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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報記録媒体に記録されたコンテンツの再生処理を実行する情報処理装置であり、
　コンテンツおよびセキュリティチェック処理プログラムを含むセキュリティチェックコ
ードを含むコンテンツコードを記録した情報記録媒体のコンテンツの利用に際して、情報
処理装置の構成またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応した異なる処理によ
って、コンテンツ不正利用の有無を判定するセキュリティチェック処理を実行するデータ
処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　前記コンテンツコード中にプレーヤ証明書、または情報処理装置のポートステータス情
報を含むプレーヤ情報の取得要求が含まれる場合、
　情報処理装置の記憶部からプレーヤ証明書、または情報処理装置のポートステータス情
報を含む構成情報の少なくともいずれかのプレーヤ情報を取得し、
　取得したプレーヤ情報に対応付けられたコンテンツコードを選択して、該選択コードに
基づいて、情報処理装置の構成またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応した
異なるセキュリティチェック処理を実行する構成であることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記データ処理部は、
　情報処理装置の記憶部に記憶されたプレーヤ証明書を取得し、該プレーヤ証明書の正当
性検証処理を実行し、正当性が確認されたことを条件として、該プレーヤ証明書の記録情
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報から、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または
属性情報の少なくともいずれかを取得する処理を実行する構成であることを特徴とする請
求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記データ処理部は、
　前記セキュリティチェックコードを利用したセキュリティチェック処理として、情報処
理装置の構成情報を取得し、該取得情報に対応するセキュリティチェック処理を実行する
構成であることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記データ処理部は、
　前記構成情報として、情報処理装置のポート属性情報、ポートステータス情報、メモリ
領域サイズ情報、データ処理態様情報の少なくともいずれかの情報を取得し、該取得情報
に対応するセキュリティチェック処理を実行する構成であることを特徴とする請求項３に
記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記データ処理部は、
　前記構成情報の取得に際し、オペーレーションシステム（ＯＳ）の管理するデバイス情
報を取得し、該取得情報に対応するセキュリティチェック処理を実行する構成であること
を特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記データ処理部は、
　前記構成情報が更新された場合、該更新情報を取得し、該更新情報に対応するセキュリ
ティチェック処理を実行する構成であることを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置
。
【請求項７】
　前記データ処理部は、
　前記コンテンツコードに含まれる変換テーブルであり、コンテンツ中の所定領域の置き
換えデータに対応する変換データを登録した変換テーブルを適用したコンテンツのデータ
置き換え処理に伴うデータ処理を実行する構成であり、該データ処理を、前記プレーヤ情
報に基づいて選択されたコンテンツコードに従って実行する構成であることを特徴とする
請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　情報記録媒体製造装置であり、
　情報記録媒体に記録するコンテンツデータを格納したコンテンツファイルを生成するコ
ンテンツファイル生成手段と、
　コンテンツの利用に際して実行すべきセキュリティチェック処理用のプログラムを含む
コンテンツコードを格納したコンテンツコードファイルを生成するコンテンツコードファ
イル生成手段と、
　前記コンテンツファイル生成手段において生成したコンテンツファイル、および前記コ
ンテンツコードファイル生成手段において生成したコンテンツコードファイルを情報記録
媒体に記録する記録手段とを有し、
　前記コンテンツコードファイル生成手段は、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応する複数のコンテン
ツコードファイルであり、コンテンツ不正利用の有無を、情報処理装置またはコンテンツ
利用アプリケーションの種別に対応した異なる処理によって判定するセキュリティチェッ
ク処理を行うプログラムを含むコンテンツコードを格納した複数のコンテンツコードファ
イルの生成処理を実行する構成であり、情報処理装置の保持するプレーヤ証明書、または
情報処理装置のポートステータス情報を含む構成情報の少なくともいずれかのプレーヤ情
報に基づいて、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応した異
なるセキュリティチェック処理を行うためのプログラムを含むコンテンツコードを格納し
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た複数のコンテンツコードファイルの生成処理を実行する構成であることを特徴とする情
報記録媒体製造装置。
【請求項９】
　前記コンテンツコードファイル生成手段は、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に依存しない共通のコンテ
ンツコードを格納したコードファイル、および情報処理装置またはコンテンツ利用アプリ
ケーションの種別に依存するコンテンツコードを格納したコードファイルの生成処理を実
行する構成であることを特徴とする請求項８に記載の情報記録媒体製造装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツコードファイル生成手段は、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別を判別する処理のためのコ
ードを格納したコードファイルの生成処理を実行する構成であることを特徴とする請求項
８に記載の情報記録媒体製造装置。
【請求項１１】
　情報記録媒体であり、
　コンテンツデータを格納したコンテンツファイルと、
　コンテンツの利用に際して実行すべきセキュリティチェック処理用のプログラムを含む
コンテンツコードを格納したコンテンツコードファイルと、
　を格納データとして有し、
　前記コンテンツコードファイルは、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーショ
ンの種別に対応する複数のコンテンツコードファイルであり、コンテンツ不正利用の有無
を、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応した異なる処理に
よって判定するセキュリティチェック処理を行うプログラムを含む構成であり、情報処理
装置の保持するプレーヤ証明書、または情報処理装置のポートステータス情報を含む構成
情報の少なくともいずれかのプレーヤ情報に基づいて、情報処理装置またはコンテンツ利
用アプリケーションの種別に対応した異なるセキュリティチェック処理を行うためのプロ
グラムを含むコンテンツコードを格納した複数のコンテンツコードファイルの生成処理を
実行する構成であることを特徴とする情報記録媒体。
【請求項１２】
　前記コンテンツコードファイルは、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に依存しない共通のコンテ
ンツコードを格納したコードファイル、および情報処理装置またはコンテンツ利用アプリ
ケーションの種別に依存するコンテンツコードを格納したコードファイルの双方を含む構
成であることを特徴とする請求項１１に記載の情報記録媒体。
【請求項１３】
　前記コンテンツコードファイルは、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別を判別する処理のためのコ
ードを格納したコードファイルを含む構成であることを特徴とする請求項１１に記載の情
報記録媒体。
【請求項１４】
　情報処理装置において、情報記録媒体の記録データを適用したデータ処理を実行する情
報処理方法であり、
