願し
た「Ｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ＴＶ」と称する出願番号１０／０６
０，０４９および関連仮出願に記載されている通り）。
【００３４】
　ヘッダを使用する場合、ヘッダデータは認証することが好ましい。デジタル署名技術を
はじめとする暗号化の方法を使用して、ヘッダ情報を機密に維持し、それを認証すること
ができる。この認証は、ヘッダが供給源に由来することを検証すると共に、ヘッダが変更
されていないことを検証することを含むことができる。ＭＤ５またはＳＨＡのようなセキ
ュアハッシュは、ヘッダのハッシュを計算し、それを以前に計算され別個に（例えばデー
タベースに、またはコンテンツ内のどこか別の場所に（例えば別のヘッダ内に、またはコ
ンテンツに埋め込まれたウォータマーク内に）格納されたハッシュと比較することによっ
て、ヘッダが改ざんされたかどうかを示すために使用することができる。ヘッダはまた、
ヘッダデータをコンテンツＩＤおよびコンテンツ自体の幾つかの値の関数として（上述の
通り）、コンテンツに固定することもできる。
【００３５】
　図２は、ディジマーク・コーポレイション製のディジマークＩｍａｇｅＢｒｉｄｇｅシ
ステムにおける、著作権告示ウィンドウの一例を示す。この著作権告示ウィンドウはＩｍ
ａｇｅＢｒｉｄｇｅウォータマークの存在によって提示される。著作権告示ウィンドウ内
部のメタデータは、ここに参照によって組み込む次の特許および特許出願つまり第６，１
２２，４０３号および第０９／６３６，１０２号に記載されているように、ウォータマー
クおよびメタデータのデータベースのコンテンツＩＤからもたらされる。
【００３６】
　図３は、システムがコンテンツおよびＰＤを識別し、装置がコンテンツをレンダリング
する権利を有するか否かを決定する、強化された実施形態を示す。ユーザが権利を持たず
、かつコンテンツが著作物である場合、システムは著作権告示を提示する。ユーザが権利
を持つ場合、コンテンツがレンダリングされる。
【００３７】
　さらに詳しくは、この強化された実施形態は以下のステップを含む。
　１．コンテンツは作成プロセス中に識別される。
　ａ．任意選択的に、コンテンツメタデータは下述の通り、おそらくコンテンツ所有者に
よって制御されるマスタメタデータデータベースに追加することができる。
　ｂ．コンテンツが著作物であることを示すために、コンテンツＩＤはマスタ著作権デー
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タベースに追加される。
　２．コンテンツはＰＤに入る。
　ａ．購入する場合（いずれかのビジネスモデルを介して－下述）、ＰＤ　ＩＤおよびコ
ンテンツＩＤはマスタライセンスデータベースに登録される。
　ｂ．任意選択的に、ローカルライセンス、著作権、および／またはメタデータデータベ
ースにコンテンツＩＤ、ＰＤ　ＩＤ、および／またはメタデータをポピュレートする。
　３．再生するため、ＣＤまたはＤＶＤに焼き付けるため、携帯プレーヤまたは取外し可
能な媒体に転送するため、または他の合法的行為のために、コンテンツを選択することが
できる。
　４．装置でコンテンツが操作（つまり、再生、表示、焼付け、転送等）される前に、コ
ンテンツＩＤが突き止められ、ＰＤ　ＩＤ（単に装置ＩＤとすることができる）およびコ
ンテンツＩＤが遠隔データベースに送信されて、コンテンツ項目がこの装置でレンダリン
グすることが許可されているかどうかが決定される（コンテンツのレンダリングが許可さ
れているかデータベースで検査することについての従前の議論を参照されたい）。
　５．ユーザがコンテンツを再生する権利を有する（例えばコンテンツを所有するか、ラ
イセンスを持つか、あるいはこのコンテンツの有効なＩＤ加入契約を持つ）場合には、コ
ンテンツが再生される（あるいは、コンテンツの焼付けまたは転送のような他のいずれか
の合法的行為が可能である）。
　６．ユーザがコンテンツに対し権利を持たず、かつコンテンツが著作物である場合（コ
ンテンツＩＤおよび著作権データベースから、あるいは本質的に著作権ウォータマークま
たはヘッダデータから決定される）、システムは、コンテンツが保護されており、かつユ
ーザが再生する権利を持たないことを明示する著作権告示ウィンドウを、次の選択肢付き
で提示する。
　ａ．何らかの方法で再生する
　ｂ．購入する
　ｃ．さらなる情報（例えば、ユーザが個人ドメインでどんな権利を持ち、どんな権利、
コンテンツ、および／またはメタデータをその個人ドメイン用に購入することができるか
を確認する）
【００３８】
　加入サービスおよびペイパーダウンロードまたはペイパービュービジネスモデルのよう
に、ただしそれらに限定されないが、コンテンツを購入すると、それはＰＤ　ＩＤを介し
てＰＤにリンクされ（ＰＤ　ＩＤはＰＤを形成する装置グループの装置ＩＤのいずれか１
つとすることができることを思い出して－上記ＰＤの節で詳述）。このコンテンツは、家
