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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録機器と、再生機器と、固有情報を保持する外部記憶媒体と、を有する記録再生シス
テムであって、前記記録機器は、
　前記外部記憶媒体の固有情報と、コンテンツの識別情報と、を対応付けられたコンテン
ツを記録する記録手段と、
　前記識別情報を前記外部記憶媒体に書き込む書込手段と、
　前記外部記憶媒体から前記固有情報と、前記識別情報と、を読み出す読出手段と、読み
出した前記識別情報が示すコンテンツの配信を要求する配信要求を作成する再生機器制御
手段と、を有する前記再生機器から送信された、前記配信要求および前記読出手段が読み
出した前記固有情報、を受信し、
　前記配信要求が示すコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情報と、前記再生機器
から送信された前記固有情報と、が一致する場合に、前記固有情報に対応付けて記録され
た前記コンテンツを、前記再生機器に送信する、記録機器制御手段と、
　を有することを特徴とする記録再生システム。
【請求項２】
　記録機器と、再生機器と、固有情報を保持する外部記憶媒体と、を有する記録再生シス
テムに用いられる記録機器において、
　前記外部記憶媒体の固有情報と、コンテンツの識別情報と、を対応付けられたコンテン
ツを記録する記録手段と、
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　前記識別情報を前記外部記憶媒体に書き込む書込手段と、
　前記外部記憶媒体から前記固有情報と、前記識別情報と、を読み出す読出手段と、読み
出した前記識別情報が示すコンテンツの配信を要求する配信要求を作成する再生機器制御
手段と、を有する前記再生機器から送信された、前記配信要求および前記読出手段が読み
出した前記固有情報、を受信し、
　前記配信要求が示すコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情報と、前記再生機器
から送信された前記固有情報と、が一致する場合に、前記固有情報に対応付けて記録され
た前記コンテンツを、前記再生機器に送信する、記録機器制御手段と、
　を有することを特徴とする記録機器。
【請求項３】
　記録機器と、再生機器と、固有情報を保持する外部記憶媒体と、を有する記録再生シス
テムに用いられる再生機器において、
　前記外部記憶媒体の固有情報と、コンテンツの識別情報と、を対応付けられたコンテン
ツを記録する記録手段と、前記外部記憶媒体の固有情報と前記識別情報とを対応付けて前
記記録手段に記録させる手段と、を有する前記記録機器が前記外部記憶媒体に書き込んだ
前記識別情報を、前記外部記憶媒体から読み出す読出手段と、
　読み出した前記識別情報が示すコンテンツの配信を要求する配信要求を作成し、
　前記記録機器に前記配信要求と、前記読出手段が読み出した前記固有情報と、を送信し
、
　送信した前記配信要求が配信を要求するコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情
報と、前記送信した固有情報と、が一致する場合に前記記録機器から送信される前記固有
情報に対応付けて記録された前記識別情報が示すコンテンツを受信する、再生機器制御手
段と、
　を有することを特徴とする再生機器。
【請求項４】
　記録機器と、再生機器と、固有情報を保持する外部記憶媒体と、を有する記録再生シス
テムであって、
　前記記録機器は、
　前記外部記憶媒体の固有情報と、コンテンツの識別情報と、を対応付けられたコンテン
ツを記録する記録手段と、
　前記識別情報を前記外部記憶媒体に書き込む書込手段と、
　前記再生機器から送信された、配信要求と前記外部記憶媒体の固有情報とを受信し、前
記配信要求が示すコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情報と、前記再生機器から
受信した前記外部記憶媒体の前記固有情報と、が一致する場合に前記固有情報と対応付け
て記録された前記識別情報が示すコンテンツを前記再生機器に送信する、記録機器制御手
段と、を有し、
　前記再生機器は、
　前記外部記憶媒体の前記固有情報と、前記識別情報と、を前記外部記憶媒体から読み出
す読出手段と、
　読み出した前記識別情報が示すコンテンツの配信を要求する前記配信要求を作成し、前
記記録機器に前記配信要求と、前記読出手段が読み出した前記固有情報と、を送信する、
再生機器制御手段と、
　送信した前記配信要求が配信を要求するコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情
報と、前記送信した固有情報と、が一致する場合に前記記録機器から送信される前記固有
情報に対応付けて記録された前記識別情報が示すコンテンツを受信する、再生機器制御手
段と、を有す
　ことを特徴とする記録再生システム。
【請求項５】
　請求項４に記載の記録再生システムであって、
　前記記録機器は、
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　記録したコンテンツと対応付けて記録された前記固有情報と、前記外部記憶媒体から読
み取った前記固有情報と、が一致する場合に、前記記録したコンテンツを再生する手段を
有し、
　前記再生機器は、
　前記記録したコンテンツと対応付けて記録された前記固有情報と、前記外部記憶媒体か
ら読み取った前記固有情報と、が一致する場合、前記コンテンツを記憶する記憶手段を有
す、ことを特徴とする記録再生システム。
【請求項６】
　請求項４または請求項５に記載の記録再生システムであって、
　前記記録機器は、
　前記識別情報を、前記再生機器に送信する手段を有し、
　前記再生機器は、
　前記送信された前記識別情報を受信する手段と、