　コンテンツおよびセキュリティチェック処理プログラムを含むセキュリティチェックコ
ードを含むコンテンツコードを記録した情報記録媒体のコンテンツの利用に際して、情報
処理装置の構成またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応した異なる処理によ
って、コンテンツ不正利用の有無を判定するセキュリティチェック処理を実行するデータ
処理ステップを実行し、
　前記データ処理ステップは、
　前記コンテンツコード中にプレーヤ証明書、または情報処理装置のポートステータス情
報を含むプレーヤ情報の取得要求が含まれる場合、
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　情報処理装置の記憶部からプレーヤ証明書、または情報処理装置のポートステータス情
報を含む構成情報の少なくともいずれかのプレーヤ情報を取得し、
　取得したプレーヤ情報に対応付けられたコンテンツコードを選択して、該選択コードに
基づいて、情報処理装置の構成またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応した
異なるセキュリティチェック処理を実行するステップであることを特徴とする情報処理方
法。
【請求項１５】
　前記データ処理ステップは、
　情報処理装置の記憶部に記憶されたプレーヤ証明書を取得し、該プレーヤ証明書の正当
性検証処理を実行し、正当性が確認されたことを条件として、該プレーヤ証明書の記録情
報から、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または
属性情報の少なくともいずれかを取得する処理を実行するステップを含むことを特徴とす
る請求項１４に記載の情報処理方法。
【請求項１６】
　前記データ処理ステップは、
　前記セキュリティチェックコードを利用したセキュリティチェック処理として、情報処
理装置の構成情報を取得し、該取得情報に対応するセキュリティチェック処理を実行する
ステップ含むことを特徴とする請求項１４に記載の情報処理方法。
【請求項１７】
　情報記録媒体製造装置における情報記録媒体製造方法であり、
　情報記録媒体に記録するコンテンツデータを格納したコンテンツファイルを生成するコ
ンテンツファイル生成ステップと、
　コンテンツの利用に際して実行すべきセキュリティチェック処理用のプログラムを含む
コンテンツコードを格納したコンテンツコードファイルを生成するコンテンツコードファ
イル生成ステップと、
　前記コンテンツファイル生成ステップにおいて生成したコンテンツファイル、および前
記コンテンツコードファイル生成ステップにおいて生成したコンテンツコードファイルを
情報記録媒体に記録する記録ステップとを有し、
　前記コンテンツコードファイル生成ステップは、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応する複数のコンテン
ツコードファイルであり、コンテンツ不正利用の有無を、情報処理装置またはコンテンツ
利用アプリケーションの種別に対応した異なる処理によって判定するセキュリティチェッ
ク処理を行うプログラムを含むコンテンツコードを格納した複数のコンテンツコードファ
イルの生成処理を実行するステップであることを特徴とする情報記録媒体製造方法。
【請求項１８】
　前記コンテンツコードファイル生成ステップは、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に依存しない共通のコンテ
ンツコードを格納したコードファイル、および情報処理装置またはコンテンツ利用アプリ
ケーションの種別に依存するコンテンツコードを格納したコードファイルの生成処理を実
行するステップであることを特徴とする請求項１７に記載の情報記録媒体製造方法。
【請求項１９】
　前記コンテンツコードファイル生成ステップは、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別を判別する処理のためのコ
ードを格納したコードファイルの生成処理を実行するステップであることを特徴とする請
求項１７に記載の情報記録媒体製造方法。
【請求項２０】
　情報処理装置において、情報記録媒体の記録データを適用したデータ処理を実行させる
コンピュータ・プログラムであり、
　情報処理装置におけるデータ処理部において、コンテンツおよびセキュリティチェック
処理プログラムを含むセキュリティチェックコードを含むコンテンツコードを記録した情
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報記録媒体のコンテンツの利用に際して、情報処理装置の構成またはコンテンツ利用アプ
リケーションの種別に対応した異なる処理によって、コンテンツ不正利用の有無を判定す
るセキュリティチェック処理を実行させるデータ処理ステップを有し、
　前記データ処理ステップは、
　前記コンテンツコード中にプレーヤ証明書、または情報処理装置のポートステータス情
報を含むプレーヤ情報の取得要求が含まれる場合、
　情報処理装置の記憶部からプレーヤ証明書、または情報処理装置のポートステータス情
報を含む構成情報の少なくともいずれかのプレーヤ情報を取得し、
　取得したプレーヤ情報に対応付けられたコンテンツコードを選択して、該選択コードに
基づいて、情報処理装置の構成またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応した
異なるセキュリティチェック処理を実行させるステップであることを特徴とするコンピュ
ータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報記録媒体製造装置、情報記録媒体、および方法、並びに
コンピュータ・プログラムに関する。さらに、詳細には、コンテンツの利用制御プログラ
ムとして、コンテンツと共に情報記録媒体に記録されるコンテンツコードを適用したセキ
ュリティチェック処理を実行可能とした情報処理装置、情報記録媒体製造装置、情報記録
媒体、および方法、並びにコンピュータ・プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　音楽等のオーディオデータ、映画等の画像データ、ゲームプログラム、各種アプリケー
ションプログラム等、様々なソフトウエアデータ（以下、これらをコンテンツ（Content
）と呼ぶ）は、記録メディア、例えば、青色レーザを適用したＢｌｕ－ｒａｙディスク、
あるいはＤＶＤ(Digital Versatile Disc)、ＭＤ(Mini Disc)、ＣＤ(Compact Disc)にデ
ジタルデータとして格納することができる。特に、青色レーザを利用したＢｌｕ－ｒａｙ
ディスクは、高密度記録可能なディスクであり大容量の映像コンテンツなどを高画質デー
タとして記録することができる。
【０００３】
　これら様々な情報記録媒体（記録メディア）にデジタルコンテンツが格納され、ユーザ
に提供される。ユーザは、所有するＰＣ（Personal Computer）、ディスクプレーヤ等の
再生装置においてコンテンツの再生、利用を行う。
【０００４】
　音楽データ、画像データ等、多くのコンテンツは、一般的にその作成者あるいは販売者
に頒布権等が保有されている。従って、これらのコンテンツの配布に際しては、一定の利
用制限、すなわち、正規なユーザに対してのみ、コンテンツの利用を許諾し、許可のない
複製等が行われないようにする構成をとるのが一般的となっている。
【０００５】
　デジタル記録装置および記録媒体によれば、例えば画像や音声を劣化させることなく記
録、再生を繰り返すことが可能であり、不正コピーコンテンツのインターネットを介した
配信や、コンテンツをＣＤ－Ｒ等にコピーした、いわゆる海賊版ディスクの流通や、ＰＣ
等のハードディスクに格納したコピーコンテンツの利用が蔓延しているといった問題が発
生している。
【０００６】
　ＤＶＤ、あるいは近年開発が進んでいる青色レーザを利用した記録媒体等の大容量型記
録媒体は、１枚の媒体に例えば映画１本～数本分の大量のデータをデジタル情報として記
録することが可能である。このように映像情報等をデジタル情報として記録することが可
能となってくると不正コピーを防止して著作権者の保護を図ることが益々重要な課題とな
っている。昨今では、このようなデジタルデータの不正なコピーを防ぐため、デジタル記
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録装置および記録媒体に違法なコピーを防止するための様々な技術が実用化されている。
【０００７】
　コンテンツの不正コピーを防止して著作権者の保護を図る１つの手法としてコンテンツ
の暗号化処理がある。しかし、コンテンツを暗号化しても、暗号鍵の漏洩が発生してしま
うと、不正に復号されたコンテンツが流出するという問題が発生する。このような問題を
解決する１つの構成を開示した従来技術として、特許文献１に記載の構成がある。特許文
