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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の権利表記を処理する拡張可能な文法ベースの権利表記システムであって、
　前記複数種類の権利表記の少なくとも１つが各々、リソースに関連づけられた使用権及
び使用権が許諾される本人を含む許諾と、リソースに関連づけられた使用権及び前記リソ
ースの使用を要求する本人を含むリクエストと、を含み、前記権利表記システムが、
　前記複数種類の権利表記のリクエストを認証する少なくとも１つのプラグイン・サブコ
ンポーネントを含む、インタープリタと、
　前記インタープリタの認証に基づいて、前記複数種類の権利表記の中に設定された条件
が満足されているかどうかを判断する、少なくとも１つのバリデータと、
　前記インタープリタと前記少なくとも１つのバリデータとの間にインタフェースを提供
する、拡張可能フレームワークと、
　を含み、
　前記拡張可能フレームワークが、
　前記インタープリタ及び前記少なくとも１つのバリデータが認証又は判断できる権利表
記を登録する登録手段と、
　アプリケーションからの所望の権利表記認証のためのプログラム呼び出しに応じて、前
記登録された権利表記に基づき、所望の権利表記を認証及び判断できるインタープリタの
プラグイン・サブコンポーネント及びバリデータを呼び出す呼び出し手段と、を含み
　前記インタープリタは、前記フレームワークから呼び出されると、前記フレームワーク
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から前記所望の権利表記を受け取り、前記プラグイン・サブコンポーネントにより前記所
望の権利表記に含まれる許諾とリクエストとを比較し、前記許諾と前記リクエストとに含
まれるリソース、使用権、及び本人が各々一致する場合に前記リクエストを認証し、
　前記バリデータは、前記インタープリタによる承認において前記許諾が満足すべき少な
くとも１つの条件を含む場合、前記フレームワークから呼び出されると、前記少なくとも
１つの条件が満足されているかどうかを判断する、
　システム。
【請求項２】
　前記インタープリタは、
　前記リクエストと前記許諾に含まれるリソース、使用権、及び本人が一致し、前記許諾
が更に少なくとも１つの条件を含む場合、前記リクエストを条件付きで認証し、
　前記リクエストと前記許諾に含まれるリソース、使用権、及び本人が一致しない場合、
前記リクエストを認証しないこと
　の少なくとも１つを実行する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記リクエストが条件付きで認証された場合、前記リクエストの前記使用権が、前記許
諾に含まれる少なくとも１つの条件の満足に依存して認証される、請求項２に記載のシス
テム。
【請求項４】
　前記複数種類の権利表記を前記インタープリタへ提供するように前記フレームワークと
インタフェースする前記アプリケーションをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記アプリケーションが、前記複数種類の権利表記の創作者、頒布者、および消費者の
少なくとも１つである、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
前記アプリケーションが、ディジタル・コンテンツを作成する権利オーサリング・システ
ム、およびディジタル・コンテンツをレンダリングするレンダリング・システムの少なく
とも１つである、請求項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記複数種類の権利表記を操作するパーサをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
　前記インタープリタが、追加のプラグイン・サブコンポーネントを付加することによっ
て拡張される、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記追加のプラグイン・サブコンポーネントが、新しい権利表記を認証する、請求項８
に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記新しい権利表記の中に設定された条件が満足されているかどうかを判断する追加の
バリデータをさらに含む、請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　新しい権利表記の中に設定された条件が満足されているかどうかを判断する追加のバリ
データをさらに含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記インタープリタに、前記所望の権利表記を認証できるプラグイン・サブコンポーネ
ントが含まれていない場合に、前記所望の権利表記を認証できるプラグイン・サブコンポ
ーネントを追加することによって前記インタープリタが拡張される、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項１３】
　複数種類の権利表記を処理する拡張可能な文法ベースの権利表記システムをコンピュー
タで動作させる方法であって、
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　前記複数種類の権利表記の少なくとも１つが各々、リソースに関連づけられた使用権及
び使用権が許諾される本人を含む許諾と、リソースに関連づけられた使用権及び前記リソ
ースの使用を要求する本人を含むリクエストと、を含み、前記権利表記システムが、
　前記複数種類の権利表記のリクエストを認証する少なくとも１つのプラグイン・サブコ
ンポーネントを含む、インタープリタと、
　前記インタープリタの認証に基づいて、前記複数種類の権利表記の中に設定された条件
が満足されているかどうかを判断する、少なくとも１つのバリデータと、
　前記インタープリタと前記少なくとも１つのバリデータとの間にインタフェースを提供
する、拡張可能フレームワークと、
　を含み、
　前記拡張可能フレームワークが、前記インタープリタ及び前記少なくとも１つのバリデ
ータが認証又は判断できる権利表記を登録し、
　前記拡張可能フレームワークが、アプリケーションからの所望の権利表記認証のための
プログラム呼び出しに応じて、前記登録された権利表記に基づき、所望の権利表記を認証
及び判断できるインタープリタ及びバリデータを呼び出し、
　前記呼び出されたインタープリタが、前記フレームワークから前記所望の権利表記を受
け取り、前記プラグイン・サブコンポーネントにより前記所望の権利表記に含まれる許諾
とリクエストとを比較し、前記許諾と前記リクエストとに含まれるリソース、使用権、及
び本人が各々一致する場合に前記リクエストを認証し、
　前記呼び出された前記バリデータが、前記インタープリタによる承認において前記許諾
が満足すべき少なくとも１つの条件を含む場合、前記フレームワークから呼び出されると
、前記少なくとも１つの条件が満足されているかどうかを判断する、
　方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　著作権表示
　この特許文書の開示の一部分は、著作権の保護を受ける資料を含む。著作権の所有者は
、いかなる人が、特許文書または特許開示を、特許および商標庁の特許ファイルまたはレ
コードに現れるとおりに複写しようとも異議を有しないが、それ以外の場合は全ての著作
権を留保する。
【０００２】
　本発明は、権利表記処理システムおよび権利表記を処理する方法に関する。具体的には
、本発明は、新しい権利表記の処理を可能にする拡張可能な文法ベースの権利表記システ
ムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　コンテンツの所有者が、インターネットを介してコンテンツをディジタル的に配布する
ことは、インターネット・ユーザの潜在的に大きなマーケットへ到達する方法である。し
かし、そのようなディジタル配布は、コンテンツの違法配布または許可（認証）されてい
ない配布のリスクを伴っている。権利マネジメントは、このリスクを減らし、コンテンツ
の所有者が自分のディジタル・コンテンツを保護し、その利益を受けることができるよう
にする。権利マネジメント・システムは、コンテンツの使用権または他の事項を指定し、
使用権を実施するために利用される。「コンテンツ」の用語は、ここでは広く使用され、
ディジタル作品、たとえば、音楽、オーディオ・ファイル、テキスト・ファイル、電子書
籍（ブック）、レポート、ビデオ、マルチメディア、写真、実行可能コード、またはこれ
らの組み合わせを含む。
【０００４】
　特許文献１、特許文献２、特許文献３、および特許文献４で開示されるように、権利マ
ネジメント・システムの様々な実現形態およびディジタル・コンテンツに関連した権利が
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知られている。したがって、権利マネジメント・システムの詳細は、ここでは特に説明さ
れない。これらの参照文献から明かであるように、権利マネジメント・システムは、多く
の形態を取ることができ、要求されるセキュリティ、管理される事物の性質、関連した権
利および条件の複雑性、数量、および他の要因に依存して、様々なレベルの複雑性を有す
ることができる。
【０００５】
　図１２は、ディジタル・コンテンツを配布するために使用される例示的な権利マネジメ
ント・システム５００および関連したワークフローを示す。通常、ユーザが認証処理を行
うとき、認証サーバ５０２とクライアント・アプリケーション５０６との間で情報が交換
され、情報がクライアント・アプリケーション５０６へダウンロードおよびインストール
される。クライアント・アプリケーション５０６は、耐タンパー性セキュリティ・コンポ
ーネントとして働き、認証サーバ５０２によって発行された公開鍵および秘密鍵のセット
５０４、および他のコンポーネント、たとえば、保護されたコンテンツ５０８を解析また
はレンダリングするために必要なエンジンを含む。
【０００６】
　権利マネジメント・システム５００は、更に、コンテンツ準備アプリケーション５０３
を含む。コンテンツ準備アプリケーション５０３は、暗号化または他の保護メカニズムに
よって平文（クリア）コンテンツ５０１を保護し、保護されたコンテンツ５０８を提供す
る。コンテンツ準備アプリケーション５０３は、更に、保護されたコンテンツ５０８に関
