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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
コンピュータ上で再生できない、コピー防止されたデータ記録媒体（１）に記録されてい
るデータコンテンツのコピーバージョンを供給するデータセットの供給方法において、
　上記コピー防止されたデータ記録媒体（１）に割り当てられたシリアルコードを、リモ
ートコンピュータ（２）からネットワークを介して、シリアルコードのセットの内の各シ
リアルコードがそれぞれ割り当てられた少なくとも１つのデータセットを含むデータベー
ス（６）を備えるデータセット供給装置（９）に供給するステップ（Ｓ２，Ｓ３）と、
　上記データセット供給装置（９）に供給されたシリアルコードを検証するステップ（Ｓ
４）と、
　上記供給されたシリアルコードの肯定的な検証結果に基づいて、上記コピー防止された
データ記録媒体に記録されているデータコンテンツ及び該シリアルコードに対応する上記
データベース内のデータセットにアクセスするステップ（Ｓ５，Ｓ６）と、
　上記アクセスされたデータセットの少なくとも一部分を、上記ネットワークを介して上
記リモートのコンピュータ（２）に供給するステップ（Ｓ７）とを有し、
　前記データセットは、前記データコンテンツのコピーバージョンである、データセット
の供給方法。
【請求項２】
上記データセットにアクセスするステップ（Ｓ５，Ｓ６）の後であって、上記リモートの
コンピュータ（２）に供給するステップ（Ｓ７）の前に、該データセットをデジタル権利
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管理暗号化（８）によって暗号化するステップ（Ｓ８）を更に有する請求項１に記載のデ
ータセットの供給方法。
【請求項３】
上記デジタル権利管理暗号化（８）による暗号化（８）は、上記データセットに割り当て
られたシリアルコードに基づくことを特徴とする請求項２に記載のデータセットの供給方
法。
【請求項４】
上記データベース（６）に格納されているデータセットを取得することを希望するユーザ
は、該データセットを使用する権利に関する契約を該データセットの供給者と行った後に
、上記シリアルコードを取得することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載
のデータセットの供給方法。
【請求項５】
データベース（６）に格納されているデータセットを取得することを希望するユーザは、
上記データ記録媒体を購入したときに、上記シリアルコードを取得することを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項記載のデータセットの供給方法。
【請求項６】
上記シリアルコードは、上記データコンテンツを記録している１つのデータ記録媒体（１
）にのみに割り当てられた固有のシリアルコードであり、上記シリアルコードのセットは
、同じ内容のデータコンテンツを記録している、全てのデータ記録媒体又は所定の一部の
データ記録媒体に割り当てられていることを特徴とする請求項５に記載のデータセットの
供給方法。
【請求項７】
上記シリアルコードは、上記データ記録媒体（１）にデータとして格納されていることを
特徴とする請求項５又は６に記載のデータセットの供給方法。
【請求項８】
上記シリアルコードを上記データ記録媒体（１）のケース上および／又は上記データ記録
媒体（１）と共に配布される説明書によって提供することにより、該シリアルコードは該
データ記録媒体（１）に関連付けられることを特徴とする請求項５乃至７のいずれか１項
に記載のデータセットの供給方法。
【請求項９】
上記供給されたシリアルコードを検証するステップは、該シリアルコードが、シリアルコ
ードの構成に関して有効である場合に、肯定的な検証結果であると判定することを特徴と
する請求項１乃至８のいずれか１項に記載のデータセットの供給方法。
【請求項１０】
上記供給されたシリアルコードを検証するステップは、該シリアルコードがデータ読み出
しのために無効とされていない場合に、肯定的な検証結果と判定することを特徴とする請
求項１乃至９のいずれか１項に記載のデータセットの供給方法。
【請求項１１】
上記シリアルコードは、関連するデータセットが第１の所定の回数、ダウンロードとして
出力された場合に、データ読み出しのために無効とされることを特徴とする請求項１乃至
１０のいずれか１項に記載のデータセットの供給方法。
【請求項１２】
上記シリアルコードは、関連するデータセットが第２の所定の回数、ストリーミングとし
て出力された場合に、データ読み出しのために無効とされることを特徴とする請求項１乃
至１１のいずれか１項に記載のデータセットの供給方法。
【請求項１３】
上記シリアルコードは、所定の桁数の英数字コードからなることを特徴とする請求項１乃
至１２のいずれか１項に記載のデータセットの供給方法。
【請求項１４】
上記シリアルコードは、コンピュータで読み取り可能なコードからなることを特徴とする
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請求項１乃至１３のいずれか１項に記載のデータセットの供給方法。
【請求項１５】
上記データセットは、ビデオ及び／又はオーディオデータであることを特徴とする請求項
１乃至１４のいずれか１項に記載のデータセットの供給方法。
【請求項１６】