献１は、コンテンツの一部をダミーデータに置き換えて記録することで、コンテンツの不
正再生を防止した構成を開示している。
【０００８】
　コンテンツをダミーデータに置き換えたコンテンツの再生処理に際しては、ダミーデー
タを正常なコンテンツデータに再度、置き換える処理が必要になる。このデータ変換処理
は、正常コンテンツの外部への漏洩を発生させることなく行なわれることが必要であり、
またダミーデータの配置位置などや変換方法などの処理情報についても漏洩を防止するこ
とが好ましい。
【０００９】
　このように、コンテンツの再生に際しては、コンテンツの復号処理やデータ変換処理な
どを実行することが必要であり、また、コンテンツを利用しようとする情報処理装置や再
生（プレーヤ）プログラムが正当なライセンスを受けた機器やプログラムであるかといっ
た正当性確認処理などのセキュリティチェックを行なう場合がある。このようなデータ処
理は、コンテンツの利用制御プログラムとして、コンテンツと共に情報記録媒体に記録さ
れるコンテンツコードを実行することで行なわれる。なお、コンテンツコードを利用した
コンテンツ利用処理例については、例えば特許文献１に記載がある。
【００１０】
　コンテンツコードは、コンテンツとは独立したファイルとして設定し、情報記録媒体に
記録される。従って、コンテンツコードのみを他の情報記録媒体に移動させる処理や、コ
ピーするといった処理も可能となる。コンテンツコードの漏洩が発生し、不正に流通し、
不正な利用が行なわれると、多くのコンテンツが不正に再生、利用される可能性があり、
大きな損害を発生させる可能性がある。
【００１１】
　また、コンテンツ再生を実行する装置や、アプリケーションとしては、様々なメーカの
異なる装置やアプリケーションが適用されることが想定されるが、コンテンツコードを利
用したセキュリティチェックを実行する場合、１つの共通シーケンスに従ったセキュリテ
ィチェックを行なう構成とすると、必ずしも十分なチェックが実行されず、様々なチェッ
ク漏れが発生する可能性がある。
【特許文献１】特開２００２－３１１９９８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、コンテンツの利用制御プログ
ラムとしてコンテンツと共に情報記録媒体に記録されるコンテンツコードの厳格な管理構
成を実現し、コンテンツコードに含まれるセキュリティチェックコードを適用したプレー
ヤの検証に際して、プレーヤの種別などに応じた最適なセキュリティチェックを可能とす
る情報処理装置、情報記録媒体製造装置、情報記録媒体、および方法、並びにコンピュー
タ・プログラムを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の第１の側面は、
　情報記録媒体に記録されたコンテンツの再生処理を実行する情報処理装置であり、
　情報記録媒体の記録コンテンツの利用に際して、前記情報記録媒体に記録されたコンテ
ンツコード中のセキュリティチェックコードを取得し、該セキュリティチェックコードに



(7) JP 4899442 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

従った情報処理装置のセキュリティチェック処理を実行するデータ処理部を有し、
　前記データ処理部は、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または属性情
報の少なくともいずれかを取得し、前記取得情報に対応するセキュリティチェックコード
を選択して、該選択コードに基づくセキュリティチェック処理を実行する構成であること
を特徴とする情報処理装置にある。
【００１４】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記データ処理部は、情報処理
装置の記憶部に記憶されたプレーヤ証明書を取得し、該プレーヤ証明書の正当性検証処理
を実行し、正当性が確認されたことを条件として、該プレーヤ証明書の記録情報から、情
報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または属性情報の
少なくともいずれかを取得する処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１５】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記データ処理部は、前記セキ
ュリティチェックコードを利用したセキュリティチェック処理として、情報処理装置の構
成情報を取得し、該取得情報に対応するセキュリティチェック処理を実行する構成である
ことを特徴とする。
【００１６】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記データ処理部は、前記構成
情報として、情報処理装置のポート属性情報、ポートステータス情報、メモリ領域サイズ
情報、データ処理態様情報の少なくともいずれかの情報を取得し、該取得情報に対応する
セキュリティチェック処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１７】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記データ処理部は、前記構成
情報の取得に際し、オペーレーションシステム（ＯＳ）の管理するデバイス情報を取得し
、該取得情報に対応するセキュリティチェック処理を実行する構成であることを特徴とす
る。
【００１８】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記データ処理部は、前記構成
情報が更新された場合、該更新情報を取得し、該更新情報に対応するセキュリティチェッ
ク処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００１９】
　さらに、本発明の情報処理装置の一実施態様において、前記データ処理部は、前記コン
テンツコードに含まれる変換テーブルを適用したコンテンツのデータ置き換え処理に伴う
データ処理を実行する構成であり、該データ処理を、情報処理装置またはコンテンツ利用
アプリケーションに対応する識別情報または属性情報の少なくともいずれかの取得情報に
基づく選択コードに従って実行する構成であることを特徴とする。
【００２０】
　さらに、本発明の第２の側面は、
　情報記録媒体製造装置であり、
　情報記録媒体に記録するコンテンツデータを格納したコンテンツファイルを生成するコ
ンテンツファイル生成手段と、
　コンテンツの利用に際して実行すべきセキュリティチェック処理用のプログラムを含む
コンテンツコードを格納したコンテンツコードファイルを生成するコンテンツコードファ
イル生成手段と、
　前記コンテンツファイル生成手段において生成したコンテンツファイル、および前記コ
ンテンツコードファイル生成手段において生成したコンテンツコードファイルを情報記録
媒体に記録する記録手段とを有し、
　前記コンテンツコードファイル生成手段は、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応する複数のコンテン
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ツコードファイルの生成処理を実行する構成であることを特徴とする情報記録媒体製造装
置にある。
【００２１】
　さらに、本発明の情報記録媒体製造装置の一実施態様において、前記コンテンツコード
ファイル生成手段は、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に依存
しない共通のコンテンツコードを格納したコードファイル、および情報処理装置またはコ
ンテンツ利用アプリケーションの種別に依存するコンテンツコードを格納したコードファ
イルの生成処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００２２】
　さらに、本発明の情報記録媒体製造装置の一実施態様において、前記コンテンツコード
ファイル生成手段は、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別を判別
する処理のためのコードを格納したコードファイルの生成処理を実行する構成であること
を特徴とする。
【００２３】
　さらに、本発明の第３の側面は、
　情報記録媒体であり、
　コンテンツデータを格納したコンテンツファイルと、
　コンテンツの利用に際して実行すべきセキュリティチェック処理用のプログラムを含む
コンテンツコードを格納したコンテンツコードファイルと、
　を格納データとして有し、
　前記コンテンツコードファイルは、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーショ
ンの種別に対応する複数のコンテンツコードファイルを含む構成であることを特徴とする
情報記録媒体にある。