　前記再生機器に接続された前記外部記憶媒体に、前記受信した識別情報を書き込む手段
と、を有することを特徴とする記録再生システム。
【請求項７】
　請求項４から請求項６のいずれかに記載の記録再生システムであって、
　前記記録機器は、
　前記コンテンツに対して、前記固有情報を用いた暗号処理を施す手段を有し、
　前記再生機器は、
　前記暗号処理を施されたコンテンツに対して、前記固有情報を用いた復号処理を施す手
段を有す、ことを特徴とする記録再生システム。
【請求項８】
　請求項４から請求項７のいずれかに記載の記録再生システムであって、
　前記記録機器制御手段は、前記配信要求が配信を要求するコンテンツを前記再生機器に
送信する場合に、該コンテンツの再生機能を実装したプログラムを、前記再生機器に送信
し、
　前記再生機器制御手段は、前記記録機器から受信した前記プログラムを利用して、前記
記録機器から送信された前記コンテンツを再生することを特徴とする記録再生システム。
【請求項９】
　記録機器と、再生機器と、固有情報を保持する外部記憶媒体と、を有する記録再生シス
テムに用いられる記録機器において、
　前記外部記憶媒体の固有情報と、コンテンツの識別情報と、を対応付けられたコンテン
ツを記録する記録手段と、
　前記識別情報と、前記記録機器のネットワークアドレスを含む通信情報と、を前記外部
記憶媒体に書き込む書込手段と、
　前記外部記憶媒体から前記固有情報と、前記通信情報と、前記識別情報と、を読み出す
読出手段と、読み出した前記識別情報が示すコンテンツの配信を要求する配信要求を作成
する再生機器制御手段と、を有する前記再生機器から前記通信情報が示す前記記録機器の
ネットワークアドレスに送信された、前記配信要求および前記読出手段が読み出した前記
固有情報、を受信し、
　前記配信要求示すコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情報と、前記再生機器か
ら送信された前記固有情報と、が一致する場合は、前記固有情報に対応付けて記録された
前記コンテンツを、前記再生機器に送信する、記録機器制御手段と、
　を有することを特徴とする記録機器。
【請求項１０】
　記録機器と、前記再生機器と、固有情報を保持する外部記憶媒体と、を有する記録再生
システムに用いられる再生機器において、
　前記外部記憶媒体の固有情報と、コンテンツの識別情報と、を対応付けられたコンテン
ツを記録する記録手段と、前記外部記憶媒体の固有情報と前記識別情報とを対応付けて前
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記記録手段に記録させる手段と、を有する前記記録機器が前記外部記憶媒体に書き込んだ
前記識別情報と、前記記録機器のネットワークアドレスを含む通信情報と、を前記外部記
憶媒体から読み出す読出手段と、
　読み出した前記識別情報が示すコンテンツの配信を要求する配信要求を作成し、
　読み出した前記通信情報が示す前記記録機器のネットワークアドレスに前記配信要求と
、読み出した前記固有情報と、を送信し、
　送信した前記配信要求が示すコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情報と、前記
送信した固有情報と、が一致する場合に送信される前記固有情報に対応付けて記録された
コンテンツを受信する、再生機器制御手段と、
　を有することを特徴とする再生機器。
【請求項１１】
　記録機器と、再生機器と、固有情報を保持する外部記憶媒体と、を有する記録再生シス
テムであって、
　前記記録機器は、
　前記外部記憶媒体の固有情報と、コンテンツの識別情報と、を対応付けられたコンテン
ツを記録する記録手段と、
　前記識別情報と、前記記録機器のネットワークアドレスを含む通信情報と、を前記外部
記憶媒体に書き込む書込手段と、
　前記再生機器から送信された配信要求と前記外部記憶媒体の固有情報とを受信し、前記
配信要求が示すコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情報と、前記再生機器から受
信した前記外部記憶媒体の前記固有情報と、が一致する場合に前記固有情報と対応付けて
記録されたコンテンツを前記再生機器に送信する記録機器制御手段と、を有し、
　前記再生機器は、
　前記外部記憶媒体の前記固有情報と、前記識別情報と、前記通信情報と、を前記外部記
憶媒体から読み出す読出手段と、
　読み出した前記識別情報が示すコンテンツの配信を要求する前記配信要求を作成し、前
記通信情報が示す前記記録機器の前記ネットワークアドレスに前記読み出した固有情報と
、前記配信要求と、を送信する、再生機器制御手段と、
　送信した前記配信要求が配信を要求するコンテンツに対応付けて記憶された前記固有情
報と、前記送信した固有情報と、が一致する場合に送信される前記配信要求が要求するコ
ンテンツを受信する、を有す、
　ことを特徴とする記録再生システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、使い勝手よく別機器でコンテンツを再生するための記録・再生装置及びシス
テムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来は、ディジタルコンテンツの不正コピーを防ぎつつも、複数の端末による一時的な
コンテンツデータの共有を実現するために、通信手段を備えた情報端末及び暗号化を解く
鍵を格納した外部記憶手段を設け、情報端末に記録された暗号化データを参照する際に、
外部記憶手段に記録した暗号化を解くための鍵を、一旦情報端末の記憶手段にコピーし、
そのコピーした鍵を用いてデータを復号する回数を制限する構成としている（例えば、特
許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開2002-190795号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　上記のような技術では、コンテンツの再生回数が制限されるため、例えばハードディス