族のいずれかの一員など、ＰＤの正当なユーザのいずれかによって購入されているかもし
れない。そういうものとして、ＰＤは幾らかの人間およびクレジットカードにリンクする
ことができる。最先端のプライバシ技術は周知であり、使用すべきである。コンテンツが
ＰＤに入るとき、または入った後で、この情報のいずれかの法科学的ウォータマーキング
は、良い追加的ステップである。
【００３９】
　著作権データベースは、著作物のコンテンツＩＤを含む。ライセンスデータベースは、
そのＰＤ　ＩＤに対し購入された（つまりライセンスされた）コンテンツＩＤにリンクさ
れたＰＤ　ＩＤを含み、多くのデータベース構造はこの情報を提供することができる。コ
ンテンツの購入中または存続期間中、ＰＤを定義しかつ識別する構造に基づいて、１つま
たは複数のＰＤ　ＩＤをコンテンツにリンクさせることができる。
【００４０】
　メタデータデータベースは、コンテンツＩＤにリンクされたメタデータを含む。これら
のデータベースは分離するか、または１つの完全なデータベース構造に含めることができ
る。
【００４１】
　著作権告知の実施形態は、コンテンツがレンダリングされるとき、またはコンテンツが
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携帯装置または媒体に移されるとき、例えばＭＰ３プレーヤまたはＣＤ－Ｒに転送される
ときのいずれかに、ユーザの選択肢を提供することができる。特に１群のコンテンツを移
すとき、または再生リストを作成するときに、個人ドメインＩＤ内でライセンスされてい
ない、または著作物として識別される（代替実施形態の場合）、歌のような全てのコンテ
ンツをリストする著作権告示ウィンドウを持つことは最適であるかもしれない。
【００４２】
＜メタデータの電子商取引＞
　図４は、システムがコンテンツおよびＰＤを識別し、前に購入されている場合メタデー
タを提供するか、あるいは販売用のメタデータを提示するシステムを示す。
【００４３】
　該方法は以下のステップを含む。
　１．コンテンツは作成プロセス中に識別される。
　ａ．メタデータは、一般的にコンテンツ所有者または第三者のメタデータサービス提供
者によって制御される、マスタメタデータデータベースに追加される。
　２．コンテンツはＰＤに入る。
　ａ．購入する場合（上述の通り、いずれかのビジネスモデルを介して）、ＰＤ　ＩＤお
よびコンテンツＩＤはマスタライセンスデータベースに登録される。
　ｂ．任意選択的に、ライセンスおよび／またはメタデータ情報は、ＰＤ内またはＰＤに
近接して配置することのできる、ローカルライセンスおよび／またはメタデータデータベ
ースに追加される。
　３．コンテンツは再生される（またはその他、合法的に操作される）。
　ａ．コンテンツは購入されているかもしれない。
　ｂ．コンテンツは、上述した「何らかの方法で再生する」シナリオのように、サンプル
として使用することができるかもしれない。
　ｃ．コンテンツは、低品質バージョンのデジタルコンテンツの場合のように、無料であ
るかもしれない。
　４．メタデータへのリンクが提供される。
　５．メタデータリンクがユーザによって選択されると、メタデータが表示されるか、ま
たは購入されて表示される。
　ａ．全てのメタデータが月次料金で利用可能である場合、加入契約を使用することがで
きる。
　ｂ．おそらく加入契約サービスの最初に、各メタデータ毎に、またはプレミアムメタデ
ータサービスに対し、マイクロペイメントを支払うことができる。
【００４４】
　ライセンスデータベースは、そのＰＤ　ＩＤに対しメタデータが購入されたコンテンツ
ＩＤにリンクされたＰＤ　ＩＤを含み、多くのデータベース構造はこの情報を提供するこ
とができる。コンテンツの購入中または存続期間中、ＰＤを定義しかつ識別する構造に基
づいて、１つまたは複数のＰＤ　ＩＤをコンテンツにリンクさせることができる。メタデ
ータデータベースは、コンテンツＩＤにリンクされたメタデータを含む。これらのデータ
ベースは分離するか、または１つの完全なデータベース構造に含めることができる。
【００４５】
　メタデータ、およびメタデータまたはコンテンツの購入は、メタデータデータベースお
よび電子商取引エンジンによって提供される。メタデータデータベースは中央に配置し、
ミラーリングするか、あるいは知的に分散することができる（上で参照によって含める通
り）。メタデータデータベースおよび電子商取引エンジンは、１つのサーバ異なるサーバ
とすることができ、異なる場所であってもよい。システムは、メタデータコンテンツを（
例えばダウンローディング、ストリーミング、またはブロードキャスティングを通して）
ユーザの装置に転送するために、安全なトランザクションを使用する。これらの安全なト
ランザクションは、例えば暗号化されたメタデータを安全な（例えば暗号化され認証され
た）通信チャネルでユーザに送信することを含むことができる。