コンピュータ又はデジタルシグナルプロセッサに、請求項１乃至１５のいずれか１項のデ
ータセットの供給方法における各ステップを実行させるためのコンピュータプログラム。
【請求項１７】
請求項１６に記載のコンピュータプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記
録媒体。
【請求項１８】
コンピュータ上で再生できない、コピー防止されたデータ記録媒体（１）に記録されてい
るデータコンテンツのコピーバージョンを出力するデータセットの供給装置（９）におい
て、
データセットを格納するデータベース（６）と、
　上記コピー防止されたデータ記録媒体（１）に割り当てられたシリアルコードであって
、上記データセットに割り当てられたシリアルコードのセットの一部であるシリアルコー
ドを、リモートコンピュータ（２）からネットワークを介して、受信するシリアルコード
受信手段（３）と、
　上記受信されたシリアルコードを検証する検証手段（４）と、
　上記受信されたシリアルコードの肯定的な検証結果に基づいて、上記コピー防止された
データ記録媒体（１）に記録されているデータコンテンツに対応する上記データベース内
の１つのデータセットにアクセスするアクセス手段と、
　上記アクセスされたデータセットの少なくとも一部を、上記ネットワークを介して上記
リモートのコンピュータ（２）に出力する出力手段（７）とを備え、
　前記データセットは、前記データコンテンツのコピーバージョンである、データセット
の供給装置。
【請求項１９】
上記データセットへのアクセス後であって、上記データセットの少なくとも一部の出力前
に、該データセットをデジタル権利管理暗号化によって暗号化する暗号化手段（８）を更
に備える請求項１８に記載のデータセットの供給装置。
【請求項２０】
上記デジタル権利管理暗号化による暗号化は、上記データセットに割り当てられたシリア
ルコードに基づくことを特徴とする請求項１９に記載のデータセットの供給装置。
【請求項２１】
上記シリアルコードは、上記データコンテンツを記録している１つのデータ記録媒体にの
み割り当てられた固有のシリアルコードであり、上記シリアルコードのセットは、同じデ
ータコンテンツを記録している、全てのデータ記録媒体又は所定の一部のデータ記録媒体
に割り当てられていることを特徴とする請求項１８乃至２０のいずれか１項に記載のデー
タセットの供給装置。
【請求項２２】
上記検証手段（４）は、上記シリアルコードが、シリアルコードの構成に関して有効であ
る場合に、肯定的な検証結果であると判定することを特徴とする請求項１８乃至２１のい
ずれか１項に記載のデータセットの供給装置。
【請求項２３】
上記検証手段（４）は、上記シリアルコードが、データ読み出しのために無効とされない
場合に、肯定的な検証結果と判定することを特徴とする請求項１８乃至２２のいずれか１
項に記載のデータセットの供給装置。
【請求項２４】
上記検証手段（４）は、上記シリアルコードを、関連するデータセットが第１の所定の回
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数、ダウンロードとして出力された場合に、データ読み出しのために無効とすることを特
徴とする請求項１８乃至２３のいずれか１項に記載のデータセットの供給装置。
【請求項２５】
上記検証手段（４）は、上記シリアルコードを、関連するデータセットが第２の所定の回
数、ストリーミングとして出力された場合に、データ読み出しのために無効とすることを
特徴とする請求項１８乃至２４のいずれか１項に記載のデータセットの供給装置。
【請求項２６】
上記シリアルコードは、所定の桁数の英数字コードからなることを特徴とする請求項１８
乃至２５のいずれか１項に記載のデータセット供給装置。
【請求項２７】
上記シリアルコードは、コンピュータで読み取り可能なコードからなることを特徴とする
請求項１８乃至２６のいずれか１項に記載のデータセット供給装置。
【請求項２８】
上記データセットは、ビデオ及び／又はオーディオデータであることを特徴とする請求項
１８乃至２７のいずれか１項に記載のデータセット供給装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データベースに格納されているデータセットを供給するデータセットの供給
方法及び供給装置、これらのデータセットの供給方法及び装置に関連したデータ記録媒体
に関する。
【０００２】
　特に、本発明は、データベースによってデータセットを供給するデータセットの供給方
法に関し、このデータセットは、例えばコピー防止されたオーディオコンパクトディスク
（ＣＤ）又はコピー防止されたデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）に記録されたオーディ
オ／ビデオデータであり、通常、コピー防止されたデータ記録媒体に記録されて、ユーザ
に配布される。
【背景技術】
【０００３】
　殆どのパーソナルコンピュータは、既に、記録用のハードウエア及びソフトウエアがイ
ンストールされており、記録可能なコンパクトディスク（ＣＤ－Ｒ）又は記録可能なデジ
タル多用途ディスク（ＤＶＤ－Ｒ）に、音楽及び／又はビデオを容易に記録することを可
能にしている。この２～３年間で、１つの音楽記録媒体から作られたコピーの数が非常に
増加している。したがって、音楽及びビデオ業界は、自分達の音楽及びビデオＣＤ及びＤ
ＶＤを違法コピー及び著作権侵害から保護する種々の解決方法を探っている。
【０００４】