連づけられた権利ラベル５１０の中で使用権を指定する。権利ラベル５１０は、対応する
条件が満足されたとき、エンドユーザが利用できる使用権を指定する。権利ラベル５１０
の中で設定される権利および条件を指定するため、権利表記言語（以後、「ＲＥＬ」と呼
ぶ）、たとえばＸｒＭＬ（商標）を使用することができる。次に、権利ラベル５１０、お
よび平文コンテンツ５０１を暗号化するために使用された適切な暗号化キーは、ライセン
ス・サーバ５１２へ提供される。
【０００７】
　ライセンス・サーバ５１２は、暗号化キーを管理し、使用権の行使を許諾するライセン
ス５１４を発行する。たとえば、権利ラベル５１０は、５ドルの料金を支払うことにより
、保護されたコンテンツ５０８を閲覧でき、１０ドルの料金を支払うことにより、保護さ
れたコンテンツ５０８を閲覧または印刷できる使用権を含むことができる。クライアント
・アプリケーション５０６は、ライセンス５１４で指定された使用権を解釈および実施し
、エンドユーザによって使用される平文コンテンツ５１６を提供する。
【０００８】
　権利マネジメント・システム５００のコンポーネントおよびモジュールは、１つまたは
複数の装置に置くことができる。たとえば、認証サーバ５０２およびライセンス・サーバ
５１２は、同じサーバまたはその他の装置であるか、複数の別個の装置であることができ
る。保護されたコンテンツ５０８は、文書、画像、オーディオ・ファイル、ビデオ・ファ
イルなどを含む任意の種類のコンテンツであってよい。権利マネジメント・システムの更
なる詳細は、前記の参照文献に詳細に記述されており、以降、ここでは特に説明しない。
【０００９】
　このようにして、権利マネジメント・システムは、コンテンツを保護するだけでなく、
コンテンツの所有者がライセンスという手段によって自分のコンテンツの販売および使用
を管理できるようにする。ライセンスは権利表記を含み、権利表記は使用権を明確に表現
し、使用権をコンテンツへ関連づける。ライセンスは、ディジタル・コンテンツのライフ
サイクルの異なった段階で指定されてよい。たとえば、ディジタル・コンテンツが頒布者
へリリースされるとき、ディジタル・コンテンツの頒布を特定の地域または特定の期間に
限定したり、コンテンツが再パッケージされる方法を制限するため、コンテンツの所有者
によってライセンスが指定されてよい。もちろん、ライセンスは、コンテンツがどのよう
に使用されるかを決定する制御的切り口であるから、ライセンス自体も保護されなければ
ならない。この点に関して、ライセンスは、通常、発行者によってディジタル的に署名さ
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れ、ライセンスの完全性および真正性が解釈前に検証されてよい。
【００１０】
　ライセンスは、通常、許諾（付与）要素、本人要素、権利要素、リソース要素を含み、
またオプションとして条件要素を含む。具体的には、ライセンスは、許諾される使用権の
詳細を定義する１つまたは複数の許諾要素を含む。１つまたは複数の許諾要素は、本人要
素、権利要素、リソース要素を指定することができ、またオプションとして条件要素を指
定することができる。本人要素は、保護されたコンテンツにアクセスまたは使用する権利
を許諾された本人（ユーザ）または本人グループを識別し、権利要素は、保護されたリソ
ースのアクセスまたは使用に関して本人へ与えられる特定の権利（たとえば、再生、閲覧
、印刷、複写）を指定する。リソース要素は、保護されたリソースを指定し、オプション
の条件要素は、保護されたリソースを使用する権利に課される条件を指定する。
【００１１】
　ライセンスは、通常、権利表記として具体化される。権利表記は、権利情報を伝達する
ため、定義された文法に基づいた構文的および意味的に正しい言語構造である。前述した
ように、権利表記言語の例はＸｒＭＬ（商標）である。重要な注意点として、ここで使用
される「権利表記」の用語は、特定のライセンスに限定されず、情報を伝達するため権利
マネジメント・システムによって使用される任意の表記を意味する。したがって、ここで
使用される「権利表記」の用語、およびその派生用語は、一般的に、ライセンス、ライセ
ンスの構成要素および／または構成部分（たとえば、許諾要素、本人要素、権利要素、リ
ソース要素、および／または条件要素）の表記、および他の適切な表記を意味する。更に
、権利表記は多様な形態であってよく、その範囲は、対象リソースが制約されたアプリケ
ーションのバイナリエンコードシーケンスから、ディジタル・リソースの頒布を管理する
複雑な権利情報および権利許諾パラダイムを記述するマルチレベルＲＥＬ構造までに及ぶ
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】米国特許第５，６２９，９８０号公報
【特許文献２】米国特許第５，６３４，０１２号公報
【特許文献３】米国特許第５，６３８，４４３号公報
【特許文献４】米国特許第５，７１５，４０３号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の１つの態様によれば、１つまたはそれ以上の権利表記を処理する拡張可能な文
法ベースの権利表記システムが提供される。このシステムは、権利表記を評価するように
構成されたインタープリタであって権利表記の評価を可能にするように構成された１つま
たは複数のプラグイン・サブコンポーネントを含むインタープリタと、インタープリタに
よって認証された１つまたはそれ以上の権利表記の中に設定された条件の遵守を確認する
ように構成されたバリデータと、インタープリタとバリデータとの間のインタフェースを
提供するように構成されたフレームワークとを含む。
【００１４】
　本発明の他の態様によれば、１つまたはそれ以上の権利表記を処理する拡張可能な文法
ベースの権利表記システムであって、文法へ拡張部分を付加するための１つまたは複数の
拡張可能ポイントを備えた拡張可能アーキテクチャを有するフレームワーク、および１つ
または複数の権利表記を評価するように構成されたインタープリタを含み、拡張部分が新
しい権利表記の意味および構文を定義して、新しい権利表記の処理を可能にするシステム
が提供される。
【００１５】
　更に、本発明の他の態様によれば、１つまたはそれ以上の権利表記を処理する方法が提
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供される。１つまたはそれ以上の権利表記は、リソースに関連づけられた使用権を本人の
ために要求するリクエスト、およびリソースに関連づけられた使用権を本人へ発行する許
諾を含む。前記方法は、プラグイン・コンポーネントをフレームワークへ登録し、１つま
たはそれ以上の権利表記の中に設定された使用権へのリクエストを認証するためにフレー
ムワークへプログラム呼び出しを行い、１つまたはそれ以上の権利表記の中に設定された
リクエストの各々を評価するように構成された１つまたはそれ以上の適切なプラグイン・
コンポーネントを探索し、適切なプラグイン・コンポーネントを呼び出し、許諾に対する
リクエストを評価し、リクエストが許諾によって認証されるかどうかを示す認証の結果を
返却するステップを含む。
【００１６】
　本発明の更に他の態様は、１つまたはそれ以上の権利表記を処理する方法であって、１
つまたはそれ以上の権利表記を評価するように構成されたインタープリタを備えた拡張可
能なアーキテクチャを有する拡張可能文法ベース権利表記システムを提供し、インタープ
リタを使用して、許諾に対するリクエストを評価し、リクエストが許諾によって認証され
るかどうかを示す認証の結果を返却するステップを含む方法である。前記方法は、好まし
くは、更に、拡張可能文法ベース権利表記システムに、新しい拡張部分を付加して、新し
い権利表記の処理を可能にするステップを含み、前記拡張部分は、新しい権利表記の意味
および構文を定義する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の１つの実施形態に従った拡張可能な権利表記処理システムのブロック図
である。
【図２】図１の拡張可能な権利表記処理システムが使用されているときのブロック図であ
る。
【図３】本発明の１つの実施形態に従った権利表記ライフサイクルの概略図である。
【図４】図３の権利表記ライフサイクルにおける権利表記生成プロセス段階の概略図であ
る。
【図５】権利表記を入力として使用する権利表記の生成を示す概略図である。
【図６】図３の権利表記ライフサイクルにおける権利表記変更プロセス段階の概略図であ
る。
【図７】権利表記変更プロセス段階の間の権利表記の変更を示す概略図である。
【図８】図３の権利表記ライフサイクルにおける権利表記認証プロセス段階の流れ図であ
る。
【図９】図３の権利表記ライフサイクルの認証プロセス段階における許諾確認サブプロセ
スを示す流れ図である。
【図１０】図３の権利表記ライフサイクルの認証プロセス段階における許諾解決サブプロ
セスを示す流れ図である。
【図１１】例示的データを使用して図１０の許諾解決サブプロセスを示す概略図である。
【図１２】権利マネジメント・システムの概略図である。
【図１３】アイテムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　権利マネジメント・システムは、ディジタル・コンテンツおよび他のアイテム、たとえ
ばサービス、物品などへ適用することができる。たとえば、権利および条件は、任意の物
理的または非物理的事物、オブジェクト、クラス、カテゴリー、サービス、またはアクセ
ス、頒布、実行を行うためのアイテム、またはその他の制御、制限、記録、計測、請求、
モニタ、または何らかの様式で使用が管理されるアイテムに関連づけることができる。し
たがって、権利マネジメント・システムは、コンテンツ、サービス、ソフトウェア・プロ
グラム、物品など、任意のアイテムについて使用権および条件を指定および実施するため
に使用することができる。この点に関して、権利マネジメントの概念を有形のアイテムへ
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拡張するため、使用権をアイテムに関連づけるアイテム・チケットを使用することができ
る。ライセンスまたはその他の権利表記は、アイテム・チケットを示すチケット指定を使
用して、図１３で示されるようなアイテム・チケット６００に関連づけられる。アイテム
・チケット６００は、関連づけられたライセンスに従う場合以外はアイテム・チケット６
００の処理またはレンダリングを防止するための、何らかの暗号化アルゴリズム、または