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【００４６】
　図４は、知的に分散されたメタデータデータベースを示す。そこでは、各コンテンツ所
有者は彼ら自身のコンテンツメタデータデータベースを有し、ユーザはユーザが所有する
コンテンツに関する情報のみを格納する著作権およびコンテンツメタデータデータベース
を有する。ユーザのメタデータデータベースは、様々なコンテンツ所有者のデータベース
からのメタデータを持つことができる。換言すると、各コンテンツ所有者またはメタデー
タサービス提供者は、彼ら自身のデータベースを持つことができる。
【００４７】
　好適な実現は、コンテンツは無料であり、メタデータは購入されるようにすることであ
る。メタデータは、歌の情報、アーティストの情報、歌詞、コンサート日付、関連する歌
、Ｔシャツ、帽子等のような関連購買品目、最近のニュース、およびアーティストの目撃
に関する最近の位置情報を含むが、それらに限定されない。
【００４８】
　このメタデータの多くは動的であるので、メタデータサーバから受信しなければならな
い。メタデータの共用は短時間だけの関心事であり、その後、ユーザは、新しいコンサー
ト場所およびアーティストの目撃のような更新された情報のために、メタデータサーバに
戻らなければならないので、これはシステムのセキュリティを高める。
【００４９】
　装置をひとまとめにＰＤにグループ化することによって、ＰＤ内の全ての装置がメタデ
ータを共用し、ＰＤのユーザによって取得されたメタデータにアクセスする権利を共用す
る。個人ドメイン内の装置全体でメタデータを共用するための多数の代替的方法がある。
１つの方法は、メタデータにアクセスする権利を、各ＰＤのメタデータアクセス権を追跡
するデータベース内でＰＤに関連付けることである。ユーザがコンテンツに対するメタデ
ータを得ようとするときに、そのユーザは、メタデータデータベースからメタデータを検
索することによって、ＰＤ内のどの装置からでもそうすることができる。検索プロセスで
、システムは、要求を出した装置からのそのメタデータの要求に応答して、データベース
でメタデータアクセス権を検査し、要求を出した装置がメタデータにアクセスする権利を
有するＰＤ内にあるかどうかを決定する。ある場合、要求はメタデータサーバに転送され
、メタデータサーバは要求を出した装置にメタデータを提供する。
【００５０】
　メタデータをＰＤ内で共用する別の方法は、メタデータをＰＤに関連付けるアクセス権
をメタデータと共に転送することである。システムはこれらのアクセス権を使用して、ユ
ーザがメタデータをＰＤ内の異なる装置に移動またはコピーすることができるかどうかを
決定する。
【００５１】
　メタデータをＰＤ内で共用する別の方法は、それが関係するコンテンツオブジェクトに
それを関連付けることである。この方法は、ユーザが、単にコンテンツを移動させるだけ
で、コンテンツをメタデータと共に個人ドメイン内の他の装置に移動させることを可能に
する。この特定の手法は、コンテンツファイルをメタデータと共に、ＰＤ内の装置にプラ
グインした携帯装置および／または取外し可能なメモリ装置に、移動かつ／またはコピー
するのに特によく適する。ＰＤの外部へのコンテンツの移動またはコピーに対する制限は
、関連するメタデータにも適用することができ、あるいはメタデータアクセス権は別個に
管理することができる。
【００５２】
結論
　特定の実現に関連して当該技術の原理を説明しかつ図示したが、当該技術は多くの他の
異なる形で実現することができることは認識されるであろう。明細書を過度に長くするこ
となく、包括的な開示を提供するために、出願人は上述した特許および特許出願を参照に
よって本書に組み込む。
【００５３】
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　上記の方法、プロセス、およびシステムは、ハードウェア、ソフトウェア、またはハー
ドウェアとソフトウェアの組合せに実現することができる。例えば、データ符号化プロセ
スは、プログラマブルコンピュータまたは専用デジタル回路に実現することができる。同
様に、データ復号およびフィンガプリント計算は、ソフトウェア、ファームウェア、ハー
ドウェア、またはソフトウェア、ファームウェア、およびハードウェアの組合せに実現す
ることができる。上述した方法およびプロセスは、システムのメモリ（電子、光学、また
は磁気記憶装置のようなコンピュータ可読媒体）から実効できるプログラムに実現するこ
とができる。
【００５４】
　上で詳述した実施形態の要素および特徴の特定の組合せは単なる例示であり、これらの
教示を本願および参照によって組み込んだ特許／出願における他の教示と相互交換および
置換することも予期される。

【図１】 【図２】
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