　これらのコピー防止解決方法では、通常、コピー防止された記録媒体を、ＣＤオーディ
オプレーヤ、自動車用のハイファイシステム、プレイステーション（商標）及びＰＳ２（
商標）のようなゲーム専用機、ＤＶＤプレーヤ及びＳＡＣＤプレーヤで再生することがで
きる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特別な署名を使用することにより、パーソナルコンピュータ上での再生
及びコピーを防止し、したがって、強固なコピー防止を提供している。この特別な署名は
、アーティストによるオリジナルのレコーディングの品質を保護するとともに、それぞれ
の規格、例えばＣＤにおける内蔵する訂正不可能な誤りを認めないレッドブック（Red-Bo
ok）に準拠するために、オーディオ／ビデオデータストリームの１ビットも変しないよう
に、設計されなければならない。
【０００６】
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　しかしながら、このようなコピー防止されたＣＤ又はＤＶＤは、ＰＣ上で再生できない
という事実により、このような記録媒体を購入した顧客は、これらの記録媒体が自分のＰ
Ｃ又はラップトップコンピュータ上で使用できないので、それらの再生可能性が制限され
ると感じる。したがって、本発明の目的は、ユーザが、コピー防止された記録媒体が読み
取れないＰＣ又はラップトップコンピュータにインストールすることができるこのような
コンテンツ、すなわちデータセットを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的は、独立請求項１に定義されている本発明に係るデータベースに格納され
ているデータセットを供給するデータセットの供給方法、独立請求項１８に定義されてい
る本発明に係るデータセットの供給装置及び独立請求項２９に定義されている本発明に係
るデータ記録媒体によって、達成される。それらの好ましい実施の形態は、それぞれに従
属する従属請求項に定義されている。本発明に係るコンピュータプログラムは、請求項１
９に定義され、また、本発明に係るコンピュータプログラムを記録した記録媒体は、請求
項２０に定義されている。
【０００８】
　本発明の主な特徴は、全てのデータセット、例えばオーディオＣＤ又はＤＶＤのコンテ
ンツは、少なくとも１つのシリアルコードが割り当てられており、これにより、データセ
ットは、データベースから顧客に供給された可能性があることが、後に検証される。それ
と同時に、本発明では、コピー防止された個々のオーディオＣＤには、個々のシリアルコ
ードが与えられる。これは、通常、記録媒体上、ＣＤと共に供給されるブックレットの内
側又はその裏側にある固有の英数字番号であり、シリアルコードと共に、特定のオーディ
オＣＤのコンテンツがユーザのＰＣにダウンロードされる。ここで、シリアルコードは、
特定のデータセットに割り当てられることにより、特定のデータセットに対するポインタ
機能を有する。データベースは、アクセスの制限、例えばパスワード等によって、セキュ
リティが保証されている。また、記録媒体には、キーがデータとして記録することができ
、この場合には、それぞれのＣＤを、対応するように設計されたＣＤプレーヤ、又はＰＣ
又はラップトップのようなコンピュータに挿入した後、対応するデータセットの自動アク
セス、例えばストリーミング又はダウンロードが可能になる。本発明におけるデータセッ
トは、ＣＤの完全なオーディオコンテンツ又はＤＶＤの完全なオーディオ／ビデオコンテ
ンツ、すなわち記録媒体の所定のコンテンツを表す一定のデータ量のデータであってもよ
い。
【０００９】
　本発明に係るデータセットの供給方法は、コピー防止されたデータ記録媒体（１）に記
録されているデータコンテンツを表す、コピーされたデータコンテンツの少なくとも一部
分を供給するデータセットの供給方法において、コピー防止されたデータ記録媒体（１）
に割り当てられたシリアルコードを、リモートのコンピュータ（２）からネットワークを
介して、シリアルコードのセットのうちの各シリアルコードがそれぞれ割り当てられた少
なくとも１つのデータセットを含むデータベース（６）を備えるデータセット供給装置（
９）に供給するステップ（Ｓ２、Ｓ３）と、データセット供給装置（９）に供給されたシ
リアルコードを検証するステップ（Ｓ４）と、供給されたシリアルコードの肯定的な検証
結果に基づいて、コピー防止されたデータ記録媒体（１）に記録されているデータコンテ
ンツ及びシリアルコードに対応するデータベース（６）内のデータセットにアクセスする
ステップ（Ｓ５、Ｓ６）と、アクセスされたデータセットの少なくとも一部分を、ネット
ワークを介してリモートのコンピュータ（２）に供給するステップ（Ｓ７）とを有する。
【００１０】
　本発明に係るデータセットの供給装置は、コピー防止されたデータ記録媒体（１）に記
録されているデータコンテンツを表す、コピーされたデータコンテンツの少なくとも一部
分を出力するデータセットの供給装置（９）において、データセットを格納するデータベ
ース（６）と、コピー防止されたデータ記録媒体に割り当てられたシリアルコードであっ
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て、データセットにデータセットに割り当てられたシリアルコードのセットの一部である
シリアルコードを、リモートのコンピュータからネットワークを介して、受信するシリア