その他のメカニズムを使用して保護されることができる。セキュリティ・メカニズムをア
ンロックされたアイテム・チケット６００は、人間またはコンピュータが読み取ることの
できるクーポン、コード、文書などとなる。したがって、「アイテム・チケット」の用語
は、有形または無形のアイテム指示を意味する。アイテム・チケットは１つまたは複数の
アイテムを指定し、したがって、使用権および条件は、前述したように使用、アクセス、
頒布、または実行が、制御、制限、記録、計測、請求、モニタ、その他何らかの様式で管
理される、オブジェクト、クラス、カテゴリー、およびサービスを含む任意のアイテムに
関連づけることができる。
【００１９】
　図１３で示されるように、アイテム・チケット６００は、アイテムリファレンス６０２
およびアイテム・チケット６００のアイテムへの引き換えを制限するライセンス後条件６
０４を指定することによって準備される。アイテム・チケット６００は、アイテムリファ
レンス６０２を介してアイテムへリンクすることができる。ここで使用される「リンク」
の用語は、記述、ポインタなどのような任意のタイプの関連づけを意味する。たとえば、
アイテム・チケット６００は、データベース・レコードを介してアイテムに関連づけられ
た一意のコードを含むことができる。コードがベンダへ与えられたとき、データベースが
検索され、対応するアイテムを引き渡すことができる。アイテム・チケット６００は、更
に、人間が読み取れるアイテムの記述、および未だ満足されていないライセンス後条件６
０４、たとえば、アイテム・チケット６００が（アイテムに）引き換えられる特定のロケ
ーションまたは時間を含むことができる。アイテム６００へのアクセスは、コンテンツに
関して先に説明したように、ライセンスを使用して制御することができる。アイテム・チ
ケットを利用する権利マネジメント・システムの更なる詳細は、２００２年６月３日に出
願された「実施可能な財産権を頒布する方法および装置」と題する米国特許出願第１０／
１５９２７２号公報に開示されており、この開示を参照することにより本明細に組み込ま
れる。
【００２０】
　アイテムの詳細がどのようなものであれ、また、アイテムがディジタル・コンテンツ、
オブジェクト、クラス、カテゴリー、サービス、またはその他のアイテムであれ、有効な
ライセンスを記述し、権利表記処理システムを設計および実現するのは、複雑で困難な仕
事である。権利表記およびアプリケーション環境の動的な局面をサポートする場合、様々
な困難に遭遇する。特に、権利表記は静的または動的であってよい。静的権利表記は、固
定された権利情報を記述するため静的に定義され、したがって拡張されてはならない。し
かし、動的権利表記は、権利表記の意味または文法を変更することなく、新しい構文の付
加を可能にする。たとえば、ワイヤレス・コンテンツ頒布産業におけるベンダは、新しい
権利、たとえば「ブロードキャスト」権を作成し、権利を管理されたコンテンツを加入者
の装置へ「プッシュ」する権利を、権利マネジメントのサポートを受ける頒布者へ許諾し
たいと望むかも知れない。常に変化する技術およびビジネス・パラダイムは、新しい種類
の権利を作成せざるを得なくする。拡張可能な権利表記処理システムがなければ、新しい
権利表記の拡張、変形、および派生に適応するため、異なった静的システムを設計および
実現しなければならない。
【００２１】
　したがって、権利表記処理システムは、好ましくは、システムが設計および実現される
時点で定義されていない新しい権利情報への適応を可能にするように拡張可能でなければ
ならない。必然的に、拡張可能アーキテクチャを使用した拡張可能な権利表記処理システ
ムを提供し、権利表記が静的であろうと動的であろうと、権利表記または基礎となるスキ
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ーマまたはデータ・ディクショナリの再設計を必要とすることなく権利表記を生成、変更
、認証、および確認するために使用できるようにすることが望ましい。ここで説明される
ように、拡張可能な権利表記処理システムの拡張可能アーキテクチャは、拡張された権利
表記および新しい権利表記の動的処理を可能にする。
【００２２】
　図１は、本発明の１つの実施形態に従った、文法ベースの権利表記を生成、変更、認証
、および／または確認するために使用される、権利表記処理システム１０のブロック図を
示す。以下の説明から明かであるように、権利表記処理システム１０は、既存の権利表記
の意味または文法を変更することなく、新しい構文の付加を可能にするよう拡張可能であ
り、これにより新しい権利表記への適応が可能である。最初に注意すべきは、例示された
実施形態は、ここでは権利表記処理システムと呼ばれるが、本発明は、ここで説明される
アーキテクチャを有する任意のシステムまたは装置で実現されてよいことである。この点
に関して、権利表記処理システム１０は、任意のタイプのハードウェアおよびソフトウェ
アを使用して実現されてよく、また、前もってプログラムされた汎用コンピューティング
装置であってよい。たとえば、権利表記処理システム１０は、パーソナル・コンピュータ
、携帯用コンピュータ、シンクライアントなどを使用して実現されてもよい。権利表記処
理システム１０は、単一のロケーションにおける単一の装置であるか、単一または複数の
ロケーションにおける複数の装置であってよい。これらの複数の装置は、電気ケーブル、
光ファイバ・ケーブル、任意のケーブルのような、任意の通信媒体を介する任意の適切な
通信プロトコルを使用して相互に接続されるか、無線周波数、赤外線、または他の技術を
使用するワイヤレス方式で接続される。
【００２３】
　更に注意すべきは、本発明の１つの実施形態に従った権利表記処理システム１０は、こ
こでは特定の機能を実行する複数のコンポーネントを有するように図示および説明される
ことである。これらのコンポーネントは、明瞭にする目的で機能に基づいて例示されるだ
けであり、必ずしも特定のハードウェアまたはソフトウェアを表すものではないことを理
解されたい。これらのコンポーネントは、説明された特定の機能を実質的に実行するよう
に実現されたハードウェアおよび／またはソフトウェアであってよい。更に、権利表記処
理システム１０の中で、これらのコンポーネントの２つ以上を一緒に組み合わせるか、所
望の特定の機能に基づいて、より多くのコンポーネントへ分割してよい。したがって、図
１で具体化されたような本発明は、本発明の権利表記処理システム１０を限定するように
解釈されてはならない。
【００２４】
　図示された実施形態において、権利表記処理システム１０は、権利表記処理システム１
０の他のコンポーネントのインタフェースを可能にするフレームワーク１２を含む。フレ
ームワーク１２は、システムのその他の全てのコンポーネントの間の相互作用、および様
々なコンポーネントによって実行される権利表記処理機能を調整する権利表記処理システ
ム１０の基盤コンポーネントである。権利表記処理システム１０のフレームワーク１２は
権利表記を言語的に認識しないことが好ましい。即ち、フレームワーク１２は、権利表記
の特定の構文または文法と結びつけられていない。更に、フレームワーク１２は、様々な
他のコンポーネントの付加を許して、新しい権利表記の処理を可能にする、拡張可能ポイ
ントを有する拡張可能アーキテクチャを有する。もちろん、他の実施形態では、フレーム
ワークは拡張可能ポイントを備えた拡張可能アーキテクチャを有する必要はないが、その
代わりに、固定のコンポーネントを使用して実現されるであろう。
【００２５】
　例示された実施形態の権利表記処理システム１０は、更に、データの解析および操作を
可能にするように構成されたパーサ１４を含む。具体的には、パーサ１４は、基礎的な操
作、たとえば、入力、出力、構文確認、および権利表記処理システム１０によって処理さ
れる権利表記２４の操作を実行するコンポーネントである。好ましくは、パーサ１４は汎
用であり、権利表記処理システム１０の振る舞いに影響を与えることなく、互換性を有す



(9) JP 4714791 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

る他のパーサによって置換できるプラグイン・コンポーネントとして実現される。
【００２６】
　再び、ここで使用される「権利表記」の用語は、特定のライセンスへ限定されず、情報
を伝達するため権利表記処理システム１０によって使用される任意の表現を意味する。し
たがって、ここで使用される「権利表記」の用語およびその派生用語は、一般的に、ライ
センス、ライセンスの構成要素および／または構成部分（たとえば、許諾要素、本人要素
、権利要素、リソース要素、および／または条件要素）の表記、並びに他の適切な表記を
意味する。
【００２７】
　たとえば、権利表記２４は、ディジタル・リソースに関連づけられた使用権と、使用権
が許諾された本人とを含む許諾であってよい。許諾が発行された当事者は「本人」と呼ば
れ、権利の対象、たとえば、ｅブックは「ディジタル・リソース」と呼ばれ、この対象を
使用する権利は「使用権」と呼ばれる。代替的に、権利表記２４は、ディジタル・リソー
スに関連づけられた使用権と、ディジタル・リソースの使用を要求する本人とを含むリク
エストであってよい。更に、権利表記２４は、許諾およびリクエストを含んでよい。権利
表記２４は、ＸＭＬまたはＸｒＭＬ（商標）のような、任意の適切な権利表記言語（以下
では、「ＲＥＬ」と呼ぶ）で表記されてよい。好ましい実施形態において、基礎であるパ
ーサ１４は、ＸＭＬまたはＸｒＭＬ（商標）スキーマのような、拡張可能な定義の使用に
よって、全ての権利表記に特定の構文および文法を包み隠している。
【００２８】
　本発明の実施形態の権利表記処理システム１０は、更に、権利表記２４を評価および／
または認証し、認証の結果を提供するように構成されるインタープリタ１６を含む。具体
的には、インタープリタ１６は、権利表記２４に設定された許諾および／またはリクエス
トに基づいて権利表記２４を評価する。次に、インタープリタは、無条件で権利表記２４
を認証し、権利表記２４の中で識別されたディジタル・リソースの消費を認証してもよい
。代替的に、インタープリタ１６は、権利表記２４を条件付きで認証し、権利表記２４の
中に設定された１つまたは複数の条件が満足された場合のみ、権利表記２４の中で識別さ
れたディジタル・リソースの消費を認証してもよい。更に、インタープリタ１６は、権利
表記２４の中で識別されたディジタル・リソースの消費がなされないように、権利表記２
４を認証しなくてもよい。
【００２９】