ク記録装置付きのテレビ放送受信機のように、放送されたコンテンツを受信機において保
存し、受信者が回数の制限なく再生するという使い方に対応できない。
  また、上記のような技術では、コンテンツの再生回数を制限できても複製が可能である
ため、コンテンツの複製が一度のみに制限されている地上デジタル放送の受信機などのよ
うに、受信後に保存したコンテンツデータを他の機器に対して転送する際に、その転送処
理がコンテンツの複製に当らないよう、保存してあるデータを消去することなどが求めら
れる機器には、適用できない。
  また、利用者が、手元にある機器に格納していないコンテンツデータをネットワーク経
由で入手して再生する場合には、どのようなコンテンツがどの機器に格納してありどうや
って通信するか、といった情報を得る必要があり、使い勝手が悪かった。
  本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、ディジタルコンテ
ンツの著作権を保護しつつ、使い勝手よく別機器でコンテンツを再生する仕組みを提供す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記の課題を解決するため、本発明では、ディジタルコンテンツを記録し、他の機器に
送信する記録・送信機器（または記録機器）と、この記録・送信機器からのコンテンツデ
ータを受信し、再生する受信・再生機器（または再生機器）と、固有情報（固有番号）を
保持し、持ち運び可能な外部記憶媒体とからなるシステムを用いる。
  記録・送信機器は、外部記憶媒体の固有情報を読み取って格納しておき、受信・再生機
器からのコンテンツ配信要求を受けた際に、受信・再生機器から受信した固有情報が、格
納してある固有情報と一致するか否かを確認する。固有情報が一致した場合は、受信・再
生機器に対してコンテンツを配信し、一致しなかった場合は配信しない。
【０００６】
　また、本発明では、コンテンツは、外部記憶媒体が保持する鍵情報によって復号化され
るように暗号化されて配信される。記録・送信機器は、自機器上に再生手段を保持してい
る場合は、自機器に外部記憶媒体が接続している間のみ、記録しているコンテンツを再生
する。また、受信・再生機器は、自機器上に記録手段を保持している場合は、自機器に外
部記憶媒体が接続している間のみ、記録している暗号化されたコンテンツを復号して再生
することができる。
  また、本発明では、記録・送信機器は、自機器内に記録しているコンテンツの番号・名
称・長さ・品質・ダイジェストなどのコンテンツ情報と、自機器との通信に必要なアドレ
ス・暗号鍵などの通信用情報を、外部記憶媒体に格納する。受信・再生機器は、接続した
外部記憶媒体が保持するこれらのコンテンツ情報を表示し、利用者が選択したコンテンツ
の配信要求を、通信用情報を用いて記録・送信機器に送る。
  また、本発明では、記録・送信機器が、コンテンツと共に、コンテンツの再生機能を実
装したコンポーネント形式のプログラムを受信・再生機器に送信し、受信・再生機器は、
このプログラムを用いてコンテンツを再生可能な状態にする。
【０００７】
　本発明によれば、外部記憶媒体の固有情報を用いた確認により、コンテンツデータの配
信先の機器が外部記憶媒体と接続しているか否かが分かる。このため、記録・送信機器は
、登録してある固有情報をもつ外部記憶媒体が接続している受信・再生機器にのみ、コン
テンツデータを配信することができる。
  また、本発明によれば、記録・送信機器に再生手段があり、受信・再生機器に記録手段
がある場合においても、同一コンテンツの再生は、外部記憶媒体が接続されているどちら
か片方の機器に限られる。このため、実際には暗号化されたコンテンツが両機器に記録さ
れていたとしても、実質的にはコンテンツを複製していないのと同じこととなる。
  また、本発明によれば、利用者にはあたかも外部記憶媒体内にコンテンツデータが格納
されているように見え、実際の格納先を気にすることなく再生させて視聴することができ
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る。
【０００８】
　また、本発明によれば、コンテンツの再生機能をコンポーネント形式のプログラムで実
装しており、他の機器が受け取って利用することができる。このため、受信・再生機器は
、対応していない符号化方式のコンテンツであっても、再生することができる。また、受
信・再生機器が、外部記憶媒体が接続されている場合にのみコンテンツを再生するという
機能を実装していなくても、前期プログラムを利用して実現することができる。
  以上のように、本発明によれば、ディジタルコンテンツの著作権を保護しつつ、使い勝
手よく別機器でコンテンツを再生する仕組みを提供することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、使い勝手よくコンテンツを再生する仕組み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】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００１１】
　以下、本発明の実施例１について説明する。
  まず、本実施例におけるシステムの構成概要について、図１を用いて説明する。
  図１において、１は記録・送信機器、２は受信・再生機器、３は外部記憶媒体、４はネ
ットワークである。
  記録・送信機器１は、放送されたコンテンツを受信して記録し、他の機器に配信する機
能を持つ電子機器である。また、記録・送信機器１は、受信・再生機器２とネットワーク
４を介して通信する機能と、外部記憶媒体３と接続してデータを読み書きする機能を持つ
。記録・送信機器１の例としては、自宅の居間に設置してある、ハードディスク記録装置