【００２４】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記コンテンツコードファイル
は、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に依存しない共通のコン
テンツコードを格納したコードファイル、および情報処理装置またはコンテンツ利用アプ
リケーションの種別に依存するコンテンツコードを格納したコードファイルの双方を含む
構成であることを特徴とする。
【００２５】
　さらに、本発明の情報記録媒体の一実施態様において、前記コンテンツコードファイル
は、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別を判別する処理のための
コードを格納したコードファイルを含む構成であることを特徴とする。
【００２６】
　さらに、本発明の第４の側面は、
　情報処理装置において、情報記録媒体の記録データを適用したデータ処理を実行する情
報処理方法であり、
　情報記録媒体の記録コンテンツの利用に際して、前記情報記録媒体に記録されたコンテ
ンツコード中のセキュリティチェックコードを取得し、該セキュリティチェックコードに
従った情報処理装置のセキュリティチェック処理を実行するデータ処理ステップを有し、
　前記データ処理ステップは、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または属性情
報の少なくともいずれかを取得し、前記取得情報に対応するセキュリティチェックコード
を選択して、該選択コードに基づくセキュリティチェック処理を実行するステップである
ことを特徴とする情報処理方法にある。
【００２７】
　さらに、本発明の情報処理方法の一実施態様において、前記データ処理ステップは、情
報処理装置の記憶部に記憶されたプレーヤ証明書を取得し、該プレーヤ証明書の正当性検
証処理を実行し、正当性が確認されたことを条件として、該プレーヤ証明書の記録情報か
ら、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または属性
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情報の少なくともいずれかを取得する処理を実行するステップを含むことを特徴とする。
【００２８】
　さらに、本発明の情報処理方法の一実施態様において、前記データ処理ステップは、前
記セキュリティチェックコードを利用したセキュリティチェック処理として、情報処理装
置の構成情報を取得し、該取得情報に対応するセキュリティチェック処理を実行するステ
ップ含むことを特徴とする。
【００３３】
　さらに、本発明の第５の側面は、
　情報記録媒体製造装置における情報記録媒体製造方法であり、
　情報記録媒体に記録するコンテンツデータを格納したコンテンツファイルを生成するコ
ンテンツファイル生成ステップと、
　コンテンツの利用に際して実行すべきセキュリティチェック処理用のプログラムを含む
コンテンツコードを格納したコンテンツコードファイルを生成するコンテンツコードファ
イル生成ステップと、
　前記コンテンツファイル生成ステップにおいて生成したコンテンツファイル、および前
記コンテンツコードファイル生成ステップにおいて生成したコンテンツコードファイルを
情報記録媒体に記録する記録ステップとを有し、
　前記コンテンツコードファイル生成ステップは、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応する複数のコンテン
ツコードファイルの生成処理を実行するステップであることを特徴とする情報記録媒体製
造方法にある。
【００３４】
　さらに、本発明の情報記録媒体製造方法の一実施態様において、前記コンテンツコード
ファイル生成ステップは、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に
依存しない共通のコンテンツコードを格納したコードファイル、および情報処理装置また
はコンテンツ利用アプリケーションの種別に依存するコンテンツコードを格納したコード
ファイルの生成処理を実行するステップであることを特徴とする。
【００３５】
　さらに、本発明の情報記録媒体製造方法の一実施態様において、前記コンテンツコード
ファイル生成ステップは、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別を
判別する処理のためのコードを格納したコードファイルの生成処理を実行するステップで
あることを特徴とする。
【００３６】
　さらに、本発明の第６の側面は、
　情報処理装置において、情報記録媒体の記録データを適用したデータ処理を実行させる
コンピュータ・プログラムであり、
　情報処理装置におけるデータ処理部において、情報記録媒体の記録コンテンツの利用に
際して、前記情報記録媒体に記録されたコンテンツコード中のセキュリティチェックコー
ドを取得し、該セキュリティチェックコードに従った情報処理装置のセキュリティチェッ
ク処理を実行させるデータ処理ステップを有し、
　前記データ処理ステップは、
　情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または属性情
報の少なくともいずれかを取得し、前記取得情報に対応するセキュリティチェックコード
を選択して、該選択コードに基づくセキュリティチェック処理を実行させるステップであ
ることを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。
【００３７】
　なお、本発明のコンピュータ・プログラムは、例えば、様々なプログラム・コードを実
行可能なコンピュータ・システムに対して、コンピュータ可読な形式で提供する記憶媒体
、通信媒体、例えば、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記録媒体、あるいは、ネットワークなどの
通信媒体によって提供可能なコンピュータ・プログラムである。このようなプログラムを
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コンピュータ可読な形式で提供することにより、コンピュータ・システム上でプログラム
に応じた処理が実現される。
【００３８】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基
づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。なお、本明細書においてシステムと
は、複数の装置の論理的集合構成であり、各構成の装置が同一筐体内にあるものには限ら
ない。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明の一実施例の構成によれば、情報記録媒体に記録されたコンテンツの再生処理の
実行に際して、情報記録媒体に記録されたコンテンツコード中のセキュリティチェックコ
ードを取得し、セキュリティチェックコードに従って情報処理装置のセキュリティチェッ
ク処理を実行する構成において、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに
対応する識別情報または属性情報の少なくともいずれかを取得し、取得情報に対応するセ
キュリティチェックコードを選択して、選択コードに従ってセキュリティチェック処理を
実行する構成としたので、様々な機種、バージョンなどの装置や再生アプリケーションに
対応した的確なセキュリティチェック処理を実行することが可能となり、不正なコンテン
ツ利用を効果的に防止することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下、図面を参照しながら本発明の情報処理装置、情報記録媒体製造装置、情報記録媒
体、および方法、並びにコンピュータ・プログラムの詳細について説明する。なお、説明
は、以下の記載項目に従って行う。
　１．情報記録媒体の格納データと、ドライブおよびホストにおける処理の概要
　２．コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）について
　３．変形データを含むコンテンツのデータ構成およびデータ変換処理の概要
　４，コンテンツ再生処理
　５．セキュリティチェックコードを適用した処理
　６．情報処理装置の構成
　７．情報記録媒体製造装置および情報記録媒体
【００４１】
　　［１．情報記録媒体の格納データと、ドライブおよびホストにおける処理の概要］
　まず、情報記録媒体の格納データと、ドライブおよびホストにおける処理の概要につい
て説明する。図１に、コンテンツの格納された情報記録媒体１００、ドライブ１２０およ
びホスト１４０の構成を示す。ホスト１４０は、例えばＰＣ等の情報処理装置で実行され
るデータ再生（または記録）アプリケーションであり、所定のデータ処理シーケンスに従
ってＰＣ等の情報処理装置のハードウェアを利用した処理を行なう。