　例示された実施形態によれば、インタープリタ１６は、異なった権利表記２４の評価お
よび／または認証を可能にするように構成される複数のプラグイン・サブコンポーネント
１８を有する、プラグイン・コンポーネントとして実現される。更に、新しい権利表記の
評価および／または認証を可能にするため、新しいプラグイン・サブコンポーネントをイ
ンタープリタ１６へ付加し、それによってインタープリタ１６を拡張してよい。代替的ま
たは付加的に、権利表記処理システム１０は拡張可能なアーキテクチャを有するので、新
しい権利表記を評価および／または認証するように構成された新しいインタープリタを権
利表記処理システム１０へ付加してもよい。
【００３０】
　権利表記処理システム１０は、更に、評価されている権利表記の中に設定された条件が
もしあれば、その満足を確認するように構成された１つまたは複数のバリデータ２０を含
む。具体的には、前述のインタープリタ１６が、もし権利表記２４を条件付きで認証する
ならば、バリデータ２０は、権利表記２４の中で識別されたディジタル・リソースの消費
を許す前に、条件の満足を確認する。権利表記処理システム１０の例示された実施形態で
は、バリデータＡからバリデータＭが設けられ、各々のバリデータは、たとえば、状態変
数の値を検証することによって、特定のタイプの条件を評価するように構成される。権利
表記処理システム１０の拡張可能アーキテクチャは、新しい権利表記を評価および／また
は認証するように構成された新しいバリデータが、権利表記処理システム１０へ付加され
ることを可能にする。たとえば、処理される権利表記の中に表記された新しい条件の確認
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を可能にするために、プラグイン・コンポーネントとして実現されたバリデータＮ（図示
されていない）を後で付加することができる。
【００３１】
　更に、権利表記処理システム１０は、ここではアプリケーション２２と呼ばれる権利表
記使用可能コンポーネントを含む。アプリケーション２２のコンポーネントは、権利表記
処理システム１０の「ユーザ」を表す。前記ユーザは、権利表記の創作者、頒布者、また
は消費者であってよい。アプリケーション２２の例は、権利オーサリング・アプリケーシ
ョンおよびシステム、マルチメディア、ビデオ、写真の画像、および音楽作品のようなデ
ィジタル・コンテンツのレンダリング・アプリケーション、および／またはウェブ・サー
ビス実行システムなどを含む。たとえば、もしアプリケーション２２が、権利表記の消費
者、たとえば、ディジタル・コンテンツおよび／またはサービスのレンダリング・アプリ
ケーションであれば、アプリケーション２２は、拡張可能な権利表記処理システム１０の
様々なコンポーネントを利用して、権利表記の解析、確認、または評価のような様々な処
理操作を実行することができる。
【００３２】
　図２は、権利表記を処理している図１の拡張可能な権利表記処理システム１０のブロッ
ク図である。アプリケーション２２は、ディジタル・リソース２６に関連づけられ、ディ
ジタル・リソース２６に関する情報を含む、権利表記２４を受け取る。前述したように、
権利表記２４は、ディジタル・リソース２６に関連づけられた使用権、および、使用権が
許諾される本人を含む許諾を含んでよい。代替的に、権利表記２４は、ディジタル・リソ
ース２６に関連づけられた使用権、およびディジタル・リソース２６の使用を要求してい
る本人を含むリクエストであるか、そのリクエストをさらに含んでよい。
【００３３】
　アプリケーション２２は、ディジタル・リソース２６に関する情報とともに権利表記２
４をフレームワーク１２へ渡す。次に、フレームワーク１２は、特定の権利表記２４を評
価および／または認証することのできるインタープリタ１６を検出し、評価および／また
は認証のために権利表記２４をインタープリタ１６へ渡す。特定の権利表記２４を評価お
よび／または認証することのできるインタープリタ１６の検出は、様々な方法で実現され
てよい。１つの実施形態では、インタープリタ１６が、たとえばアプリケーション２２を
使用して、フレームワーク１２を介して権利表記処理システム１０へ提供されるとき、イ
ンタープリタ１６は、インタープリタ１６によって評価および／または認証される特定の
名前空間の全ての権利表記を権利表記処理システム１０に登録する。もしインタープリタ
１６が、権利表記の評価および／または認証を要求された場合、その権利表記は検索され
、権利表記がインタープリタ１６によって登録されたかどうかが確認され、登録されてい
れば、インタープリタ１６が権利表記を評価および／または認証できることを示す。もし
権利表記がインタープリタ１６によって登録されていなければ、インタープリタが権利表
記を評価および／または認証できないことを示し、インタープリタ１６はフレームワーク
１２と交信して、権利表記処理システム１０へ権利表記を登録した異なるインタープリタ
を検出し、それに従って認証リクエストを渡し、権利表記が評価および／または認証され
るようにする。もちろん、他の実施形態では、他の方法を使用して、権利表記を評価およ
び／または認証する適切なインタープリタを検出してよい。上記の方法は、単なる１つの
例として提供される。
【００３４】
　インタープリタ１６は、異なった種類の権利表記を評価するように構成された１つまた
は複数のプラグイン・サブコンポーネント１８を使用して、権利表記２４を評価する。前
述したように、インタープリタ１６は無条件で権利表記２４を認証する認証の結果を提供
し、それによってアプリケーション２２が、妨げられずにディジタル・リソース２６を消
費する権利を有することを示すこともできる。代わりに、インタープリタ１６は、権利表
記２４を条件付きで認証して、アプリケーション２２が、権利表記２４の中に設定された
１つまたは複数の条件が満足されたときのみ、ディジタル・リソース２６を消費する権利
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を有することを示すこともできる。更に、インタープリタ１６は、権利表記２４を認証せ
ず、アプリケーション２２が、ディジタル・リソース２６を消費する権利を有しないこと
を示してもよい。もちろん、インタープリタ１６による評価の結果は、権利表記２４の中
に設定された許諾および／またはリクエストに基づく。
【００３５】
　権利表記２４が許諾およびリクエストの双方を含む例では、インタープリタ１６による
評価は、許諾をリクエストと比較することによって達成されるのが好ましい。具体的には
、リクエストの中に設定された使用権、リソース、および本人が、許諾の中に含まれる使
用権、リソース、および本人と比較される。したがって、インタープリタ１６は、この比
較に基づいて認証の結果を提供することができる。更に具体的には、もしリクエストおよ
び許諾の使用権、リソース、および本人が相互に一致すれば、インタープリタ１６はリク
エストを認証する。代替的に、もしリクエストおよび許諾の使用権、リソース、および本
人が相互に一致し、許諾が更に１つまたは複数の条件を含むならば、インタープリタ１６
はリクエストを条件付きで認証する。代替的に、もしリクエストおよび許諾の使用権、リ
ソース、および本人が相互に一致しなければ、インタープリタ１６はリクエストを認証し
ない。
【００３６】
　もしインタープリタ１６が権利表記２４を条件付きで認証するならば、バリデータ２０
は、権利表記２４の中で識別されたディジタル・リソース２６の消費を許す前に、条件の
満足を確認する。各々のバリデータ（バリデータＡからバリデータＭ）は、好ましくは、
１つまたは複数の特定タイプの条件を評価するように構成される。したがって、フレーム
ワーク１２は、ディジタル・リソース２６の消費を許す前に、権利表記２４の中に設定さ
れた条件の満足を確認するように構成された適切なバリデータを探索および識別する。適
切なバリデータの探索および識別は、前述したインタープリタの検出と類似した方法で条
件を登録および検索する方法によって達成されてよい。もちろん、他の方法も代替的に使
用されてもよい。
【００３７】
　前述したように、権利表記処理システム１０の好ましい実施形態は、拡張可能ポイント
を備えた拡張可能アーキテクチャを有し、権利表記処理システム１０の様々なコンポーネ
ントをプラグイン・コンポーネントとして実現することによって、既存の、および将来新
しく定義される文法ベースの権利表記を評価できるように拡張することができる。したが
って、インタープリタ１６は、追加のインタープリタおよび／またはプラグイン・サブコ
ンポーネントが付加できるプラグイン・サブコンポーネント１８を有するプラグイン・コ
ンポーネントとして実現され、権利表記処理システム１０によって最初はサポートされて
いなかった新しい権利表記の評価を可能にする。更に、バリデータ２０もプラグイン・コ
ンポーネントとして実現され、追加のバリデータが容易に付加されて、新しい条件を処理
できるようにする。こうして、権利表記処理システム１０は、好ましくは、新しい権利表
記が新しい権利許諾パラダイムおよびアプリケーションに対応して開発されたとき、それ
ら新しい権利表記を処理するように容易に拡張可能である。
【００３８】
　たとえば、ベンダＡは、たとえばライセンスのような権利証明の総発行者および解釈者
になることを意図してウェブ・サービスを開始することができる。ベンダＡが直面する１
つの明かな困難は、その開始時点で可能な全ての権利許諾パラダイムに適応するような普
遍的システムを構築することがほとんど不可能であることである。なぜなら、技術および
商業の更なる発展は、新しい権利表記および／または新しい条件の使用を伴う新しい権利
許諾パラダイムの必要性を生じる可能性があるからである。しかし、本発明に従った権利
表記処理システム１０は、前述した方法により拡張可能であるから、ベンダＡは、インタ
ープリタ１６および既存の権利表記を処理するバリデータ２０を使用して、権利表記処理
システム１０を構築することができる。それに関連づけられた新しい権利表記および条件
の必要性が生じたとき、ベンダＡは新しいコンポーネントを構築して、これらの新しい権
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利表記を処理することができる。たとえば、インタープリタ１６の新しいプラグイン・サ
ブコンポーネント、新しいインタープリタ、および／または新しいバリデータが、新しい
権利表記を処理するために構築され、権利表記処理システム１０へ付加されてよい。
【００３９】
　前述したように、インタープリタ１６は、権利表記２４の評価および認証を可能にし、