ルコード受信手段（３）と、受信されたシリアルコードを検証する検証手段（４）と、受
信されたシリアルコードの肯定的な検証結果に基づいて、コピー防止されたデータ記録媒
体（１）に記録されているデータコンテンツに対応するデータベース（６）内の１つのデ
ータセットにアクセスするアクセス手段（５）と、アクセスされたデータセットの少なく
とも一部を、ネットワークを介して上記リモートのコンピュータ（２）に出力する出力手
段（７）とを備える。
【００１１】
　本発明に係るデータ記録媒体は、データセットと、データセットに関連したシリアルコ
ードが記録されており、記録されたシリアルコードによって、記録されたデータセットが
コピー防止される。
【００１２】
　ここで、本発明では、固有のシリアルコードは、個々の記録媒体の１つのみに関連付け
られ、すなわち個々の記録媒体に記録されているデータセットに割り当てられる。同一の
、すなわち同じデータセットを記録している他の全ての記録媒体はそれぞれ、シリアルコ
ードのセットのうちの割り当てられた他のシリアルコードを有し、シリアルコードのセッ
トは、同一の全ての記録媒体の全て又は所定の一部に割り当てることができる。換言する
と、コピー防止されたオーディオＣＤを購入した顧客は、ＣＤに記録されているオーディ
オデータに割り当てらた固有のシリアルコードを、オーディオＣＤと共に受け取りること
ができる。同じコンテンツを有するコピー防止された他のオーディオＣＤを購入した他の
顧客は、同じオーディオデータに関連する他のシリアルコードを受け取ることができる。
シリアルコードを所有することにより、顧客は、関連するデータセット、例えばＣＤのオ
ーディオコンテンツの全てを、又は選択したその一部、例えば選択したトラックのみをダ
ウンロードすることができる。また、ユーザは、付加的なデータ、例えば記録媒体、例え
ばオーディオＣＤには含まれていないボーナストラックを更にアクセスすることができる
。この更なるアクセスには、例えば１回だけのアクセス又は所定のアクセスタイプ（例え
ばストリーミング又はダウンロード）等の特別な制約を付けてもよい。
【００１３】
　更に、本発明に係るデータセットの供給装置、例えばインターネットサーバは、このよ
うなシリアルコードを、例えばユーザインタフェースを介して受信した後に、検証を行い
、シリアルコードが正しいと検証した場合、対応するデータセット、すなわちそのシリア
ルコードが割り当てられたオーディオデータがユーザに出力される。
【００１４】
　手続を記録し、対応するデータセットを所定の回数、例えば１回のみ供給することがで
きる。また、ダウンロード、すなわち供給されたデータセットをユーザサイドで格納する
ことと、ストリーミング、すなわち単なる出力であり、供給されるデータセットの格納を
ユーザサイドで行わないこととの間の区別を行い、ストリーミングは常時許可するのに対
して、ダウンロードは所定の回数、例えば１回のみ許可してもよい。この場合には、本発
明に係るデータセットの供給装置は、更に、ユーザのシリアルコードを監視する記録手段
を備え、対応するデータセットへのアクセスを、例えば検証結果により、制限することが
できる。
【００１５】
　本発明に係るデータセットの供給装置の好ましい実施の形態において、デジタル権利管
理暗号化によるデータセットの暗号化を、例えばそのデータセットへのアクセスの後であ
って、その出力の前に行う。
【００１６】
　同様に、本発明の好ましい実施の形態によるデータセットの供給装置は、データセット
のアクセスの後であって、その出力の前に、デジタル権利管理暗号化でデータセットを暗
号化する暗号化手段を更に付加的に備えている。
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【００１７】
　この場合には、デジタル権利管理暗号化による暗号化は、データセットにデータセット
に割り当てられたシリアルコードに基づくものであってもよい。
【００１８】
　更に後述する如く、デジタル権利管理暗号化は、ＰＣにインストール又はコピーされた
データが所定の回数、例えば１回のみ供給される復号キーによってのみ適正にアクセス可
能にしてデータを保護するシステムである。換言すると、ユーザのＰＣにダウンロードさ
れ、適切な復号キーをも受けたオーディオＣＤのコンテンツは、ダウンロードされたオー
ディオデータを受け、その復号キーが他のＰＣユーザに供給されない限り、その特定のユ
ーザのＰＣ上のみで再生可能である。
【００１９】
　本発明に係るデータセットの供給方法及び／又は装置において、そのデータベースに格
納されたデータの受け取りを希望するユーザは、そのデータセットを使用する権利に関す
る契約をそのデータセットの供給者と行った後に、そのシリアルコードを取得する。
【００２０】
　これに代えて又は更に、本発明に係るデータセットの供給方法及び／又は装置において
、データベースに格納されたそのデータセットの受け取りを希望するユーザは、データセ
ットの購入時に、データ記録媒体上でそのシリアルコードを得るようにしてもよい。
【００２１】
　後者の場合には、シリアルコードは、データセットを記録している唯一のデータ記録媒
体に割り当てられ、シリアルコードのセットが、それと同じデータセットを記録している
全てのデータ記録媒体の全て又は所定の一部に割り当てられている。
【００２２】
　後者の場合には、これに代えて又は更に、シリアルコードは、そのデータ記録媒体にデ
ータとして記録されてもよい。
【００２３】
　後者の場合には、更に、これに代えて又は更に、シリアルコードをそのデータ記録媒体