付きのテレビ放送受信機、テレビ放送受信機能付きのPC（Personal Computer）などがあ
る。
【００１２】
　受信・再生機器２は、利用者が再生を希望するコンテンツの配信要求を、記録・送信機
器１に送信し、記録・送信機器１から送信されたコンテンツを受信し、再生する機能を持
つ電子機器である。また、受信・再生機器２は、記録・送信機器１とネットワーク４を介
して通信する機能と、外部記憶媒体３と接続してデータを読み書きする機能を持つ。受信
・再生機器２の例としては、自宅の寝室に設置してあるノートPC、友人宅の居間に設置し
てあるネットワーク通信対応テレビ、駅や空港に設置してあるキオスク端末などがある。
【００１３】
　外部記憶媒体３は、記録・送信機器１や受信・再生機器２から独立した記憶媒体である
。外部記憶媒体３の例としては、USBメモリ、ICカード、携帯電話などがある。
  ネットワーク４は、記録・送信機器１と受信・再生機器２との間にある通信路である。
ネットワーク４の例としては、インターネット、家庭内ネットワーク、社内ネットワーク
などがある。
【００１４】
　次に、本実施例における上記のシステムを構成する各機器が、保持し、互いに伝送する
情報について、図２を用いて説明する。
  記録・送信機器１は、コンテンツと、コンテンツ情報と、通信情報を保持する。コンテ
ンツ情報は、記録しているコンテンツの番号・名称・長さ・品質・ダイジェストデータな
ど、コンテンツを識別する情報とコンテンツの特徴を示す情報からなる。また、通信情報
は、機器番号・ネットワークアドレス・通信方式・暗号方式・暗号鍵など、他機器が自機
器とネットワーク通信する際に必要となる情報である。記録・送信機器１は、コンテンツ
情報と通信情報を、外部記憶媒体３に書き込み、IDを、外部記憶媒体３から読み込んでコ
ンテンツ情報と対応づけて保持する。
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【００１５】
　外部記憶媒体３は、固有識別子、すなわちIDを保持している。また、記録・送信機器１
に書き込まれたコンテンツ情報と通信情報を保持する。
  受信・再生機器２は、IDとコンテンツ情報と通信情報を、外部記憶媒体３から読み込む
。
  記録・送信機器１は、ID要求とコンテンツデータを、受信・再生機器２に送信し、受信
・再生機器２は、コンテンツ要求とIDを、記録・送信機器１に送信する。
【００１６】
　次に、本実施例における上記のシステムを構成する各機器の概略構成について図３を用
いて説明する。
  図３に示す様に本実施例の記録・送信機器１は、通信装置１１と、制御装置１２と、外
部記憶媒体管理装置１３と、放送受信装置１４と、記録装置１５とを有している。
  通信装置１１は、ネットワーク４を介して受信・再生機器２と通信を行う装置である。
  制御装置１２は、保持しているプログラムを実行し、記録・送信機器１全体の動作を制
御する装置である。放送受信装置１４が受信したコンテンツと、そのコンテンツ情報を、
記録装置１５に転送し、記録させる。また、コンテンツ情報と通信情報を、外部記憶媒体
管理装置１３に転送し、外部記憶媒体３に書き込ませる。また、外部記憶媒体管理装置１
３に、外部記憶媒体３のIDを読み込ませ、記録装置１５に転送して記録させて、コンテン
ツ情報と対応付けて管理する。また、通信装置１１が受信・再生機器２から受信したコン
テンツ要求に対し、ID要求を生成し、通信装置１１に転送して、受信・再生機器２に送信
させる。また、通信装置１１が受信・再生機器２から受信したIDに対し、記録装置１５に
記録してあるIDと一致するかどうか確認する。また、コンテンツにIDを用いた暗号処理を
施し、通信装置１１に転送して、受信・再生機器２に送信させる。また、コンテンツの再
生機能を実装したコンポーネント形式のプログラムを、通信装置１１に転送して、受信・
再生機器２に送信させる。
【００１７】
　外部記憶媒体管理装置１３は、接続された外部記憶媒体３と通信を行ない、外部記憶媒
体３のIDを読み取り、コンテンツ情報や通信情報を書き込む装置である。
  放送受信装置１４は、放送されているコンテンツを受信する装置である。
  記録装置１５は、コンテンツ、コンテンツ情報、通信情報、外部記憶媒体３のIDなどを
記録する装置である。記録装置１５の例としては、ディスク、テープ、半導体などがある
。
【００１８】
　また、図３に示す様に本実施例の受信・再生機器２は、通信装置２１と、制御装置２２
と、外部記憶媒体管理装置２３と、入力装置２４と、出力装置２５とを有している。
  通信装置２１は、ネットワーク４を介して記録・送信機器１と通信を行う装置である。
  制御装置２２は、保持しているプログラムを実行し、受信・再生機器２全体の動作を制
御する装置である。外部記憶媒体管理装置２３に、外部記憶媒体３が保持するコンテンツ
情報・通信情報・IDを読み込ませる。コンテンツ情報を出力装置２５に転送し、表示させ
る。入力装置２４から得た利用者の操作内容に従ってコンテンツ要求を生成し、通信装置
２１に転送して、記録・再生機器１に送信させる。通信装置２１が記録・再生機器１から
受信したID要求に対し、IDを通信装置２１に転送し、記録・再生機器１に送信させる。通
信装置２１が記録・再生機器１から受信した暗号化されたコンテンツを復号化し、出力装
置２５に転送して、表示させる。また、通信装置２１が記録・再生機器１から受信した、
コンテンツの再生機能を実装したコンポーネント形式のプログラムを用いてコンテンツを
再生可能な状態にし、出力装置２５に転送して、表示させる。
【００１９】
　外部記憶媒体管理装置２３は、接続された外部記憶媒体３と通信を行ない、外部記憶媒
体３が保持するコンテンツ情報・通信情報・IDを読み込む装置である。
  入力装置２４は、利用者が受信・再生機器２を操作するための装置である。入力装置２
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４の例としては、ボタン、スイッチ、キー、ダイアル、スティック、パッド、マウスなど