権利表記２４へ意味を与えるように構成されるプラグイン・コンポーネントである。たと
えば、付録Ａは、権利表記２４の例示的ライセンス５０を示す。ライセンス５０は、２５
．５５ドルの均一料金で主題「ｅブック」を閲覧、印刷、および複写する無制限の権利を
、有効なキーを保持する本人または他の認証された人物に許諾する。
【００４０】
　図１および図２を再び参照すると、権利表記処理システム１０の図示された実施形態の
インタープリタ１６、フレームワーク１２、およびアプリケーション２２の間の相互作用
は、次のとおりである。最初に、アプリケーション２２は、好ましくは、信頼されたプラ
グイン・コンポーネント、たとえば、インタープリタ１６、バリデータ２０、および他の
サポートできるプラグイン・コンポーネントをフレームワーク１２へ登録する。次に、ア
プリケーション２２は、権利表記２４のリクエストを認証するためフレームワーク１２へ
プログラム呼び出しを行う。次に、フレームワーク１２は、権利表記２４の中の許諾に対
してリクエストを認証することのできる適切なプラグイン・コンポーネントを探索して呼
び出す。具体的には、フレームワーク１２は、たとえば、前述したような登録および検索
の方法を使用して、権利表記２４を評価および認証するように構成された適切なインター
プリタ１６およびバリデータ２０を識別する。
【００４１】
　識別されたインタープリタ１６は、権利表記２４の中に含まれる許諾の記述に対してリ
クエストを評価する様々な操作を実行する。リクエストの権利、リソース、および本人は
、許諾の権利、リソース、および本人に対して照合される。許諾を評価するステップは、
更に、暗号化されている許諾を解読し、ディジタル署名がされている場合はディジタル署
名を検証し、および／または許諾の発行者を認証することを含んでよい。更に、リクエス
トを評価するステップは、本人が真正であることを認証し、リソースを検証することを含
んでよい。インタープリタ１６は、認証の結果をアプリケーション２２へ返却し、所与の
権利表記２４によってリクエストが認証されたか、条件付きで認証されたか、認証されな
いかを示す。
【００４２】
　もしインタープリタが権利表記２４を条件付きで認証すれば、アプリケーション２２は
、フレームワーク１２を介して適切なバリデータ２０を呼び出し、要求された条件を確認
することができる。これは、たとえば、設定された条件を確認するために必要な関連デー
タをアプリケーション２２に提供させることによって達成されてよい。関連データを使用
して、バリデータ２０は、権利表記２４の中に設定された条件の遵守を確認する。もし適
切な関連データが提供されなければ、条件は満足されていないと考えてよい。もちろん、
前述した方法は、バリデータ２０が権利表記２４の条件の遵守を確認する方法の単なる１
つの例であり、他の実施形態では、他の方法が使用されてよい。
【００４３】
　付録Ａのライセンス５０の中で設定された権利表記２４の例では、料金要素が、ｅブッ
クを閲覧、印刷、および複写することの許諾に含まれる全ての権利に関連づけられた条件
である。料金条件は、もし２５．９９ドルの料金が支払われたならば、その場合にのみ、
アプリケーション２２が権利の行使を許されることを記述している。例に示されるように
、バリデータ２０は、必要な関連データを提供する支払い記録（レコード）サービスにア
クセスし、この条件が満足されたことを確認する。
【００４４】
　もちろん、注意すべきは、多数の確認を必要とする多数の条件が権利表記の中に設定さ
れてよいことである。この点に関して、複数のバリデータ２０が、条件を表す権利表記の
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中に設定された多数の条件を確認することができる。フレームワーク１２は、バリデータ
２０を管理し、たとえば次の確認規則に基づいて、バリデータ２０を１つずつ呼び出す。

　Ｆｏｒ　ｅｖｅｒｙ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ｌ
ｉｓｔ
　（条件リスト上の全ての条件について）
　　Ｆｏｒ　ｅｖｅｒｙ　ｖａｌｉｄａｔｏｒ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｖａｌｉｄａｔｏｒｓ　
ｌｉｓｔ
　（バリデータ・リスト上の全てのバリデータについて）
　　　Ｐｅｒｆｏｒｍ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ
　　　（条件の確認を実行する）
　　　Ｉｆ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｉｓ　ｖａｌｉｄ，　ｓｋｉｐ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｎｅ
ｘｔ　ｂｙ　ｅｘｉｔｉｎｇ　ｔｈｅ　ｉｎｎｅｒ　ｆｏｒ－ｌｏｏｐ
　　　（もし条件が有効であれば、内部ｆｏｒループを出て次へスキップする）
　　　Ｉｆ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ　ｉｓ　ｉｎｖａｌｉｄ，　ｔｈｅｎ　ｓｋｉｐ　ｔｏ
　ｔｈｅ　ｎｅｘｔ　ｖａｌｉｄａｔｏｒ
　　　（もし条件が無効であれば、次のバリデータへスキップする）
　　Ｅｎｄ－ｆｏｒ（ｖａｌｉｄａｔｏｒｓ　ｌｉｓｔ）
　　（バリデータ・リストについて処理終了）
　Ｅｎｄ－ｆｏｒ（ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ｌｉｓｔ）
　　（条件リストについて処理終了）
　Ｉｆ　ａｌｌ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ａｒｅ　ｖａｌｉｄ，　ｅｘｉｔ　ｖａｌｉｄ
ａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　ｒｅｔｕｒｎ　ａ　ｓｕｃｃｅｓｓ　ｓｔａｔｕ
ｓ
　（もし全ての条件が有効であれば、確認プロセスを出て成功状態を戻す）
　Ｅｌｓｅ　ｅｘｉｔ　ｖａｌｉｄａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓ　ａｎｄ　ｒｅｔｕｒｎ
　ａ　ｆａｉｌｕｒｅ　ｓｔａｔｕｓ．
　（そうでなければ、確認プロセスを出て失敗状態を戻す）

　もちろん、上記の確認規則は、単なる１つの例であり、代わりに他の規則が使用されて
よい。
【００４５】
　図３は、本発明の１つの態様に従った権利表記ライフサイクル１００を示す。図示され
るように、権利表記ライフサイクル１００は、４つの基本プロセス（処理）段階、即ち、
生成１１０、変更１２０、認証１３０、および確認１４０を含む。これらのプロセス段階
の各々は、この順序で実行され、図示された好ましい実施形態に従って、確実に実施可能
な権利表記１０４の適切な処理をできるようにする。もちろん、他の実施形態では、順序
および／またはライフサイクル自身が変更されてよい。
【００４６】
　図３で示されるように、権利データ１０２および／または権利表記ＲＥ１０４は、生成
プロセス段階１１０で入力処理され、処理された権利表記ＲＥは、処理されたものとして
プライム符号を付加されて示される。具体的には、権利表記ＲＥ’１１４が、生成プロセ
ス段階１１０の出力として作り出される。次に、権利表記ＲＥ’１１４は、権利表記ＲＥ
’１１４をＲＥ”１２４へ変換する変更プロセス段階１２０へ入力される。注意すべきは
、権利表記ＲＥ、ＲＥ’、およびＲＥ”は異なっている必要はなく、或る場合には、もし
権利表記が１つまたは複数のプロセス段階で変更される必要がなければ、同じであってよ
いことである。
【００４７】
　認証プロセス段階１３０では、権利表記ＲＥ”１２４およびその他補助情報が受け取ら
れ、権利表記ＲＥ”１２４の中に記述されて行使される権利が、たとえば図１および図２
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に関して説明されたようにして評価および認証される。認証プロセス段階１３０に続いて
、確認プロセス段階１４０では、認証された権利表記ＲＥ”またはそのサブセットが、た
とえば、図１および図２に関して説明したようにして確認され、設定された条件の遵守が
確認される。こうして、権利表記ライフサイクル１００の様々なプロセス段階の終わりま
でに、権利表記ＲＥ１０４は権利表記ＲＥ”１２４へ変換されて、ステップ１４４で新し
い権利データ１０２と一緒に再び使用されてよい。
【００４８】
　前述したプロセス段階の各々は、それら自身に拡張可能とするための手段を有すること
が明かであろう。この点に関して、各々のプロセス段階の明確な説明および理解を容易に
するため、前述した「ｅブック」の例を使用して、各々のプロセス段階が、どのように権
利表記に影響を及ぼし、権利表記処理システムのコア（中核）を修正する必要なしに拡張
可能性を実現するかを説明する。たとえば、ｅブックの出版者は、出版者が信頼する誰か
によって発行された有効なキーを保持する人なら誰でも、２５．９９ドルの均一料金を支
払う限り、ｅブックの内容を閲覧、印刷、および複写する無制限の権利を許諾することが
できる。権利表記は様々なＲＥＬを使用して表されてよいが、１つのＲＥＬはＸｒＭＬ（
商標）であってもよい。前述したように、ライセンスＸｒＭＬ（商標）の権利の実施可能
なセットは、付録Ａのライセンス５０の中に設定されるように、権利表記２４の中に発見
することができる。しかし、前述したように、ここで使用される「権利表記」の用語は、
単独では実施可能でなく、実施可能なライセンスを意味するものと解釈されてはならない
ライセンスの断片を含む、いかなる権利表記をも意味する。
【００４９】
　生成プロセス段階１１０で例示したｅブックについて権利表記を生成するため、様々な
情報の断片が利用可能でなければならない。たとえば、ｅブックの名前、ｅブックの使用
を望む本人を識別するキー、およびｅブックの使用について２５．９９ドルの均一料金を
処理する支払いサービスに関する情報が利用可能にされなければならない。図３および図
４において、この情報は権利データ１０２として表される。図４は、図３の権利表記ライ
フサイクル１００における権利表記生成プロセス段階の概略図を示す。具体的には、権利
データ１０２は、権利表記１１４を生成するため権利表記処理システム１０によって使用
される。この権利データ１０２は、この情報を、人間または機械の可読形式で伝達してよ
い。
【００５０】
　注意すべきは、権利表記１０４は、ライフサイクル１００のこの段階で、実施可能であ