のケース及び／又はそのデータ記録媒体と共に配布される説明書によって提供することに
より、シリアルコードをデータ記録媒体と関連付けてもよい。
【００２４】
　後者の場合には、更にまた、これに代えて又は更に、データ記録媒体は、そのデータ記
録媒体からそのデータセットがコピー防止される。
【００２５】
　本発明に係るデータセットの供給方法において、受信されたシリアルコードの検証ステ
ップは、シリアルコードが、シリアルコードの構成の一般的なルールに関して有効である
場合に、肯定的な検証結果であると判定するステップを有する。
【００２６】
　本発明に係るデータセットの供給方法において、受け取ったシリアルコードの検証ステ
ップは、これに代えて又は更に、データセットがダウンロードされ、シリアルコードがデ
ータ読出しのために無効とされない場合に、肯定的な検証結果と判定するステップを有す
る。
【００２７】
　本発明に係るデータセットの供給方法において、関連するデータセットが第１の所定の
回数、ダウンロードとして出力された場合に、シリアルコードは、データ読出しのために
無効とされ得る。
【００２８】
　これに代えて又は更に、本発明に係るデータセットの供給方法において、関連するデー
タセットが第２の所定の回数のストリーミングとして出力された場合に、シリアルコード
は、データ読出しのために無効とされ得る。
【００２９】
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　同様に、本発明に係るデータセットの供給装置において、これら検証及び／又は無効化
ステップは、検証手段により実行してもよい。
【００３０】
　本発明に係るデータセットの供給方法において、このデータベースは、リモートアクセ
ス可能にしてもよい。
【００３１】
　本発明に係るデータセットの供給方法において、このデータベースは、インターネット
又は他のネットワークを介してアクセス可能にしてもよい。
【００３２】
　同様に、本発明に係るデータセットの供給装置は、例えばインターネット又は他のネッ
トワークを介してリモートアクセス可能である。上述したように、本発明に係るデータセ
ットの供給装置は、インターネットサーバとして実現可能である。
【００３３】
　本発明に係るデータセットの供給方法及び／又は装置において、シリアルコードは、所
定の桁数の英数字コードであってもよい。
【００３４】
　これに代えて又は更に、本発明に係るデータセットの供給方法／又は装置において、シ
リアルコードは、コンピュータで読み取り可能なコードであってもよい。
【００３５】
　本発明に係るデータセットの供給方法及び／又は装置において、データセットは、ビデ
オ及び／又はオーディオデータであってもよい。
【００３６】
　本発明に係るコンピュータプログラムは、上述したように、コンピュータ、デジタルシ
グナルプロセッサ等により実行されるとき、データセットの供給方法における各ステップ
を実行させるためのコンピュータプログラムである。
【００３７】
　本発明に係る記録媒体は、本発明に係るコンピュータプログラムを記録している。
【００３８】
　本発明に係るデータ記録媒体は、コンピュータにより読み取り不可能であってもよい。
【００３９】
　これに代えて又は更に、本発明に係るデータ記録媒体は、ＣＤ又はＤＶＤであってもよ
い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　本発明に係るデータセットの供給方法、データセットの供給装置及びデータ記録媒体の
更なる目的、特徴及び効果を、本発明に係る例示的な実施の形態に基づき、図面を参照し
て説明する。
【００４１】
　図１に示す本発明の好ましい実施の形態は、オーディオコピー制御システムであり、Ｃ
ＤからＣＤ－Ｒへのコピーを防止することにより、家庭内の海賊行為を防止するように設
計されている。
【００４２】
　本願出願人によるＰＣＴ国際特許出願ＰＣＴ／ＥＰ０１／０２６３３に開示されたコピ
ー防止方式は、引用することにより、本願に援用される。ここに適用されるコピー防止方
式の主要な利点は、最高度のコピー防止効率と共に既存のオーディオＣＤプレーヤ、自動
車用ハイファイシステム、ＤＶＤビデオプレーヤ、スーパーオーディオＣＤプレーヤ、及
びプレイステーション（商標）、プレイステーション２（商標）コンソール等のゲーム専
用機と完全に互換性がある。
【００４３】
　この方式の効率に関する広範なテストの結果、ＣＤ－ＲＯＭ／ＤＶＤドライブの９０％
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が保護されたＣＤを読み取れないと判定し、したがって、オーディオＣＤは、全体をコピ
ーされることもなく、一部の曲をコピーされることもない。一方、オーディオ部分は、レ
ッドブック（Red Book）規格に完全に準拠し、すなわち、訂正不可能な誤りはオーディオ
データを保護するために用いないことを意味するオーディオデータストリームの１ビット
たりとも変更されない。これは、保護された音楽に対して最高度のオーディオ品質を与え
る。
【００４４】
　更に、本発明に係るデータセットの供給方法、データセットの供給装置及び記録媒体で
は、インターネットダウンロード又はストリーミング解決方法によってコピー防止された
記録媒体に記録されたデータをコンピュータ上で完全に再生可能にする。このストリーミ
ング解決方法は、好ましい実施の形態では、図１に関連して後述するように、デジタル権
利管理として、違法コピーに対して保護されている。