がある。
  出力装置２５は、コンテンツの情報、コンテンツの再生結果、受信・再生機器２の操作
に関する情報などを、利用者に対して表示する装置である。出力装置２５の例としては、
モニタ、ランプ、スピーカ、バイブレータなどがある。
【００２０】
　以下、本実施例において、外部記憶媒体３が接続されている場合の記録・送信機器１の
動作について、図４を用いて説明する。
  まず、放送受信装置１４は、放送されているコンテンツを受信し、記録装置１５は、受
信したコンテンツを記録する（ステップ１００１）。次に、制御装置１２は、受信したコ
ンテンツからコンテンツ情報を作成し、記録装置１５は、コンテンツ情報を記録する（ス
テップ１００２）。次に、外部記憶媒体管理装置１３は、接続している外部記憶媒体３の
IDを読み出し、記録装置１５は、読み出したIDを記録する（ステップ１００３）。次に、
外部記憶媒体管理装置１３は、記録装置１５に記録されているコンテンツ情報と通信情報
を、外部記憶媒体３に書き込む（ステップ１００４）。
【００２１】
　以下、本実施例において、利用者が、外部記憶媒体３を受信・再生機器２に接続して、
コンテンツを再生しようとする場合のシステムの動作について、図５を用いて説明する。
  まず、受信・再生機器２において、外部記憶媒体管理装置２３は、接続している外部記
憶媒体３が保持しているコンテンツ情報を読み出し、出力装置２５は、読み出したコンテ
ンツ情報を表示する（ステップ２００１）。次に、制御装置２２は、利用者の入力装置２
４の操作内容から、再生しようとしているコンテンツと、そのコンテンツを記録している
機器を特定する（ステップ２００２）。本実施例においては、コンテンツを記録している
機器は、記録・再生機器１である。次に、制御装置２２は、特定したコンテンツの配信要
求を生成し、通信装置２１は、生成した配信要求を記録・再生機器１に送信する（ステッ
プ２００３）。
【００２２】
　次に、記録・再生機器１において、制御装置１２は、配信を要求されたコンテンツが、
コピーフリーか否かを確認する（ステップ２００４）。コピーフリーコンテンツならば（
ステップ２００４のYes）、通信装置１１は、コンテンツを受信・再生装置２に送信する
（ステップ２０１０）。コピーフリーコンテンツでないならば（ステップ２００４のNo）
、制御装置１２は、ID要求を生成し、通信装置１１は、生成したID要求を受信・再生装置
２に送信する（ステップ２００５）。
  次に、受信・再生装置２において、外部記憶媒体管理装置２３は、接続している外部記
憶媒体３のIDを読み取り（ステップ２００６）、通信装置２１は、読み取ったIDを記録・
送信装置１に送信する（ステップ２００７）。なお、ステップ２００７で送信するIDは、
ステップ２００３において、配信要求と共に送信してもよい。この場合は、ステップ２０
０６のID読み取りはステップ２００３の前に行い、ステップ２００５は行わない。
【００２３】
　次に、記録・再生機器１において、制御装置１２は、通信装置１１において受信・再生
装置２から受信したIDが、記録装置１５に記録しているIDと一致するか否かを確認する（
ステップ２００８）。一致しないならば（ステップ２００８のNo）、処理を終了する。一
致したならば（ステップ２００８のYes）、制御装置１２は、コンテンツを暗号化し（ス
テップ２００９）、通信装置１１は、暗号化したコンテンツを受信・再生装置２に送信す
る（ステップ２０１０）。ステップ２００４において、コピーフリーコンテンツだった場
合は、ステップ２０００９の暗号化は行わなくてもよい。また、ステップ２０１０におい
て、コンテンツ共に、このコンテンツの再生機能を実装したコンポーネント形式のプログ
ラムを、受信・再生装置２に送信してもよい。
【００２４】
　次に、受信・再生装置２において、制御装置２２は、通信装置２１において記録・再生
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機器１から受信した暗号化されたコンテンツを復号化し、出力装置２５は、復号化された
コンテンツを出力する（ステップ２０１１）。ステップ２０１０において、コンテンツと
共に、このコンテンツの再生機能を実装したコンポーネント形式のプログラムを受信した
場合は、制御装置２２は、受信したプログラムを用いてコンテンツを再生可能な状態にし
、出力装置２５は、復号化されたコンテンツを出力する。
【００２５】
　以下、本実施例における記録・送信機器１の記録装置１５において、対応付けて保持さ
れるコンテンツ情報とIDについて、図６を用いて説明する。
  図６に示すように、記録装置１５では、保有するコンテンツの固有番号１５１、タイト
ル１５２、記録日時１５３、記録時間１５４、コンテンツに適用する著作権保護内容１５
５、コンテンツ情報を格納済みの外部記憶媒体３のID１５６が対応付けられる。固有番号
１５１、タイトル１５２、記録日時１５３、記録時間１５４、著作権保護内容１５５の各
欄には、ステップ１００２において、受信した放送コンテンツから生成した各情報が記録
される。また、ID１５６の欄には、ステップ１００３において、外部記憶媒体管理装置１
３が外部記憶媒体３から読み出したIDが記録される。
【００２６】
　以下、本実施例において、外部記憶媒体３で対応付けて保持される、コンテンツ情報と
通信情報について、図７を用いて説明する。
  図７に示すように、外部記憶媒体３では、コンテンツの固有番号３１、タイトル３２、
記録日時３３、記録時間３４、コンテンツに適用する著作権保護内容３５からなるコンテ
ンツ情報と、コンテンツを記録してある機器の固有番号３６、ネットワークアドレス３７
、通信手段３８からなる通信情報とが、対応付けて保存されている。各欄には、ステップ
１００４で記録・送信機器１の外部記憶媒体管理装置１３が書き込んだコンテンツ情報と
通信情報が、対応付けて保持される。