ってもなくてもよいことである。この点に関して、権利表記１０４は、次の段階、即ち変
更プロセス段階１２０で追加のデータとマージされることのできる単なる権利の断片であ
ってよく、変更プロセス段階１２０でそれらをあわせて実施可能な権利を有する権利表記
を形成する。更に、権利データ１０２は、たとえば、誰かが権利表記を直接コーディング
することによって、権利表記１０４へ手作業で操作されることが可能である。このプロセ
スが自動プロセスで起こるか、手作業プロセスで起こるかを問わず、最終的な結果は、任
意の言語または構文で表される権利表記ＲＥ’１１４の生成である。
【００５１】
　生成プロセス段階１１０の拡張可能性は、権利表記処理システム１０のコアをどのよう
な様式でも変更する必要なしに、権利表記の追加または既存の権利表記の操作を可能にす
る。前述したように、この拡張可能性を可能にする１つの例示的ＲＥＬは、Ｗ３Ｃ　ＸＭ
Ｌスキーマ標準に基づくＸｒＭＬ（商標）権利表記言語である。この標準は、言語を定義
するコア・スキーマを不変のままに残すが、なお外部スキーマが参照することにより言語
を利用および拡張することを許容する。
【００５２】
　例を再び参照すると、もしｅブックを提案した出版者が、その使用について同じ２５．
９９ドルを課金したいと望んだが、法律によって、その販売に対し適用可能な売上税を課
金するように要求されたとすれば、出版者または出版者を代理する誰かが、「税金」とい
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う名前の新しい権利表記を付加することができる。この新しい権利表記は、ＸｒＭＬ（商
標）コア・スキーマを基礎として参照しながら、それら自身のスキーマへ付加されるであ
ろう。これは、ＸｒＭＬ（商標）スキーマの全ての権利表記を、新しい権利表記に使用す
ることを可能にする。権利表記の操作を可能にする能力は、新しく特注された（カスタム
）権利表記２０４がコア権利表記２０２と結合される概略図２００を示す、図５で最も明
瞭に例示される。新しいカスタム権利表記２０４は、適用される税率を設定する＜ｓｘ：
ｔａｘ＞０．０８２５＜／ｓｘ：ｔａｘ＞を記述している。コア権利表記２０２は、ｅブ
ックの料金を設定している。コア権利表記２０２とカスタム権利表記２０４との結合の結
果、料金および税金が設定された結合権利表記２０６を生成される。説明した方法によっ
て、本発明の権利表記処理システム１０は、この新しい結合権利表記２０６を生成するよ
うに拡張されることができる。
【００５３】
　この拡張可能性は、権利表記処理システム１０のパーサ１４を他のコンポーネントから
分離することによって可能となる。図１で示されるように、パーサ１４は、フレームワー
ク１２によって、権利表記処理システム１０の他のコンポーネントから分離される。各々
のコンポーネントは、したがって、フレームワーク１２を介してパーサ１４と交信し、様
々なコンポーネントの間の直接交信は許されないのが好ましい。これは、標準化されたイ
ンタフェースを可能にし、プラグイン・サブコンポーネント１８および／またはバリデー
タ２０のような追加のコンポーネントが、前述の権利表記処理システム１０へ付加される
ことを可能にする。新しく付加された各々のコンポーネントは、そのアクションを実行す
るときフレームワーク１２と交信する限り、その意図されたアクションを実行することが
できる。
【００５４】
　図５の概略図２００を参照すると、プラグイン・サブコンポーネント１８を有するイン
タープリタ１６および／またはバリデータ２０のような新しいコンポーネントは、権利表
記処理システム１０へ付加されることができ、この新しいコンポーネントは、権利表記２
０４の中で提供された税金表記を理解し、フレームワーク１２を介してパーサ１４ととも
に動作し、新しい「税金」要素を組み込んだ結合権利表記２０６を評価および／または確
認する。パーサ１４は、フレームワーク１２が権利表記２０４の「税金」要素を評価およ
び／または確認することのできる権利表記処理システム１０のコンポーネントを認知して
いるかどうかを、フレームワーク１２へ単純に照会する。次に、フレームワーク１２は、
要求されたコンポーネントを検出し、構文またはそれに付随する関連データを確認するよ
うな何らかのアクションを実行するようにコンポーネントに求める。権利表記処理システ
ム１０のコンポーネントが、新しい「税金」要素を処理する能力を有しないならば、新し
い「税金」要素を処理するように構成されたコンポーネントを権利表記処理システム１０
へ提供することができる。新しいコンポーネントを使用して、権利表記２０６は、権利表
記処理システム１０によって適正に処理されることができる。このようにして、権利表記
処理システム１０は、適当な権利表記を処理するようにまさに拡張可能である。
【００５５】
　図３を再び参照すると、ライフサイクル１００の変更プロセス段階１２０は、一定の形
式に既存の権利表記を取り込み、それらを一定の方法で変更して、権利表記の新規および
／または実施可能なセットを生成する。これは、ここで説明する１つの例示的なアプリケ
ーションから明かであるように、非常に望ましい特徴である。ｅブックの例を再び参照す
ると、ｅブックの出版者は、各々および全ての顧客について権利表記の新しいセットを生
成することは避けたいと思うであろう。それは、時間を無駄にするだけでなく煩わしいで
あろう。１つの可能な解決法であり、変更プロセス段階１２０の中の拡張可能な領域は、
出版者が生成プロセス段階１１０の間に権利表記を生成し、しかし実施可能な権利の１つ
のセットを他のセットから区別する重要なデータを残しておくことである。そのような重
要なデータは、たとえば、ｅブックの使用を認証された本人を識別するキーであってもよ
い。本人が指名された権利表記の中のロケーションは、データが権利表記とマージされる
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ことを可能にし、その結果、実施可能な権利表記を生じる、プレースホルダまたは「トー
クン」を含むことができる。
【００５６】
　具体的には、図６は、図３の権利表記ライフサイクル１００における権利表記変更プロ
セス段階１２０の１つの例を概略図３００で示す。図示された例では、マージ・データ３
０２は、本人、即ち、ｅブックの使用を認証された人物としての「ボブ」を識別するキー
であってよい。このキーは、不完全な権利表記、即ち権利テンプレート３０４とマージさ
れ、その結果ボブについて実施可能な権利３０６の完全なセットを生じる。たとえば、Ｘ
ｒＭＬ（商標）を使用して、権利テンプレート３０４の不完全な権利表記は、権利表記変
更プロセス１０２の間に、データ・マージに先立って以下のように設定されてよい。
【００５７】
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ＞
　　＜ｄｓｉｇ：ｋｅｙＶａｌｕｅ＞
　　　＜ｄｓｉｇ：ＲＳＡＫｅｙＶａｌｕｅ＞
　　　　＜ｃｇＸｒＭＬ：ＣＧＴＯＫＥＮ　ＴＯＫＥＮＮＡＭＥ＝“＜ｔｏｋｅｎＮａｍ
ｅ＞”／＞
　　　＜／ｄｓｉｇ：ＲＳＡＫｅｙＶａｌｕｅ＞
　　＜／ｄｓｉｇ：ｋｅｙＶａｌｕｅ＞
　＜/ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ＞

　一度、キー・データが権利テンプレート３０４とマージされると、結果の実施可能な権
利３０６は次の設定に類似したものとなる。
【００５８】
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ＞
　　＜ｄｓｉｇ：ｋｅｙＶａｌｕｅ＞
　　　＜ｄｓｉｇ：ＲＳＡＫｅｙＶａｌｕｅ＞
　　　　＜ｄｓｉｇ：Ｍｏｄｕｌｕｓ＞
Ｉｄｖｙｐｊａｄ７ＸｏａＹｈｕ９ｔＸＡＹＸａＥＮｆ８ｌｉ０ＶｖＷＨＢＸｖｓ５ｎＧ
ｌｙＳｗ７ｅｘｕＤＯｖ２ｏｌｑｎＮａｐＨｔｚ９ＯｖｉｕｐＺＲＱ／ｎＥａ１ｉ＋６Ｔ
ＳＲｕＧｓｗ＝＝
　　　　＜／ｄｓｉｇ：Ｍｏｄｕｌｕｓ＞
　　　＜／ｄｓｉｇ：ＲＳＡＫｅｙＶａｌｕｅ＞
　　＜／ｄｓｉｇ：ｋｅｙＶａｌｕｅ＞
　＜／ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ＞
　図７は、権利表記ライフサイクル１００の権利表記変更プロセス段階１２０の間に権利
表記を変更する他の例示的方法を示す概略図３３０である。具体的には、概略図３３０は
、中へデータをマージすることを可能にするトークンを含む、トークン化された権利表記
３３２を示す。本例では、トークン化された権利表記３３２の中に現れている「＜ｃｇＸ
ｒＭＬ：ＣＧＴＯＫＥＮ　ＴＯＫＥＮＮＡＭＥ＝”＜ｔｏｋｅｎＮａｍｅ＞”／＞」と読
める行は、権利の実施可能なセットが形成される前に、この行の全体が何らかの実際のデ
ータで置換されるべきことを示す。トークン化された権利表記３３２の中のトークンの置
換値は、置換値表記３３４の中で提供され、置換値表記３３４は、トークン化権利表記３
３２の中のトークンと置換される。その結果、現在の例では権利の実施可能なセットであ
る権利表記３３６を生じる。
【００５９】
　他の実施形態では、権利表記が変更プロセス段階１２０の間に変更できる他の方法は、
ディジタル署名要件を適用することである。ディジタル署名は、多くの場合、コンテンツ
が改竄されなかったことを保証するために使用される。署名は、それに署名した人物を識
別するためだけでなく、内部のデータの完全性を保証するために使用することができる。
ディジタル署名は、多くの場合、権利マネジメント・システムの重要な部分であるが、強
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制的なものではなく、ディジタル署名（たとえば、Ｗ３ＣのＤＳＩＧ標準）の使用は、シ
ステム・アプリケーションに要求されるセキュリティ・レベルに依存する。もちろん、権
利表記は、権利表記の内容が改竄されなかったことを保証するため、そのようなディジタ
ル署名を要求するように変更されてよい。
【００６０】
　認証プロセス段階１３０は、図３の権利表記ライフサイクル１００の中で最も複雑なプ
ロセス段階であり、ここで説明される１つの実施形態では、一定の使用権を行使するリク
エストを、所与の許諾の中で規定された実施可能な権利のセットと照合する。本実施形態
に従った認証プロセス段階１３０は、許諾の確認、許諾の解決、および許諾の照合を含む
様々なサブプロセスを包含する。
【００６１】
　図８は、１つの実施形態に従った権利表記ライフサイクル１００の例示的な権利表記認
証プロセス段階１３０を図示する概略フローチャート４００である。図示されるように、