【００４５】
　本発明係る記録媒体、例えばそこに記録されたオーディオデータのコピー防止を備える
オーディオＣＤ１は、そこに記録されているオーディオデータに関連したシリアル番号を
備えている。図１で示す具体的な例において、このシリアル番号は、固有のシリアルコー
ド、すなわち特定のオーディオＣＤの特定のオーディオデータに１回だけ関連したシリア
ルコードである。換言すると、同じオーディオデータを含んだ他のオーディオＣＤは、同
じシリアルコードを有しない。図１においては、シリアルコードは、９桁のコードであり
、それぞれ３桁の３つのパケットに分割され、これをＫＫ２－ＰＫ４－ＬＭＳとする。
【００４６】
　ユーザがオーディオＣＤ１に含まれるオーディオデータをユーザＰＣ２に転送したい場
合、ステップＳ１において、この特定のオーディオＣＤ１上の特定のオーディオデータに
関連するシリアルコードＫＫ２－ＰＫ４－ＬＭＳは、ユーザＰＣ２に、例えばインターネ
ットブラウザ内に入力される。その後、ステップＳ２において、シリアルコードは、ユー
ザＰＣ２から本発明に基づくデータセット供給装置９、例えばインターネットサーバに転
送される。
【００４７】
　ステップＳ３において、データセット供給装置９は、シリアルコードをシリアルコード
受信手段３で受信する。シリアルコードは、特定のオーディオデータに割り当てられたシ
リアルコードのセットの１つであってもよく、この特定のオーディオデータを記録した各
特定のオーディオＣＤは、異なる固有のシリアルコードを有し、異なるオーディオＣＤで
あるが、同じオーディオデータに関連する全てのシリアルコード又は全てのシリアルコー
ドの特定の部分は、シリアルコードのセットを構成する。
【００４８】
　ステップＳ３で受信されたシリアルコードは、ステップＳ４において、検証手段４によ
て検証される。この検証が否定的、すなわちこのシリアルコードが無効の場合、処理は、
ステップＳ９に進み、停止する。これは、ステップＳ１で入力され、ステップＳ２でデー
タセット供給装置９に転送されたシリアルコードは無効であったので、オーディオデータ
はユーザに転送されないことを意味する。
【００４９】
　シリアルコードの無効は、不正なシリアルコード構成の場合、例えば異なる桁数、割り
当てられたシリアルコードでない、既に使用禁止にされたシリアルコード、シリアルコー
ドの設計ルールに反する等の場合に行われる。
【００５０】
　検証結果が肯定的な場合には、ステップＳ５に進み、アクセス手段５は、データベース
６にアクセスし、ステップＳ６において、データベース６は、要求されたオーディオデー
タをアクセス手段５に供給する。アクセスされたデータは、出力手段７に渡され、ステッ
プＳ７において、出力手段７は、入力されたシリアルコードに対応するオーディオデータ
を出力する。好ましい実施の形態では、データがアクセスされた後、出力される前に、ス
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テップＳ８において、アクセスされたデータの暗号化が暗号化手段８により行われる。
【００５１】
　ステップＳ１０において、出力データは、ダウンロードとしてユーザＰＣ２に転送され
る。これに代えて、出力データは、ストリーミングとしてユーザＰＣ２に供給することも
でき、この場合、アクセスされたデータの暗号化は、ストリーミングされたオーディオデ
ータを再生するために使用されるユーザＰＣ２にインストールされた音楽プレーヤによっ
ては、不要であるかもしれない。
【００５２】
　ユーザがダウンロードされたオーディオデータをユーザＰＣ２で再生したいと希望する
場合、以下に説明するデジタル権利管理システムは、転送されたオーディオデータの違法
コピー及び配布が行われないことを確実にする。ダウンロードされたオーディオデータに
対応する音楽を再生する要求が、ユーザからユーザＰＣ２内にインストールされた再生プ
ログラムに発行されると、ステップＳ１１において、この再生プログラムは、暗号化され
、ダウンロードされたオーディオデータを復号するための復号キーを調べる。この復号キ
ーは、対応するオーディオデータを特定のユーザＰＣ２上で再生するライセンスに対応す
る。暗号化キーがユーザＰＣ２内に存在する場合、ステップＳ１２において、オーディオ
データは再生される。
【００５３】
　特定のオーディオデータに対する暗号化キーがユーザＰＣ２上にない場合には、デジタ
ル権利管理サーバに対して、暗号化キーの提供の要求を発行する。この要求は、インター
ネットを介して発行可能である。ステップＳ１３において、デジタル権利管理サーバは、
この特定のオーディオデータに対するライセンス番号が発行可能か否かをチェックする。
例えば、オーディオＣＤに対して、１回だけライセンス番号が発行可能である。
【００５４】
　まだライセンス番号が発行可能である場合、例えばライセンス番号が以前に発行されて
いない場合、ライセンス番号はユーザＰＣ２に転送され、ステップＳ１５において、ライ
センス番号がインストールされて、オーディオデータが再生される。特定のオーディオデ
ータに対して発行されるライセンス番号が限界に達している場合、処理はステップＳ１４
において停止し、ライセンス番号はユーザＰＣ２にインストールされない。この場合には
、オーディオデータをユーザＰＣ２で再生することはできない。
【００５５】
　デジタル権利管理サーバは、データセット供給装置９内に含ませることができ、例えば
同じインターネットポータルサイト又は同じインターネットサーバ上に含ませることがで