  なお、図７では、コンテンツ情報と通信情報をまとめて一度に対応付けているが、コン
テンツ情報と通信情報をそれぞれ個別に番号付けし、それらの番号同士を対応付けて記録
してもよい。
【００２７】
　以下、本実施例における受信・再生機器２における、ステップ２００１での出力装置２
５の出力画面について、図８を用いて説明する。
  図８は、ステップ２００１において、出力装置２５が、外部記憶媒体管理装置２３が外
部記憶媒体３から読み出したコンテンツ情報の一部を出力し、再生するコンテンツを選択
するよう利用者に促している画面の例である。利用者は、どのコンテンツがどの機器に記
録されているかを知る必要はないため、通信情報は表示しなくてもよい。図８では、ラジ
オボタン形式で選択してOKボタンをクリックするような構成を示しているが、ラジオボタ
ンでなくても、コンテンツを指定できさえすれば、ドロップダウンリストから選択する方
式でも良いし、コンテンツごとのボタンやアイコンをクリックして指定する方式でも良い
。
【実施例２】
【００２８】
　以下、本発明の実施例２について説明する。
  実施例１では、記録・送信機器１ではコンテンツの再生を行なわず、受信・再生機器２
ではコンテンツの記録を行なわなかったが、本実施例では、記録・送信機器１、受信・再
生機器２共に、コンテンツの記録と再生を行なう場合について説明する。なお、実施例１
と重複する個所については、説明を省略する。
  まず、本実施例におけるシステムを構成する各機器が、保持し、互いに伝送する情報に
ついて、図９を用いて説明する。
【００２９】
　実施例１の図２との相違点は、受信・再生機器２が、コンテンツとコンテンツ情報とID
を保持する点である。実施例１では、受信・再生機器２は、記録・送信装置１から送信さ
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れたコンテンツと、外部記憶媒体３から読み出したコンテンツ情報とIDを、再生、表示、
または送信するのみで記録しないが、実施例２では、受信・再生機器２は、コンテンツと
コンテンツ情報とIDを対応付けて、自機器内に保持する。
【００３０】
　次に、本実施例における上記のシステムを構成する各機器の概略構成について図１０を
用いて説明する。
  実施例１の図３との相違点は、記録・送信機器１が、入力装置１６と出力装置１７を有
しており、受信・再生機器２が、記録装置２６を有している点である。
  入力装置１６は、利用者が記録・送信機器１を操作するための装置である。入力装置１
６の例としては、ボタン、スイッチ、キー、ダイアル、スティック、パッド、マウスなど
がある。
  出力装置１７は、コンテンツの情報、コンテンツの再生結果、記録・送信機器１の操作
に関する情報などを、利用者に対して表示する装置である。出力装置１７の例としては、
モニタ、ランプ、スピーカ、バイブレータなどがある。
  記録装置２６は、コンテンツ、コンテンツ情報、通信情報、外部記憶媒体３のIDなどを
記録する装置である。記録装置２６の例としては、ディスク、テープ、半導体などがある
。
【００３１】
　以下、本実施例において、受信・再生機器２にコンテンツが記録されていない場合に、
利用者が受信・再生機器２においてコンテンツを再生しようとする場合のシステムの動作
について、図１１を用いて説明する。
  実施例１の図５のステップ２０１０において、記録・送信機器１が受信・再生機器２に
コンテンツを送信する処理までは、実施例１と同様の動作を行なう。また、コンテンツと
共に、コンテンツ再生機能を実装したコンポーネント形式のプログラムを受信再生機器２
に送信する場合も、同様である。
【００３２】
　その後、受信・再生機器２において、制御装置２２は、通信装置２１において記録・再
生機器１から受信した暗号化されたコンテンツを、記録装置２６に転送し、記録させる（
ステップ３００１）。次に、制御装置２２は、ステップ２００１において外部記憶媒体管
理装置２３が外部記憶媒体３から読み出したコンテンツ情報を、記録装置２６に転送し、
記録させる（ステップ３００２）。最後に、制御装置２２は、記録装置２６に記録されて
いる暗号化されたコンテンツを復号化し、出力装置２５は、復号化されたコンテンツを出
力する（ステップ３００３）。コンテンツと共に、コンテンツ再生機能を実装したコンポ
ーネント形式のプログラムを受信している場合は、受信したプログラムを用いてコンテン
ツを再生可能な状態にし、出力装置２５は、復号化されたコンテンツを出力する。
  なお、ステップ３００２のコンテンツ情報の記録は、ステップ２００１と同時に行なっ
てもよい。また、ステップ３００３の復号化は、コンテンツが暗号化されていない場合に
は行なわない。
【００３３】
　以下、本実施例において、受信・再生機器２にコンテンツが記録されている場合に、利
用者が受信・再生機器２においてコンテンツを再生しようとする場合のシステムの動作に
ついて、図１２を用いて説明する。
  まず、受信・再生機器２において、利用者が入力装置２４を操作し、コンテンツ一覧を
表示するよう指示すると、制御装置２２は、記録装置２６に記録されたコンテンツ情報を
出力装置２５に転送し、表示させる（ステップ４００１）。次に、利用者が入力装置２４
を操作し、コンテンツを選択すると、制御装置２２は、そのコンテンツを特定する（ステ
ップ４００２）。
【００３４】
　次に、制御装置２２は、指示されたコンテンツが、他の機器（本実施例においては、記
録・送信機器１）から配信されたものなのか、放送を受信するなどして自機器が直接得た
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ものなのかを、記録装置２６に記録されたコンテンツ情報を用いて確認する（ステップ４
００３）。
  他の機器から配信されたものである場合（ステップ４００３のYes）、制御装置２２は
、指定されたコンテンツがコピーフリーか否かを、記録装置２６に記録されたコンテンツ