フローチャート４００では、実施可能な許諾４０２およびリクエスト４０４が、認証プロ
セス段階１３０で使用される。リクエスト４０４は、所望の行使する権利４０５、行使す
る本人４０６の識別情報、およびディジタル・リソース４０７に関する情報を含んでよい
。現在の実施形態の認証プロセス段階１３０は、許諾の評価４１０、許諾の解決４２０、
許諾の照合４３０のサブプロセスを含み、これらの各々について、以下で更に詳細に説明
する。認証プロセス段階１３０の結果は、リクエスト４０４が認証される４７０か、条件
付きで認証される４８０か、認証されない４９０かである。もちろん、ここで説明される
権利表記認証プロセス段階１３０およびサブプロセスは単なる例であり、プロセスは変更
または修正されてよいことを理解されたい。たとえば、認証プロセス段階１３０のサブプ
ロセスは、以下で詳細に説明される図８から図１０までとは異なったプロセス順序および
ステップを有するように変更されてよい。更に、サブプロセスの各々は、単なる例であり
、図示されたものとは異なったプロセス順序およびステップを有するように変更されてよ
い。したがって、本発明は、図示された例に限定されるように解釈されてはならない。
【００６２】
　許諾の評価４１０のサブプロセスは、許諾４０２の重要な要素を検証する一連のタスク
を実行し、重要な要素には、ディジタル署名、発行者本人、ディジタル・リソース、およ
び行使する権利が含まれるが、それらに限定されない。許諾の評価４１０のサブプロセス
は、新しい構文および／または意味を有する権利表記を評価することができるように置換
可能なコンポーネントによって実行されてよい。図９は、図３の権利表記ライフサイクル
１００の認証プロセス段階１３０の中の、１つの例示的実施形態に従った許諾評価サブプ
ロセス４１０を示す概略図である。
【００６３】
　例示された実施形態において、許諾４０２およびリクエスト４０４は、リクエスト４０
４の様々な要素を許諾４０２と照合するため、要素照合ステップ４１２で評価される。言
い換えれば、要素照合ステップ４１２では、リクエスト４０４の中に設定された様々な照
合要素、たとえば、権利、ディジタル・リソース、ディジタル・アイデンティティ（本人
を識別するキーのような）が、許諾４０２の中で探索される。もし要素が一致しなければ
、ステップ４１６で、許諾４０２は無効とみなされる。上記の点に関して、本発明の権利
表記処理システム１０は、好ましくは、拡張可能性を達成するため様々な比較を実行でき
るプラグインを使用するように構成される。要素照合ステップ４５０およびこの機能を提
供するようにサポートするサブコンポーネントはプラグインとして実現されるので、新し
い要素の照合をサポートするために新しい照合機能を設計および実現することができる。
【００６４】
　もし要素が要素照合ステップ４１２で一致すれば、本例では、許諾の完全性が損なわれ
ていないことを検証するため許諾４０２のディジタル署名が評価される、署名評価ステッ
プ４１４が実行される。この署名評価ステップ４１４も、プラグイン・コンポーネントを
使用して実行されてよい。そのようなプラグイン・コンポーネントは、拡張可能性を最大
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にサポートするため、暗号およびメッセージ・ダイジェストのような、ディジタル署名の
評価および検証機能を実行する、プラグ可能コンポーネントを配置するように構成されて
よい。もし署名を検証できない場合、許諾４０２はステップ４１６で無効とみなされ、リ
クエストは、図３の認証ステップ１０３のステップ４９０で認証されない。もし署名を検
証できれば、本例のステップ４１８で、許諾４０２は有効とみなされる。
【００６５】
　図８を再び参照すると、一度、許諾４０２がステップ４１８で有効とみなされると、本
例では、リクエスト４０４の全ての可能な要素が許諾４０２の要素と一致することを確か
めるため、許諾解決４２０のサブプロセスが実行される。例示の実施形態の許諾解決４２
０のサブプロセスに含まれるステップは、図１０および図１１に示される。図１０を参照
すると、許諾解決４２０のサブプロセスは、要素の全ての順列が考慮される変形（ｍｕｔ
ａｔｉｏｎ）と照合ステップ４２２を含む。一例としての、変形と照合ステップ４２２の
更なる詳細は、図１１に示され、図１１では、許諾４０２およびリクエスト４０４の要素
が示される。図３、図１０、および図１１を参照すると、リクエスト４０４の要素は、変
形と照合ステップ４２２の間に展開され、変分およびその変形が要素セット４２４の中に
提供される。もし一致が発見されなければ、ステップ４２７で解決が提供されず、また、
権利表記ライフサイクル１００の認証プロセス段階１３０のステップ４９０で、リクエス
ト４０４が認証されない。もし可能な一致が発見されるならば、以下で説明されるように
、インスタンス・データ結合（バインド）ステップ４２６が実行される。
【００６６】
　本例のインスタンス・データ結合ステップ４２６において、要素セット４２４として設
定されたリクエスト４０４の要素の変分および変形の中で許諾４０２の１つまたは複数の
要素と一致するものが、インスタンス・データに基づいて結合され、照合および結合要素
セット４２８へ分離される。図１１の例示の実施形態で示されるように、許諾４０２は、
許諾される本人が、その識別情報に文字「Ａ」を有する人物、次に「ボブ（Ｂｏｂ）」と
して識別される人物、次に識別情報に文字「Ｃ」を有する人物を含むようにリストされた
要素を有するかも知れない。リクエスト４０４は、行使する本人を、「アリス（Ａｌｉｃ
ｅ）」、次に「ボブ（Ｂｏｂ）」、次に「チャールズ（Ｃｈａｒｌｅｓ）」のリストとし
て有するかも知れない。結果として提供される、組み合わせ可能なリクエスト４０４の要
素の順列は、要素セット４２４で示される。注意すべきは、要素セット４２４が、アリス
、ボブ、およびチャールスの全ての可能な順列のセットではないことである。要素セット
４２４は、ボブが第２の位置にある可能な組み合わせのみを含む。なぜなら、ボブは、変
数要素ではなく、許諾４０２で設定されるように第２の位置で提供されなければならない
からである。本例では、インスタンス・データ結合ステップ４２６の間に、要素セット４
２４の中に設定された各々の可能な組み合わせが、許諾４０２の中に設定された権利表記
「全てのＡ」、「ボブ（Ｂｏｂ）」、および「全てのＣ」に対して評価され、組み合わせ
および結合セット４２８を生成し、これは結合された解決４２９として示される。
【００６７】
　注意すべきこととして、説明された許諾解決４２０の例示的サブプロセスは、許諾４０
２の要素が、認証のために解決される変数を必ずしも必要としないことである。許諾解決
４２０のサブプロセスは、変数の解決を必要としない許諾へ同じように適用されてよい。
更に注意すべきこととして、好ましい実施形態では、前述した変形と照合４２２並びにイ
ンスタンス・データ結合４２６のサブプロセスを実行するために使用されるコンポーネン
トは、好ましくは、新しい権利表記の拡張をサポートするために置換または付加すること
のできるプラグイン・コンポーネントとして実現される。
【００６８】
　図８の例示的な実施形態を再び参照すると、許諾照合サブプロセス４３０が次に実行さ
れる。許諾照合サブプロセス４３０は、組み合わせおよび結合セット４２８の各々の要素
を、評価された、即ち、許諾４０２から取り出され結合および完全に解決された許諾と照
合する。許諾は、全ての変数および表記が、許諾４０２からのデータでインスタンス化さ
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れ評価されたとき、結合および完全に解決されたとされる。もし許諾４０２と組み合わせ
および結合セット４２８との間に一致する要素が存在しなければ、リクエストは、図３で
示される権利表記ライフサイクル１００の認証ステップ１０３のステップ４９０で認証さ
れない。もちろん、許諾照合サブプロセス４３０からの結果は、許諾４０２の要素と完全
に一致する１つまたは複数の要素を含むこともある。そのような場合、リクエストは、そ
れに従って認証される。たとえば、もしリクエスト４０４の一致する要素および許諾４０
２が条件を与えなければ、ステップ４７０で示されるように、認証は無条件で発行される
。しかし、もし許諾４０２が条件を与えれば、ステップ４８０で示されるように、条件付
き認証が行われる。
【００６９】
　ここで再び、留意すべきことは、図８の前述したプロセス、および図９並びに図１０の
サブプロセスは、単なる例として提供され、他の実施形態では修正または変更されて、図
示および説明されたものとは異なったプロセス順序およびステップを有してよいことであ
る。たとえば、認証プロセス段階１３０において、署名評価ステップ４１４を有する許諾
評価サブプロセス４１０は、認証プロセス段階１３０の任意の時点、たとえば、許諾解決
サブプロセス４２０および／または許諾照合サブプロセス４３０の前または後に実行され
てよい。もちろん、他の実施形態でも、プロセスおよびサブプロセスに対して他の変更が
行われてよい。
【００７０】
　図３を再び参照すると、権利表記ライフサイクル１００の確認プロセス段階１０４は、
図１および図２について説明したように、バリデータ２０に、権利表記１０４の中で識別
されたディジタル・リソースの消費を許す前に、権利表記１０４の中で設定された条件の
満足を検証することを要求する。したがって、付録Ａで設定されたＸｒＭＬ（商標）ライ
センス５０のｅブックの例を参照すると、ｅブックの使用に課される条件付きの権利表記
は、ユーザのディジタル・キーの検証および２５．９９ドルの支払いである。これらの条
件の双方は、関連づけられた権利がユーザへ許諾される前に確認されなければならない。
要求される支払いを定義する付録ＡのＸｒＭＬ（商標）ライセンス５０の部分は、次のと
おりである。
【００７１】
　＜ｓｘ：ｆｅｅ＞
　　＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＦｌａｔ＞
　　　＜ｓｘ：ｒａｔｅ　ｃｕｒｒｅｎｃｙ＝“ＵＳＤ”＞２５．９９＜／ｓｘ：ｒａｔ
ｅ＞
　　　＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＲｅｃｏｒｄ＞
　　　　＜ｓｘ：ｓｔａｔｅＲｅｆｅｒｅｎｃｅ＞
　　　　　＜ｕｄｄｉ＞
　　　　　　＜ｓｅｒｖｉｃｅＫｅｙ＞
　　　　　　　＜ｕｕｉｄ＞Ｄ０４９５１Ｅ４－３３２Ｃ－４６９３－Ｂ７ＤＢ－Ｄ３Ｄ
１Ｄ１Ｃ２０８４４＜／ｕｕｉｄ＞
　　　　　　＜／ｓｅｒｖｉｃｅＫｅｙ＞