きる。
【００５６】
　ここに説明する本発明に係るデータセットの供給装置によるオンライン解決方法により
、ＣＤ所有者がコピー防止されたオーディオＣＤ１上の音楽トラックをダウンロード又は
ストリーミングすることを可能にする。
【００５７】
　また、このデータセットの供給装置は、シームレスでアーティストのウエブサイトに一
体化することができ、そうすることにより、特別な音楽ポータルサイトとみなす必要はな
い。
【００５８】
　オンライン音楽交換ポータルサイト等によるファイルの共有を防止するために、音楽フ
ァイルは、一般的に、ここに説明するコピー防止システムによって供給される。
【００５９】
　本発明に基づいてコピー防止された各オーディオＣＤ１は、例えばブックレットの内側
又はその裏側の固有の英数字番号であるシリアルコードと共に供給される。このシリアル
コードは、オーディオＣＤ毎に異なる９桁の数字と文字の組合せとしてもよい。
【００６０】
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　コピー防止されたオーディオＣＤ１の購入者は、このシリアルコードを入力した後、そ
れぞれの音楽トラックをアーティストのウエブサイト又は特別な音楽ポータルサイトから
ダウンロード又はストリーミングすることができる。
【００６１】
　シリアルコードは、その有効性がチェックされ、手続を記録してもよい。したがって、
このコピー防止された元のオーディオＣＤ１は、理論的には、その製造プロセスまで追跡
可能である。
【００６２】
　ここで説明するデータセットの供給装置によるオンライン解決方法により、音楽トラッ
クの連続したダウンロード又はストリーミングを提供する。
【００６３】
　ダウンロードするときには、音楽ファイルは、一旦、顧客のハードディスクに伝送され
、ダウンロードが完了した後に、ハードディスクから再生することができる。デジタル権
利管理システム、例えばここに説明するオンラインコピー防止システムは、音楽ファイル
が第三者又は違法なユーザに使用されないことを確実にする。
【００６４】
　ストリーミングするときには、音楽ファイルは、（ダウンロードの場合と異なり）、顧
客のハードディスクには格納されない。データストリームは、記録されることなく、直接
コンピュータで再生される。この方法の利点は、伝送の最初の時点から再生できることで
ある。
【００６５】
　ストリーミングは、現在、ダウンロードと比較して、インターネットで大きな役割を果
たしていないが、定額料金及び広帯域インターネットの使用が増加するにつれて、益々重
要になっている。
【００６６】
　ストリーミングの他の利点は、顧客のインターネット接続速度に適合する能力（シュア
ストリーム）にある。したがって、極めて遅いインターネット接続のユーザでも、（オー
ディオ品質は低いが）音楽ファイルを中断することなく、ストリーミングすることができ
る。
【００６７】
　一般的に、ストリーミング又はダウンロードに利用可能なあらゆるファイルフォーマッ
トは、データセットの供給方法、例えばWindows Media（登録商標）及びReal Audio（商
標）で使用することができる。
【００６８】
　Windows Media（商標）は、ＭＰ３と類似しているが、圧縮率が高く、とりわけ統合デ
ジタル権利規格を賛同している。Real Media（商標）は、現時点で最も一般的なストリー
ミング解決方法である。
【００６９】
　両フォーマットは、低い帯域要求で優れた品質を提供し、アップル社のＭＡＣ及びＰＣ
MS-Windowsシステムで用いることができる。
【００７０】
　マイクロソフト社のWindows Media Player（商標）は、ストリーミング及びダウンロー
ドに使用可能である。Windows Media Player（商標）は、ＭＡＣ又はマイクロソフトオペ
レーティングシステムで使用可能である。
【００７１】
　Real Player（商標）は、音楽ファイルのストリーミングに使用される。Real Player（
商標）は、ＭＡＣ又はマイクロソフトオペレーティングシステムで使用可能である。
【００７２】
　ここで説明するデータセットの供給装置によるオンライン解決方法は、上述したオーデ
ィオコピー防止システムの補足であると解するべきである。したがって、提供される音楽
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ファイルのセキュリティ及びコピー防止は、最優先事項である。
【００７３】
　シリアルコードの検証に加えて、音楽ファイルのデジタル権利管理を含む好ましい実施
の形態は、中心的役割を果たしている。音楽を用いてこれらの２つの機構の機能を、以下
に説明する。
【００７４】
　レイヤ１：シリアルコード
　中央のセキュリティデータベースにおいて、各オーディオディスクは、シリアルコード
が関連付けられる。このシリアルコードは、９桁の英数字の組合せでもよく、読み易さを
良好にするために、数字「０」及び「１」、文字「Ｏ」及び「Ｉ」を含んでいない。した
がって、３５０億以上の組合せが可能である。
【００７５】
　シリアルコードの具体例：ＫＫ２－ＰＫ４－ＬＭＳ
　ユーザが自分のシリアルコードを音楽ポータルサイトに入力すると、シリアルコードは
検証され、このシリアルコードが有効である場合、対応するＣＤのトラックが連なったダ
ウンロード又はストリーミングで提供される。
【００７６】
　レイヤ２：デジタル権利管理
　ユーザによりダウンロードが要求されると、音楽ファイルは各パラメータで暗号化され