情報を用いて確認する（ステップ４００４）。
  コピーフリーでない場合（ステップ４００４のNo）、制御装置２２は、指定されたコン
テンツに対応付けられたIDを持つ外部記憶媒体３が接続されているかどうかを、外部記憶
媒体管理装置２３を介して確認する（ステップ４００５）。
【００３５】
　対応するIDを持つ外部記憶媒体３が接続されていない場合（ステップ４００５のNo）、
制御装置２２は、適切な外部記憶媒体３を接続するよう利用者に促す画面を、出力装置２
５に表示させる（ステップ４００６）。
  指定されたコンテンツが自機器が直接得たものである場合（ステップ４００３のNo）、
または、指定されたコンテンツがコピーフリーである場合（ステップ４００４のYes）、
または、対応するIDを持つ外部記憶媒体３が接続されている場合（ステップ４００５のYe
s）は、制御装置２２は、記録装置２６に記録されている暗号化されたコンテンツを復号
化し、出力装置２５は、復号化されたコンテンツを出力する（ステップ４００７）。コン
テンツと共に、コンテンツ再生機能を実装したコンポーネント形式のプログラムを受信し
ている場合は、受信したプログラムを用いてコンテンツを再生可能な状態にし、出力装置
２５は、復号化されたコンテンツを出力する。なお、ステップ４００７の復号化は、コン
テンツが暗号化されていない場合には行なわない。
【００３６】
　なお、ステップ４００３、ステップ４００４、ステップ４００５は、互いに順番が入れ
替わってもよい。
  なお、ステップ４００５は、ステップ４００７において、コンテンツ再生機能を実装し
たコンポーネント形式のプログラムが行なってもよい。
【００３７】
　以下、本実施例において、記録・送信機器１にコンテンツが記録されている場合に、利
用者が記録・送信機器１においてコンテンツを再生しようとする場合のシステムの動作に
ついて、図１３を用いて説明する。
  まず、記録・送信機器１において、利用者が入力装置１６を操作し、コンテンツ一覧を
表示するよう指示すると、制御装置１２は、記録装置１５に記録されたコンテンツ情報を
出力装置１７に転送し、表示させる（ステップ５００１）。次に、利用者が入力装置１６
を操作し、コンテンツを選択すると、制御装置１２は、そのコンテンツを特定する（ステ
ップ５００２）。
【００３８】
　次に、制御装置１２は、指示されたコンテンツが、他の機器（本実施例においては、受
信・再生機器２）に配信されたか否かを、記録装置１５に記録されたコンテンツ情報を用
いて確認する（ステップ５００３）。
  他の機器に配信されている場合（ステップ５００３のYes）、制御装置１２は、指定さ
れたコンテンツがコピーフリーか否かを、記録装置１５に記録された配信情報を用いて確
認する（ステップ５００４）。
  コピーフリーでない場合（ステップ５００４のNo）、制御装置１２は、指定されたコン
テンツに対応付けられたIDを持つ外部記憶媒体３が接続されているかどうかを、外部記憶
媒体管理装置１３を介して確認する（ステップ５００５）。
【００３９】
　対応するIDを持つ外部記憶媒体３が接続されていない場合（ステップ５００５のNo）、
制御装置１２は、適切な外部記憶媒体３を接続するよう利用者に促す画面を、出力装置１
７に表示させる（ステップ５００６）。
  指定されたコンテンツが他の機器に配信されていない場合（ステップ５００３のNo）、
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または、指定されたコンテンツがコピーフリーである場合（ステップ５００４のYes）、
または、対応するIDを持つ外部記憶媒体３が接続されている場合（ステップ５００５のYe
s）は、制御装置１２は、記録装置１５に記録されている暗号化されたコンテンツを復号
化し、出力装置１７は、復号化されたコンテンツを出力する（ステップ５００７）。コン
テンツ再生機能を実装したコンポーネント形式のプログラムを用いてコンテンツを再生可
能な状態にし、出力装置１７は、復号化されたコンテンツを出力してもよい。なお、ステ
ップ５００７の復号化は、コンテンツが暗号化されていない場合には行なわない。
【００４０】
　なお、ステップ５００３、ステップ５００４、ステップ５００５は、互いに順番が入れ
替わってもよい。
  なお、ステップ５００５は、ステップ５００７において、コンテンツ再生機能を実装し
たコンポーネント形式のプログラムが行なってもよい。
【００４１】
　以下、本実施例において、記録・送信機器１の記録装置１５において対応付けて保持さ
れる、コンテンツ情報とIDと配信情報について、図１４を用いて説明する。
  実施例１の図６との相違点は、コンテンツの配信日時１５７と配信先の機器ID１５８か
らなる配信情報を有している点である。配信日時１５７の欄には、ステップ２０１０で記
録・送信機器１の通信装置１１が受信・再生機器２にコンテンツを送信した日時が保持さ
れ、配信先機器ID１５８の欄には、コンテンツの配信先の機器（本実施例では受信・再生
機器２）のIDが保持される。なお、図６では、配信情報として、配信日時と配信先機器ID
があるとしたが、その他に、配信に利用した通信情報、有効期限などを含んでもよい。ま
た、配信情報は、単に、配信実績の有無のみでもよい。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について説明した。
  本発明の実施形態によれば、外部記憶媒体３のIDを用いた確認により、コンテンツデー
タの配信先の機器が外部記憶媒体３と接続しているか否かが分かる。このため、記録・送
信機器１は、登録してある固有情報をもつ外部記憶媒体３が接続している受信・再生機器
２にのみ、コンテンツデータを配信することができる。
【００４３】
　また、本発明の実施例２の実施形態によれば、記録・送信機器１にコンテンツの再生手
段があり、受信・再生機器２にコンテンツの記録手段がある場合においても、同一コンテ
ンツの再生は、外部記憶媒体３が接続されているどちらか片方の機器に限られる。このた