　　　　　＜／ｕｄｄｉ＞
　　　　＜／ｓｘ：ｓｔａｔｅＲｅｆｅｒｅｎｃｅ＞
　　　＜／ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＲｅｃｏｒｄ＞
　　＜／ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＦｌａｔ＞
　＜／ｓｘ：ｆｅｅ＞
　この例で、バリデータ２０は、確認プロセス段階１４０の間に、サービス・キーの下位
要素で指定された識別子「Ｄ０４９５１Ｅ４－３３２Ｃ－４６９３－Ｂ７ＤＢ－Ｄ３Ｄ１
Ｄ１Ｃ２０８４４」を使用して、好ましい支払いサービスによって２５．９９ドルの料金
を処理する。一度、支払いが認証されると、バリデータ２０は、肯定的な結果を返し、許
諾の条件の遵守を表示する。一度、全ての他の条件が同じようにしてバリデータ２０によ
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って確認されると、許諾の中で設定された関連の権利はユーザへ許諾される。付録Ａで設
定された例示的なライセンス５０において、権利は次のとおりである。
【００７２】
　＜！－－再生（閲覧）する権利が許諾される－－＞
　　＜ｇｒａｎｔ＞
　　　＜ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　＜ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　　＜ｃｘ：ｎｏｎＳｅｃｕｒｅＩｎｄｉｒｅｃｔ　ＵＲＩ＝“ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｃｏｎｔｅｎｔｇｕａｒｄ．ｃｏｍ／ｓａｍｐｌｅｓ／ｅＢｏｏｋ”　Ｔｙｐｅ＝
“ＵＲＬ”　／＞
　　　　＜／ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　＜／ｃｘ：　ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　＜ｃｘ：ｐｌａｙ／＞
　＜／ｇｒａｎｔ＞

　＜！－－印刷する権利が許諾される－－＞
　　＜ｇｒａｎｔ＞
　　　＜ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　＜ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　　＜ｃｘ：ｎｏｎＳｅｃｕｒｅＩｎｄｉｒｅｃｔ　ＵＲＩ＝“ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｃｏｎｔｅｎｔｇｕａｒｄ．ｃｏｍ／ｓａｍｐｌｅｓ／ｅＢｏｏｋ”　Ｔｙｐｅ＝
“ＵＲＬ”　／＞
　　　　＜／ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　＜／ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　＜ｃｘ：ｐｒｉｎｔ／＞
　＜／ｇｒａｎｔ＞

　＜！－－複写する権利が許諾される－－＞
　　＜ｇｒａｎｔ＞
　　　＜ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　＜ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　　＜ｃｘ：ｎｏｎＳｅｃｕｒｅＩｎｄｉｒｅｃｔ　ＵＲＩ＝“ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｃｏｎｔｅｎｔｇｕａｒｄ．ｃｏｍ／ｓａｍｐｌｅｓ／ｅＢｏｏｋ”　Ｔｙｐｅ＝
“ＵＲＬ”／＞
　　　　＜／ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　＜／ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　＜ｃｘ：ｃｏｐｙ／＞
　　＜／ｇｒａｎｔ＞
　＜／ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞
　上記の説明によって、本発明の１つの実施形態に従った権利表記処理システムは、文法
ベースの権利表記を生成、変更、認証、および確認するために使用される新規および有利
なシステムを提供することが明かであろう。説明されたように、権利表記処理システムは
、拡張可能ポイントを備えた拡張可能アーキテクチャによって実現されてよく、拡張可能
アーキテクチャは、権利表記の意味または文法を変更することなく、新しい構文の付加を
可能にし、新しい権利表記への適応を可能にする。この拡張可能性は、インタープリタお
よびバリデータのような権利表記処理システムのコンポーネントを、プラグイン・コンポ
ーネントとして実現するのが好ましい。
【００７３】
　本発明に従った様々な実施形態が図示および説明されたが、本発明はそれらに限定され
ないことを理解されたい。本発明は、当業者によって変更、修正、および応用されてよい
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。したがって、本発明は、これまでに図示および説明された詳細部分に限定されず、添付
の請求項および法的な相当物によって規定されるような全ての変更および修正を含む。

付録Ａ

　対象「ｅブック」を閲覧、印刷、および複写する無制限の権利を、本人またはその他の
認証された人物へ２５．９９ドルの均一料金で許諾する例示的な権利表記。（ライセンス
５０）
【００７４】
　＜ｌｉｃｅｎｓｅ＞
　　＜ｇｒａｎｔ＞
　　　＜ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞
　　　　＜ｄｓｉｇ：ｋｅｙＶａｌｕｅ＞
　　　　　＜ｄｓｉｇ：ＲＳＡＫｅｙＶａｌｕｅ＞
　　　　　　＜ｄｓｉｇ：Ｍｏｄｕｌｕｓ＞
Ｉｄｖｙｐｊａｄ７ＸｏａＹｈｕ９ｔＸＡＹＸａＥＮｆＳ８ｌｉ０ＶｖＷＨＢＸｖｓ５ｎ
ＧｌｙＳｗ７ｅｘｕＤＯｖ２ｏｌｑｎＮａｐＨｔｚ９ＯｖｉｕｐＺＲＱ／ｎＥａ１ｉ＋６
ＴＳＲｕＧｓｗ＝＝
　　　　　　＜ｄｓｉｇ：Ｍｏｄｕｌｕｓ＞
　　　　　＜／ｄｓｉｇ：ＲＳＡＫｅｙＶａｌｕｅ＞
　　　　＜／ｄｓｉｇ：ｋｅｙＶａｌｕｅ＞
　　　＜／ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ＞
　　　＜！－－再生（閲覧）する権利が許諾される－－＞
　　　＜ｇｒａｎｔ＞
　　　　＜ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　　＜ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　　　＜ｃｘ：ｎｏｎＳｅｃｕｒｅＩｎｄｉｒｅｃｔ　ＵＲＩ＝“ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｃｏｎｔｅｎｔｇｕａｒｄ．ｃｏｍ／ｓａｍｐｌｅｓ／ｅＢｏｏｋ”　Ｔｙｐｅ
＝“ＵＲＬ”　／＞
　　　　　＜／ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　＜／ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　＜ｃｘ：ｐｌａｙ／＞
　　　＜／ｇｒａｎｔ＞
　　　＜！－－印刷する権利が許諾される－－＞
　　　＜ｇｒａｎｔ＞
　　　　＜ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　　＜ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　　　＜ｃｘ：ｎｏｎＳｅｃｕｒｅＩｎｄｉｒｅｃｔ　ＵＲＩ＝“ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｃｏｎｔｅｎｔｇｕａｒｄ．ｃｏｍ／ｓａｍｐｌｅｓ／ｅＢｏｏｋ”　Ｔｙｐｅ
＝“ＵＲＬ”　／＞
　　　　　＜／ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　＜／ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　＜ｃｘ：ｐｒｉｎｔ＞
　　　＜／ｇｒａｎｔ＞
　　　＜！－－複写する権利が許諾される－－＞
　　　＜ｇｒａｎｔ＞
　　　　＜ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　　＜ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　　　＜ｃｘ：ｎｏｎＳｅｃｕｒｅＩｎｄｉｒｅｃｔ　ＵＲＩ＝“ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ｃｏｎｔｅｎｔｇｕａｒｄ．ｃｏｍ／ｓａｍｐｌｅｓ／ｅＢｏｏｋ”　Ｔｙｐｅ
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＝“ＵＲＬ”　／＞
　　　　　＜／ｃｘ：ｌｏｃａｔｏｒ＞
　　　　＜／ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＷｏｒｋ＞
　　　　＜ｃｘ：ｃｏｐｙ／＞
　　　＜／ｇｒａｎｔ＞
　　＜／ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞

　　＜ｓｘ：ｆｅｅ＞
　　　＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＦｌａｔ＞
　　　　＜ｓｘ：ｒａｔｅ　ｃｕｒｒｅｎｃｙ＝“ＵＳＤ”＞２５．９９＜／ｓｘ：ｒａ
ｔｅ＞
　　　　＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＲｅｃｏｒｄ＞
　　　　　＜ｓｘ：ｓｔａｔｅＲｅｆｅｒｅｎｃｅ＞
　　　　　　＜ｕｄｄｉ＞
　　　　　　　＜ｓｅｒｖｉｃｅＫｅｙ＞
　　　　　　　　＜ｕｕｉｄ＞Ｄ０４９５１Ｅ４－３３２Ｃ－４６９３－Ｂ７ＤＢ－Ｄ３
Ｄ１Ｄ１Ｃ２０８４４＜／ｕｕｉｄ＞
　　　　　　　＜／ｓｅｒｖｉｃｅＫｅｙ＞
　　　　　　＜／ｕｄｄｉ＞
　　　　　＜／ｓｘ：ｓｔａｔｅＲｅｆｅｒｅｎｃｅ＞
　　　　＜／ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＲｅｃｏｒｄ＞
　　　＜／ｓｘ：：ｐａｙｍｅｎｔＦｌａｔ＞
　　＜／ｓｘ：ｆｅｅ＞
　＜／ｇｒａｎｔ＞

【図１】 【図２】
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