、デジタル権利と共に供給される。このような暗号化音楽ファイルは、ユーザのコンピュ
ータに適切なキーが入力されるまで、再生することができない。このようなキーは、数ｋ
Ｂのメモリスペースを有する暗号化ファイルであり、消費者のＰＣのオペレーティングシ
ステムに組み込まれる。
【００７７】
　一番初めに、通常はダウンロードの直後に、音楽ファイルを再生するとき、インストー
ルされたプレーヤは、キーサーバに接続し、キーサーバは、セキュリティデータベースか
ら発行された権利を判定する。パブリッシャは、デジタル権利管理において異なる権利を
定義することができ、例えばタイトル毎のアクセス権、音楽トラック毎のアクセス権、あ
るいは有効期限さえも定義することができる。
【００７８】
　暗号化音楽ファイルに含まれる情報及びセキュリティデータベース内の権利のセットに
基づいて、キーが発生され、ユーザのＰＣにインストールされたプレーヤに送信される。
このキーは、ユーザのオペレーティングシステムに実装される。
【００７９】
　完全な権利管理手続は、ユーザに全く気付かれずに行われ、２～３秒内に完了する。
【００８０】
　それぞれの音楽ファイルに対するキーが一旦インストールされると、最早キーサーバに
接続する必要はなくなる。したがって、音楽ファイルがその適切なキーと共にインストー
ルされると、音楽ファイルは、オフラインで、何時でも再生することができる。
【００８１】
　キーがコンピュータの内部データと関連付けられているとき、キーはコピーすることが
できない。したがって、音楽ファイルは、例え転送しても、他のコンピュータ上では再生
することはできない。キーの更なる発行がパブリッシャにより許可されている場合のみに
、キーが、例えば３台のＰＣ（家庭のＰＣ、オフィスＰＣ及びラップトップＰＣ）に対し
て発行される。
【００８２】
　ここに説明する音楽ポータルサイト、すなわちデータセット供給装置９によって発行さ
れたキーは、一般的に、１枚のＣＤの全てのトラックに対して有効である。したがって、
キーがコンピュータにインストールされている場合、このＣＤの各トラックは、オンライ
ンでは直ちに再生することができ、オフラインでは別々のキーを必要とすることなく、再
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生することができる。
【００８３】
　このコピー防止システムの最も重要な仕様は、音楽ファイルを転送することができない
ということである。音楽ファイルの権利を更に詳細に指定できる多くの更なる特徴を有す
る。
【００８４】
　次のリストは、詳細に入り込むことかく、最も重要なデジタル権利の幾つかの可能性を
述べたものである。
【００８５】
・再生することができる日時の制限
　オフラインで動作し、システムクロックが前の日に設定されたときに、音楽ファイルは
ロックされる。
・再生回数の制限
　オフラインで動作する。
・ポータブルプレーヤへの音楽ファイルをコピーする権利
・ポータブルプレーヤへのコピーの回数の制限
　更なる応用分野は、ラジオ放送局用のプレリリースである。このようなプレリリースは
、デジタル権利管理システムで保護することができる。保護されたプレリリースは、ＣＤ
－Ｒで出版されるか、又はダウンロードするために、例えば固有の９桁のシリアルコード
と組み合わされて準備される。パブリッシャは、例えば、開始日及び失効日、又は最大の
使用回数を指定することができる。
【００８６】
　したがって、音楽のリリースは、異なるラジオ局に同時に配布することができ、したが
って、ラジオ局に異なる公開日時を与えることができる。ここに説明する機構により、パ
ブリッシャは、各ラジオ局に対して、個別に分単位で公開日時を制御することができる。
【００８７】
　上述したように、シリアルコードは、ＣＤ又はＤＶＤと一緒に供給されるので、ＣＤ又
はＤＶＤを購入した顧客のみがオンラインファイルにアクセスする。将来のオプションと
して、シリアルコードを購入するオンラインショップと組合せを設立することができる。
これにより、顧客は、ＣＤ又はＤＶＤを購入することなく、音楽のダウンロードを購入す
ることができる。勿論、他の全ての記録媒体も本発明に適用することができる。
【００８８】
　違法なユーザが、違法に取得したシリアルコードによって音楽ファイルをダウンロード
する可能性がある。しかしながら、違法なユーザが、ダウンロードした歌の１つを再生し
ようとすると、デジタル権利管理システムは、これらの音楽ファイルに対するキーが既に
別のユーザに発行されていることを認識し、音楽ファイルの再生を再生することを拒否す
る。
【００８９】
　共有シリアルコードによるストリーミングを拒否するために、音楽ファイルのストリー
ミングさえも、デジタル権利管理を有することができる。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の例示的な実施の形態によるデータセットの供給方法方法、データセット
の供給方法装置及び記録媒体を説明するシーケンス図であって、顧客に購入されたコピー
防止された記録媒体のコンテンツをパーソナルコンピュータに転送する状態を示す図であ
る。
【符号の説明】
【００９１】
　１　オーディオＣＤ（データ記録媒体）、２　ユーザＰＣ、３　シリアルコード受信手
段、４　検証手段、５　アクセス手段、６　データベース、７　出力手段、８　暗号化手
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