【００４２】
　情報記録媒体１００は、例えば、Ｂｌｕ－ｒａｙディスク、ＤＶＤなどの情報記録媒体
であり、正当なコンテンツ著作権、あるいは頒布権を持ついわゆるコンテンツ権利者の許
可の下にディスク製造工場において製造された正当なコンテンツを格納した情報記録媒体
（ＲＯＭディスクなど）、あるいはデータ記録可能な情報記録媒体（ＲＥディスクなど）
である。なお、以下の実施例では、情報記録媒体の例としてディスク型の媒体を例として
説明するが、本発明は様々な態様の情報記録媒体を用いた構成において適用可能である。
【００４３】
　図１に示すように、情報記録媒体１００には、暗号化処理および一部データの置き換え
処理の施された暗号化コンテンツ１０１と、ブロードキャストエンクリプション方式の一
態様として知られる木構造の鍵配信方式に基づいて生成される暗号鍵ブロックとしてのＭ
ＫＢ（Media Key Block）１０２、コンテンツ復号処理に適用するタイトル鍵を暗号化し
たデータ（Encrypted CPS Unit Key）等から構成されるタイトル鍵ファイル１０３、コン
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テンツのコピー・再生制御情報としてのＣＣＩ（Copy Control Information）等を含む使
用許諾情報１０４、暗号化コンテンツ１０１の利用に際して実行されるデータ処理プログ
ラムを含むコンテンツコード１０５が格納される。
【００４４】
　コンテンツコード１０５には、コンテンツ中の所定領域の置き換えデータに対応する変
換データを登録した変換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）１０６が含まれ、さらに
、コンテンツ再生を実行するプレーヤ（再生装置）の正当性などを検証するためのプログ
ラムなどによって構成されるセキュリティチェックコード１０７が含まれる。
【００４５】
　コンテンツの再生を実行する情報処理装置は、まず、コンテンツコード１０５に含まれ
るセキュリティチェックコード１０７に従って、プレーヤ（再生装置）の正当性などの検
証処理を実行し、検証処理の後、コンテンツコード１０５に含まれるデータ変換処理プロ
グラムに従って、コンテンツコード１０５に含まれる変換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａ
ｂｌｅ）１０６に記録された変換データを取り出して、コンテンツの構成データの置き換
え処理を行なう。
【００４６】
　なお、変換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）１０６や、セキュリティチェックコ
ード１０７には、様々な再生装置としてのプレーヤの種別や、再生装置のポート情報など
に応じた処理、すなわちセキュリティチェック処理や変換処理を実行可能とするため、様
々な種類のコードが含まれる。例えばＡ社製のプレーヤに対応するセキュリティチェック
コード、変換テーブル、Ｂ社製のプレーヤに対応するセキュリティチェックコード、変換
テーブルなどである。コンテンツを利用しようとするプレーヤは、これらのセキュリティ
チェックコードや変換テーブルから、自己のプレーヤに対応するセキュリティチェックコ
ードや変換テーブルを選択して処理を実行することになる。
【００４７】
　このように、コンテンツコード１０５には、変換データを適用した変換処理プログラム
の他、スタートアップ処理や、セキュリティチェック処理などの様々な処理を実行するた
めの情報やプログラムが含まれる。コンテンツコードの詳細については、後段で詳細に説
明する。なお、図に示す情報記録媒体格納データ例は一例であり、格納データは、ディス
クの種類などによって多少異なる。以下、これらの各種情報の概要について説明する。
【００４８】
　（１）暗号化コンテンツ１０１
　情報記録媒体１００には、様々なコンテンツが格納される。例えば高精細動画像データ
であるＨＤ（High Definition）ムービーコンテンツなどの動画コンテンツのＡＶ(Audio 
Visual)ストリームや特定の規格で規定された形式のゲームプログラム、画像ファイル、
音声データ、テキストデータなどからなるコンテンツである。これらのコンテンツは、特
定のＡＶフォーマット規格データであり、特定のＡＶデータフォーマットに従って格納さ
れる。具体的には、例えばＢｌｕ－ｒａｙディスクＲＯＭ規格データとして、Ｂｌｕ－ｒ
ａｙディスクＲＯＭ規格フォーマットに従って格納される。
【００４９】
　さらに、例えばサービスデータとしてのゲームプログラムや、画像ファイル、音声デー
タ、テキストデータなどが格納される場合もある。これらのコンテンツは、特定のＡＶデ
ータフォーマットに従わないデータフォーマットを持つデータとして格納される場合もあ
る。
【００５０】
　コンテンツの種類としては、音楽データ、動画、静止画等の画像データ、ゲームプログ
ラム、ＷＥＢコンテンツなど、様々なコンテンツが含まれ、これらのコンテンツには、情
報記録媒体１００からのデータのみによって利用可能なコンテンツ情報と、情報記録媒体
１００からのデータと、ネットワーク接続されたサーバから提供されるデータとを併せて
利用可能となるコンテンツ情報など、様々な態様の情報が含まれる。情報記録媒体に格納
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されるコンテンツは、区分コンテンツ毎の異なる利用制御を実現するため、区分コンテン
ツ毎に異なる鍵（ＣＰＳユニット鍵またはユニット鍵（あるいはタイトル鍵と呼ぶ場合も
ある））が割り当てられ暗号化されて格納される。１つのユニット鍵を割り当てる単位を
コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）と呼ぶ。さらに、コンテンツは、構成データ
の一部が、正しいコンテンツデータと異なるデータによって置き換えられたブロークンデ
ータとして設定され、復号処理のみでは正しいコンテンツ再生が実行されず、再生を行な
う場合は、ブロークンデータを変換テーブルに登録されたデータに置き換える処理が必要
となる。これらの処理は後段で詳細に説明する。
【００５１】
　（２）ＭＫＢ
　ＭＫＢ（Media Key Block）１０２は、ブロードキャストエンクリプション方式の一態
様として知られる木構造の鍵配信方式に基づいて生成される暗号鍵ブロックである。ＭＫ
Ｂ１０２は有効なライセンスを持つユーザの情報処理装置に格納されたデバイス鍵［Ｋｄ
］に基づく処理（復号）によってのみ、コンテンツの復号に必要なキーであるメディア鍵
［Ｋｍ］の取得を可能とした鍵情報ブロックである。これはいわゆる階層型木構造に従っ
た情報配信方式を適用したものであり、ユーザデバイス（情報処理装置）が有効なライセ
ンスを持つ場合にのみ、メディア鍵［Ｋｍ］の取得を可能とし、無効化（リボーク処理）
されたユーザデバイスにおいては、メディア鍵［Ｋｍ］の取得が不可能となる。
【００５２】
　ライセンスエンティテイとしての管理センタはＭＫＢに格納する鍵情報の暗号化に用い
るデバイス鍵の変更により、特定のユーザデバイスに格納されたデバイス鍵では復号でき
ない、すなわちコンテンツ復号に必要なメディア鍵を取得できない構成を持つＭＫＢを生
成することができる。従って、任意タイミングで不正デバイスを排除（リボーク）して、
有効なライセンスを持つデバイスに対してのみ復号可能な暗号化コンテンツを提供するこ
とが可能となる。コンテンツの復号処理については後述する。
【００５３】
　（３）タイトル鍵ファイル
　前述したように各コンテンツまたは複数コンテンツの集合は、コンテンツの利用管理の
ため、各々、個別の暗号鍵（タイトル鍵（ＣＰＳユニット鍵））を適用した暗号化がなさ
れて情報記録媒体１００に格納される。すなわち、コンテンツを構成するＡＶ(Audio Vis
ual)ストリーム、音楽データ、動画、静止画等の画像データ、ゲームプログラム、ＷＥＢ
コンテンツなどは、コンテンツ利用の管理単位としてのユニットに区分され、区分された
ユニット毎に異なるタイトル鍵を生成して、復号処理を行なうことが必要となる。このタ
イトル鍵を生成するための情報がタイトル鍵データであり、例えばメディア鍵等によって
生成された鍵で暗号化タイトル鍵を復号することによってタイトル鍵を得る。タイトル鍵
データを適用した所定の暗号鍵生成シーケンスに従って、各ユニット対応のタイトル鍵が
生成され、コンテンツの復号が実行される。
【００５４】
　　（４）使用許諾情報
　使用許諾情報には、例えばコピー・再生制御情報（ＣＣＩ）が含まれる。すなわち、情
報記録媒体１００に格納された暗号化コンテンツ１０１に対応する利用制御のためのコピ
ー制限情報や、再生制限情報である。このコピー・再生制御情報（ＣＣＩ）は、コンテン
ツ管理ユニットとして設定されるＣＰＳユニット個別の情報として設定される場合や、複
数のＣＰＳユニットに対応して設定される場合など、様々な設定が可能である。
【００５５】