め、実際には暗号化されたコンテンツが両機器に記録されていたとしても、実質的にはコ
ンテンツを複製していないのと同じこととなる。
  また、本発明の実施例２の実施形態によれば、利用者にはあたかも外部記憶媒体３内に
コンテンツデータが格納されているように見え、実際の格納先を気にすることなく再生さ
せて視聴することができる。
  また、本発明の実施例２の実施形態によれば、記録・送信機器１が、コンテンツと共に
、コンテンツの再生機能を実装したコンポーネント形式のプログラムを受信・再生機器２
に送信し、受信・再生機器２は、このプログラムを用いてコンテンツを再生可能な状態に
する。このため、受信・再生機器２は、対応していない符号化方式のコンテンツであって
も、再生することができる。また、受信・再生機器２が、外部記憶媒体３が接続されてい
る場合にのみコンテンツを再生するという機能を実装していなくても、前期プログラムを
利用して実現することができる。
【００４４】
　以上のように、本発明の実施形態によれば、ディジタルコンテンツの著作権を保護しつ
つ、使い勝手よく別機器でコンテンツを再生する仕組みを提供することができる。
  なお、本実施形態では、外部記憶媒体３に格納するコンテンツ情報や通信情報は、記録
・送信機器１が接続時に書き込むとして説明したが、外部記憶媒体３の個体識別が可能な
らば、直接接続していなくてもよい。例えば、記録・送信機器１は、ネットワーク４を介
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してコンテンツ情報を受信・再生機器２に送信し、受信・再生機器２に接続している外部
記憶媒体３のIDを確認した後、外部記憶媒体３に対して情報を書き込ませてもよい。
  このようにすると、利用者が外部記憶媒体３を宅外に持ち出して、友人宅の受信・再生
機器２から自宅の記録・送信機器１に記録されたコンテンツを視聴している場合などに、
記録・送信機器１が新しく受信して記録したコンテンツを視聴することが可能となる。
【００４５】
　また、本実施形態では、外部記憶媒体３のIDをコンテンツ再生の鍵とし、外部記憶媒体
３のIDが複製されないことをもって、同一コンテンツの同時再生を防ぐとしたが、複製さ
れなければ、コンテンツ再生の鍵は外部記憶媒体３のIDでなくともよい。例えば、実体を
持たない電子情報を再生の鍵として用いる場合は、記録・送信機器１と受信・再生機器２
が、互いに鍵情報を複製しないように、相手に鍵情報を送信した直後に自機器内の鍵情報
を消去するなどの仕組みを実装すればよい。
【００４６】
　このようにすると、自宅の記録・送信機器１に記録されたコンテンツを、別荘の複数の
受信・再生機器２から、それぞれ個別に視聴することが可能となる。
  また、本実施形態では、記録・送信機器１と、受信・再生機器２と、外部記憶媒体３と
の間の互いの通信のセキュリティについては述べていないが、一般の暗号通信方式を用い
て、セキュリティを考慮するものとする。例えば、ハッシュ関数などの一方向関数を使っ
てIDを変換して通信し、通信経路の情報を盗み見られた場合でもIDが分からないようにし
てもよい。
  また、本実施形態では、記録・送信機器１と受信・再生機器２は別々の機器として説明
したが、１つの機器が両方の機能を有しており、その機器の一部が分離するような機器を
用いてもよい。
  また、本実施形態における、コンテンツの暗号・復号処理は、コンテンツの符号化・逆
符号化を含む。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施形態における、システムの構成概要を示した図である。
【図２】本発明の実施例１において、システムを構成する各機器が、保持し、互いに伝送
する情報について示した図である。
【図３】本発明の実施例１における、システムを構成する各機器の概略構成を示した図で
ある。
【図４】本発明の実施形態において、外部記憶媒体３が接続されている場合の記録・送信
機器１の動作を示したフロー図である。
【図５】本発明の実施例１において、利用者が、外部記憶媒体３を受信・再生機器２に接
続して、コンテンツを再生しようとする場合のシステムの動作を示したフロー図である。
【図６】本発明の実施例１における、記録装置１５に記録される情報の例を示した図であ
る。
【図７】本発明の実施例１における、外部記憶媒体３に記録される情報の例を示した図で
ある。
【図８】本発明の実施例１における、ステップ２００１における出力装置２５の出力画面
の例を示した図である。
【図９】本発明の実施例２において、システムを構成する各機器が、保持し、互いに伝送
する情報について示した図である。
【図１０】本発明の実施例２における、システムを構成する各機器の概略構成を示した図
である。
【図１１】本発明の実施例２において、受信・再生機器２にコンテンツが記録されていな
い場合に、利用者がコンテンツを再生しようとする場合のシステムの動作を示したフロー
図である。
【図１２】本発明の実施例２において、受信・再生機器２にコンテンツが記録されている
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場合に、利用者がコンテンツを再生しようとする場合のシステムの動作を示したフロー図
である。
【図１３】本発明の実施例２において、記録・送信機器１にコンテンツが記録されている
場合に、利用者がコンテンツを再生しようとする場合のシステムの動作を示したフロー図
である。
【図１４】本発明の実施例２における、記録装置１５に記録される情報の例を示した図で
ある。
【符号の説明】
【００４８】
１…記録・送信機器
２…受信・再生機器
３…外部記憶媒体
４…ネットワーク

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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