　（５）コンテンツコード
　コンテンツコード１０５は、コンテンツ中の所定領域の置き換えデータに対応する変換
データを登録した変換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）１０６と、コンテンツ再生
を実行するプレーヤ（再生装置）の正当性などを検証するプログラムであるセキュリティ
チェックコード１０７が含まれる。
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【００５６】
　前述したように、変換テーブルやセキュリティチェックコードには、様々な再生装置と
してのプレーヤの種別や、再生装置のポート情報などに応じた処理を可能とするため、様
々な種類のコードが含まれる。コンテンツを利用しようとするプレーヤは、自己のプレー
ヤに対応するセキュリティチェックコードや変換テーブルを選択してセキュリティチェッ
ク処理とデータ変換処理を実行する。
【００５７】
　コンテンツ再生を実行する再生装置の再生アプリケーションとしてのホストは、データ
変換処理を実行するバーチャルマシン（ＶＭ）を設定し、バーチャルマシン（ＶＭ）にお
いて、情報記録媒体１００から読み出したコンテンツコードに従って、セキュリティチェ
ック処理およびデータ変換処理を実行して、変換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）
１０６の登録エントリを適用して、コンテンツの一部構成データのデータ変換処理を実行
する。
【００５８】
　情報記録媒体１００に格納された暗号化コンテンツ１０１は、所定の暗号化が施されて
いるとともに、コンテンツ構成データの一部が、正しいデータと異なるブロークンデータ
によって構成されている。コンテンツ再生に際しては、このブロークンデータを正しいコ
ンテンツデータである変換データに置き換えるデータ上書き処理が必要となる。この変換
データを登録したテーブルが変換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）１０６である。
ブロークンデータはコンテンツ中に散在して多数設定され、コンテンツ再生に際しては、
これらの複数のブロークンデータを変換テーブルに登録された変換データに置き換える（
上書き）する処理が必要となる。この変換データを適用することにより、例えば、暗号鍵
が漏洩しコンテンツの復号が不正に行なわれた場合であっても、コンテンツの復号のみで
は、置き換えデータの存在によって正しいコンテンツの再生が不可能となり、不正なコン
テンツ利用を防止することができる。
【００５９】
　なお、変換テーブル１０６には、通常の変換データに加え、コンテンツ再生装置または
コンテンツ再生アプリケーションを識別可能とした識別情報の構成ビットを解析可能とし
たデータを含む変換データが含まれる。具体的には、例えば、プレーヤ（ホストアプリケ
ーションを実行する装置）の識別データとしてのプレーヤＩＤあるいはプレーヤＩＤに基
づいて生成された識別情報が記録された「識別マークを含む変換データ」が含まれる。識
別マークを含む変換データは、コンテンツの再生に影響を与えないレベルで、正しいコン
テンツデータのビット値をわずかに変更したデータである。
【００６０】
　なお、コンテンツコード１０５には、上述した変換テーブル１０６を適用したデータ変
換処理プログラムの他、スタートアップ処理や、セキュリティチェック処理などの様々な
処理を実行するための情報やプログラムが含まれる。コンテンツコードの詳細については
、後段で詳細に説明する。
【００６１】
　次に、ホスト１４０とドライブ１２０の構成、処理の概要について、図１を参照して説
明する。情報記録媒体１００に格納されたコンテンツの再生処理は、ドライブ１２０を介
してホスト１４０にデータが転送されて実行される。
【００６２】
　ホスト１４０には、再生（プレーヤ）アプリケーション１５０と、セキュアＶＭ１６０
が設定される。再生（プレーヤ）アプリケーション１５０は、コンテンツ再生処理部であ
り、コンテンツ再生処理において実行するドライブとの認証処理、コンテンツ復号、デコ
ード処理などの処理を実行する。
【００６３】
　セキュアＶＭ１６０は、コンテンツコード１０５を適用した処理を実行する。コンテン
ツコード１０５には、変換テーブル１０６、セキュリティチェックコード１０７が含まれ
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、セキュアＶＭ１６０は、自己のプレーヤに対応するセキュリティチェックコード１０７
を選択して、セキュリティチェック処理を実行し、さらに、変換テーブル１０６を利用し
たコンテンツの一部データの置き換え処理を実行する。なお、セキュアＶＭ１６０は、ホ
スト１４０内にバーチャルマシンとして設定される。バーチャルマシン（ＶＭ）は中間言
語を直接解釈して実行する仮想コンピュータであり、プラットフォームに依存しない中間
言語での命令コード情報を情報記録媒体１００から読み出して解釈実行する。
【００６４】
　セキュアＶＭ１６０は、情報記録媒体１００に記録された暗号化コンテンツ１０１の利
用に適用するプログラムまたは適用情報を含むコンテンツコード１０５を取得して、取得
したコンテンツコード１０５に従ってコードを実行し、データ処理を行なうデータ処理部
として機能する。
【００６５】
　再生（プレーヤ）アプリケーション１５０と、セキュアＶＭ１６０間の情報伝達、ある
いは処理要求は、再生（プレーヤ）アプリケーション１５０からセキュアＶＭ１６０に対
する割り込み（ＩＮＴＲＰ）と、セキュアＶＭ１６０から再生（プレーヤ）アプリケーシ
ョン１５０に対する応答（Ｃａｌｌ）処理のシーケンスによって実行される。
【００６６】
　ホスト１４０の実行する主な処理について説明する。コンテンツの利用に先立ち、ドラ
イブ１２０と、ホスト１４０間では相互認証処理が実行され、この認証処理の成立によっ
て双方の正当性が確認された後、ドライブからホストに暗号化コンテンツが転送され、ホ
スト側でコンテンツの復号処理が行なわれ、さらに上述の変換テーブルによるデータ変換
処理が実行されてコンテンツ再生が行なわれる。
【００６７】
　ドライブ１２０のデータ処理部１２１は、コンテンツ利用に際して実行されるホストと
の認証処理、さらに、情報記録媒体からのデータ読み出し、ホストヘのデータ転送処理な
どを実行する。
【００６８】
　ホスト１４０の再生（プレーや）アプリケーション１５０は、例えばＰＣ等の情報処理
装置で実行されるデータ再生（または記録）アプリケーションであり、所定のデータ処理
シーケンスに従ってＰＣ等の情報処理装置のハードウェアを利用した処理を行なう。
【００６９】
　ホスト１４０は、ドライブ１２０との相互認証処理や、データ転送制御などを実行する
データ処理部１５１、暗号化コンテンツの復号処理を実行する復号処理部１５３、前述の
変換テーブル１０６の登録データに基づくデータ変換処理を実行するデータ変換処理部１
５４、デコード（例えばＭＰＥＧデコード）処理を実行するデコード処理部１５５を有す
る。
【００７０】
　復号処理部１５３では、メモリ１５６に格納された各種情報、および、情報記録媒体１
００からの読み取りデータを適用して、コンテンツの復号に適用する鍵を生成し、暗号化
コンテンツ１０１の復号処理を実行する。データ変換処理部１５４は、情報記録媒体１０
０から取得されるデータ変換処理プログラムに従って、情報記録媒体１００から取得され
る変換テーブルに登録された変換データを適用してコンテンツの構成データの置き換え処
理（上書き）を実行する。デコード処理部１５５は、デコード（例えばＭＰＥＧデコード
）処理を実行する。
【００７１】
　情報処理装置１５０のメモリ１５６には、デバイス鍵：Ｋｄや、相互認証処理に適用す
る鍵情報や復号に適用する鍵情報などが格納される。なお、コンテンツの復号処理の詳細
については後述する。デバイス鍵：Ｋｄは、先に説明したＭＫＢの処理に適用する鍵であ
る。ＭＫＢは有効なライセンスを持つユーザの情報処理装置に格納されたデバイス鍵［Ｋ
ｄ］に基づく処理（復号）によってのみ、コンテンツの復号に必要なキーであるメディア
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鍵［Ｋｍ］の取得を可能とした鍵情報ブロックであり、暗号化コンテンツの復号に際して
、情報処理装置１５０は、メモリ１５６に格納されたデバイス鍵：Ｋｄを適用してＭＫＢ
の処理を実行することになる。なお、コンテンツの復号処理の詳細については後述する。
【００７２】
　　［２．コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）について］
　前述したように、情報記録媒体に格納されるコンテンツは、ユニット毎の異なる利用制
御を実現するため、ユニット毎に異なる鍵が割り当てられ暗号化処理がなされて格納され
る。すなわち、コンテンツはコンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）に区分されて、
個別の暗号化処理がなされ、個別の利用管理がなされる。
【００７３】
　コンテンツ利用に際しては、まず、各ユニットに割り当てられたＣＰＳユニット鍵（タ
イトル鍵とも呼ばれる）を取得することが必要であり、さらに、その他の必要な鍵、鍵生
成情報等を適用して予め定められた復号処理シーケンスに基づくデータ処理を実行して再
生を行う。コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）の設定態様について、図２を参照
して説明する。
【００７４】
　図２に示すように、コンテンツは、（Ａ）インデックス２１０、（Ｂ）ムービーオブジ
ェクト２２０、（Ｃ）プレイリスト２３０、（Ｄ）クリップ２４０の階層構成を有する。
再生アプリケーションによってアクセスされるタイトルなどのインデックスを指定すると
、例えばタイトルに関連付けられた再生プログラムが指定され、指定された再生プログラ
ムのプログラム情報に従ってコンテンツの再生順等を規定したプレイリストが選択される
。
【００７５】
　プレイリストには、再生対象データ情報としてのプレイアイテムが含まれる。プレイリ
ストに含まれるプレイアイテムによって規定される再生区間としてのクリップ情報によっ
て、コンテンツ実データとしてのＡＶストリームあるいはコマンドが選択的に読み出され
て、ＡＶストリームの再生、コマンドの実行処理が行われる。なお、プレイリスト、プレ
イアイテムは多数、存在し、それぞれに識別情報としてのプレイリストＩＤ、プレイアイ
テムＩＤが対応付けられている。
【００７６】
　図２には、２つのＣＰＳユニットを示している。これらは、情報記録媒体に格納された
コンテンツの一部を構成している。ＣＰＳユニット１，２７１、ＣＰＳユニット２，２７
２の各々は、インデックスとしてのタイトルと、再生プログラムファイルとしてのムービ
ーオブジェクトと、プレイリストと、コンテンツ実データとしてのＡＶストリームファイ
ルを含むクリップを含むユニットとして設定されたＣＰＳユニットである。
【００７７】
　コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）１，２７１には、タイトル１，２１１とタ
イトル２，２１２、再生プログラム２２１，２２２、プレイリスト２３１，２３２、クリ
ップ２４１、クリップ２４２が含まれ、これらの２つのクリップ２４１，２４２に含まれ
るコンテンツの実データであるＡＶストリームデータファイル２６１，２６２が、少なく
とも暗号化対象データであり、原則的にコンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）１，
２７１に対応付けて設定される暗号鍵であるタイトル鍵（Ｋｔ１）（ＣＰＳユニット鍵と
も呼ばれる）を適用して暗号化されたデータとして設定される。
【００７８】
　コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）２，２７２には、インデックスとしてアプ
リケーション１，２１３、再生プログラム２２４、プレイリスト２３３、クリップ２４３
が含まれ、クリップ２４３に含まれるコンテンツの実データであるＡＶストリームデータ
ファイル２６３がコンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）２，２７２に対応付けて設
定される暗号鍵である暗号鍵であるタイトル鍵（Ｋｔ２）適用して暗号化される。
【００７９】
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　例えば、ユーザがコンテンツ管理ユニット１，２７１に対応するアプリケーションファ
イルまたはコンテンツ再生処理を実行するためには、コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユ
ニット）１，２７１に対応付けて設定された暗号鍵としてのタイトル鍵：Ｋｔ１を取得し
て復号処理を実行することが必要となる。コンテンツ管理ユニット２，２７２に対応する
アプリケーションファイルまたはコンテンツ再生処理を実行するためには、コンテンツ管
理ユニット（ＣＰＳユニット）２，２７２に対応付けて設定された暗号鍵としてのタイト
ル鍵：Ｋｔ２を取得して復号処理を実行することが必要となる。
【００８０】
　ＣＰＳユニットの設定構成、およびタイトル鍵の対応例を図３に示す。図３には、情報
記録媒体に格納される暗号化コンテンツの利用管理単位としてのＣＰＳユニット設定単位
と、各ＣＰＳユニットに適用するタイトル鍵（ＣＰＳユニット鍵）の対応を示している。
なお、予め後発データ用のＣＰＳユニットおよびタイトル鍵を格納して設定しておくこと
も可能である。例えばデータ部２８１が後発データ用のエントリである。
【００８１】
　ＣＰＳユニット設定単位は、コンテンツのタイトル、アプリケーション、データグルー
プなど、様々であり、ＣＰＳユニット管理テーブルには、それぞれのＣＰＳユニットに対
応する識別子としてのＣＰＳユニットＩＤが設定される。
【００８２】
　図３において、例えばタイトル１はＣＰＳユニット１であり、ＣＰＳユニット１に属す
る暗号化コンテンツの復号に際しては、タイトル鍵Ｋｔ１を生成し、生成したタイトル鍵
Ｋｔ１に基づく復号処理を行なうことが必用となる。
【００８３】
　このように、情報記録媒体１００に格納されるコンテンツは、ユニット毎の異なる利用
制御を実現するため、ユニット毎に異なる鍵が割り当てられ暗号化処理がなされて格納さ
れる。各コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）に対する個別の利用管理のために、
各コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）に対する使用許諾情報（ＵＲ：Ｕｓａｇｅ
　Ｒｕｌｅ）が設定されている。使用許諾情報は、前述したように、コンテンツに対する
例えばコピー・再生制御情報（ＣＣＩ）を含む情報であり、各コンテンツ管理ユニット（
ＣＰＳユニット）に含まれる暗号化コンテンツのコピー制限情報や、再生制限情報である
。
【００８４】
　なお、タイトル鍵の生成には、情報記録媒体に格納された様々な情報を適用したデータ
処理が必要となる。これらの処理の具体例についは、後段で詳細に説明する。
【００８５】
　　［３．変形データを含むコンテンツのデータ構成およびデータ変換処理の概要］
　次に、変形データを含むコンテンツの構成およびデータ変換処理の概要について説明す
る。情報記録媒体１００に含まれる暗号化コンテンツ１０１は、前述したように、構成デ
ータの一部が、正しいコンテンツデータと異なるデータによって置き換えられたブローク
ンデータとして設定され、復号処理のみでは正しいコンテンツ再生が実行されず、再生を
行なう場合は、ブロークンデータを変換テーブルに登録された変換データに置き換える処
理が必要となる。
【００８６】
　図４を参照して、情報記録媒体に格納されるコンテンツの構成および再生処理の概要に
ついて説明する。情報記録媒体１００には例えば映画などのＡＶ（Audio Visual）コンテ
ンツが格納される。これらのコンテンツは暗号化が施され、所定のライランスを持つ再生
装置においてのみ取得可能な暗号鍵を適用した処理によって復号の後、コンテンツ再生が
可能となる。具体的なコンテンツ再生処理については後段で説明する。情報記録媒体１０
０に格納されるコンテンツは、暗号化のみならず、コンテンツの構成データが変形データ
によって置き換えられた構成を持つ。
【００８７】
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　図４には、情報記録媒体１００に格納される記録コンテンツ２９１の構成例を示してい
る。記録コンテンツ２９１は変形のされていない正常なコンテンツデータ２９２と、変形
が加えられ破壊されたコンテンツであるブロークンデータ２９３によって構成される。ブ
ロークンデータ２９３は、本来のコンテンツに対してデータ処理によって破壊が施された
データである。従って、このブロークンデータを含むコンテンツ２９１を適用して正常な
コンテンツ再生は実行できない。
【００８８】
　コンテンツ再生を行なうためには、記録コンテンツ２９１に含まれるブロークンデータ
２９３を正常なコンテンツデータに置き換える処理を行なって再生コンテンツ２９６を生
成することが必要となる。各ブロークンデータ領域に対応する正常なコンテンツデータと
しての変換用のデータ（変換データ）は、情報記録媒体１００に記録されたコンテンツコ
ード１０５内の変換テーブル（ＦＵＴ(Fix-Up Table)）１０６（図１参照）に登録された
変換エントリ２９５から変換データを取得して、ブロークンデータ領域のデータを置き換
える処理を実行して、再生コンテンツ２９６を生成して再生を実行する。
【００８９】
　なお、再生コンテンツ２９６の生成に際しては、ブロークンデータ２９３を正常なコン
テンツデータとしての変換データ２９７に置き換える処理に加え、記録コンテンツ２９１
の一部領域を、コンテンツ再生装置またはコンテンツ再生アプリケーションを識別可能と
した識別情報（例えばプレーヤＩＤ）の構成ビットを解析可能としたデータを含む識別子
設定変換データ２９８によって置き換える処理を行なう。例えば、不正にコピーされたコ
ンテンツが流出した場合、流出コンテンツ中の識別子設定変換データ２９８の解析によっ
て、不正コンテンツの流出源を特定することが可能となる。
【００９０】
　なお、変換データを含む変換テーブルの構成データとしての変換エントリは、コンテン
ツの構成データ中の特定パケットに分散して重複記録する構成としてもよい。すなわち、
変換データは、図１に示す変換テーブル１０６に格納されるとともに、暗号化コンテンツ
１０１にも分散記録され、重複して記録される。コンテンツ再生を実行する情報処理装置
は、変換テーブル１０６に格納された変換データを取得してデータ置き換えを実行するか
、あるいはコンテンツに分散は記録された変換エントリを取得してデータ置き換えを実行
するかのいずれかの処理を行なう。
【００９１】
　　［４．コンテンツ再生処理］
　次に、図５を参照して、ホストの実行するコンテンツ再生処理について説明する。図５
には、左から暗号化コンテンツの格納された情報記録媒体３３０、情報記録媒体３３０を
セットし、データの読み取りを実行するドライブ３４０、ドライブとデータ通信可能に接
続され、情報記録媒体３３０に格納されたコンテンツをドライブ３４０を介して取得して
再生処理を実行する再生アプリケーションを実行するホスト３４５を示している。
【００９２】
　なお、図５に示すホスト３４５は、コンテンツの復号、デコード、データ変換処理など
を実行する再生（プレーヤ）アプリケーションブロック３５０と、情報記録媒体に記録さ
れたコンテンツコードに含まれるセキュリティチェックコードに基づくセキュリティチェ
ック処理および変換テーブルに基づく変換処理に適用するパラメータ算出処理などを実行
するセキュアＶＭ３６１を有するセキュアＶＭ３６０ブロックを区分して示してある。
【００９３】
　情報記録媒体３３０は、ＭＫＢ（Media Key Block）３３１、タイトル鍵ファイル３３
２、暗号化コンテンツ３３３、コンテンツコード３３４を記録データとして含む。暗号化
コンテンツ３３３は、先に、図４を参照して説明したように、一部を変換テーブルから取
得するデータに置き換える必要のあるコンテンツである。
【００９４】
　コンテンツコード３３４には、コンテンツ再生を実行するプレーヤ（再生装置）の正当



(18) JP 4899442 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

性などを検証するためのプログラムなどによって構成されるセキュリティチェックコード
３３５と、コンテンツ中の所定領域の置き換えデータに対応する変換データを登録した変
換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）３３６が含まれる。ホスト３４５は、ＭＫＢの
処理に適用するデバイス鍵３５１を保持している。
【００９５】
　図５に示すホスト３４５がドライブ３４０を介して情報記録媒体３３０の格納コンテン
ツを取得して再生する処理シーケンスについて説明する。まず、情報記録媒体３３０の格
納コンテンツの読み出しに先立ち、ホスト３４５とドライブ３４０は、ステップＳ１０１
において、相互認証を実行する。この相互認証は、ホストおよびドライブがそれぞれ正当
な機器またはアプリケーションソフトであるかを確認する処理である。この相互認証処理
シーケンスとしては、様々な処理が適用可能である。相互認証処理によって、ドライブ３
４０とホスト３４５は共通の秘密鍵としてのセッション鍵（Ｋｓ）を共有する。
【００９６】
　ステップＳ１０１において、ホストドライブ間の相互認証が実行され、セッション鍵（
Ｋｓ）を共有した後、ホスト３４５の再生（プレーヤ）アプリケーション３５０は、ステ
ップＳ１０２において、情報記録媒体３３０に記録されたＭＫＢ３３１を、ドライブを介
して取得して、メモリに格納されたデバイス鍵３５１を適用したＭＫＢ３３１の処理を実
行して、ＭＫＢからメディア鍵（Ｋｍ）を取得する。
【００９７】
　前述したように、ＭＫＢ（Media Key Block）３３１は、ブロードキャストエンクリプ
ション方式の一態様として知られる木構造の鍵配信方式に基づいて生成される暗号鍵ブロ
ックであり、有効なライセンスを持つ装置に格納されたデバイス鍵（Ｋｄ）に基づく処理
（復号）によってのみ、コンテンツの復号に必要なキーであるメディア鍵（Ｋｍ）の取得
を可能とした鍵情報ブロックである。
【００９８】
　次に、ステップＳ１０３において、ステップＳ１０２におけるＭＫＢ処理で取得したメ
ディア鍵（Ｋｍ）を適用して、情報記録媒体３３０から読み取ったタイトル鍵ファイル３
３２の復号を実行して、タイトル鍵（Ｋｔ）を取得する。情報記録媒体３３０に格納され
るタイトル鍵ファイル３３２はメディア鍵によって暗号化されたデータを含むファイルで
あり、メディア鍵を適用した処理によってコンテンツ復号に適用するタイトル鍵（Ｋｔ）
を取得することができる。なお、ステップＳ１０３の復号処理は、例えばＡＥＳ暗号アル
ゴリズムが適用される。
【００９９】
　次に、ホスト３４５の再生（プレーヤ）アプリケーション３５０は、ドライブ３４０を
介して情報記録媒体３３０に格納された暗号化コンテンツ３３３を読み出して、トラック
バッファ３５２に読み出しコンテンツを格納し、このバッファ格納コンテンツについて、
ステップＳ１０４において、タイトル鍵（Ｋｔ）を適用した復号処理を実行し、復号コン
テンツを取得する。
【０１００】
　復号コンテンツは、平文ＴＳバッファ３５３に格納する。（Ｐｌａｉｎ　ＴＳ）は復号
された平文トランスポートストリームを意味する。ここで、平文ＴＳバッファ３５３に格
納される復号コンテンツは、前述したブロークンデータを含むコンテンツであり、このま
までは再生できず、所定のデータ変換（上書きによるデータ置き換え）を行なう必要があ
る。
【０１０１】
　ステップＳ１０５において、セキュアＶＭ３６１は、データ変換に必要となるパラメー
タなどをコンテンツコード３３４から生成する処理を実行する。その後、ステップＳ１０
６において、リアルタイムイベントハンドラ３５６の制御によって、テーブル復元＆デー
タ変換処理が実行される。リアルタイムイベントハンドラ３５６の制御により、再生（プ
レーヤ）アプリケーション３５０は、コンテンツの構成データとしてのセグメントの切り
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替えに応じてパラメータ算出要求をセキュアＶＭ３６１に割り込み（ＩＮＴＲＰ）として
出力し、セキュアＶＭ３６１からパラメータを、順次受領し、変換テーブルブロックの復
号または演算を実行して平文変換テーブルブロックを取得し、取得した変換テーブルブロ
ックに含まれる変換エントリを取得する。
【０１０２】
　変換エントリには、変換データ、すなわち、
　（ａ）変換データ
　（ｂ）識別子設定変換データ
　と、これらの変換データのコンテンツにおける記録位置指定情報が記録されており、再
生（プレーヤ）アプリケーション３５０は、ステップＳ１０６において、指定位置に書き
込むデータ変換処理をコンテンツ再生処理または外部出力処理に並行したリアルタイム処
理として実行する。
【０１０３】
　セキュアＶＭ３６１は、例えばコンテンツの構成データとしてのセグメントごとに適用
する異なるパラメータを、コンテンツコードに従って生成して出力する。例えば、パラメ
ータ（ＳＰ１，ＳＰ２，ＳＰ３・・・）は所定のコンテンツ部分データ単位であるセグメ
ントに対応する変換エントリとの排他論理和（ＸＯＲ）演算パラメータである場合、ステ
ップＳ１０６におけるテーブル復元処理としては、
　［変換エントリ１］（ＸＯＲ）［ＳＰ１］、
　［変換エントリ２］（ＸＯＲ）［ＳＰ２］、
　［変換エントリ３］（ＸＯＲ）［ＳＰ３］、
　　　　　：　　　　　　　　　　　　　：
　これらの排他論理和演算処理を実行して、変換テーブルブロックデータに含まれる変換
エントリを取得する。なお、上記式において、［Ａ］（ＸＯＲ）［Ｂ］は、ＡとＢの排他
論理和演算を意味するものとする。
【０１０４】
　このように、情報記録媒体に記録されたコンテンツ３３３に含まれる変換エントリは、
パラメータ（ＳＰ１，ＳＰ２，ＳＰ３・・・）と排他論理和演算されて格納されている。
このパラメータは、セキュアＶＭ３６１によって逐次、取得され出力される。
【０１０５】
　ステップＳ１０６のテーブル復元＆データ変換処理においては、パラメータ（ＳＰ１，
ＳＰ２，ＳＰ３・・・）を適用した演算または暗号処理よって取得した復元された変換エ
ントリから変換データを取得して、コンテンツに含まれるブロークンデータを正当なコン
テンツ構成データである変換データに置き換え、さらに、識別子設定変換データをコンテ
ンツの一部データと入れ替えるデータ上書き処理を実行し、平文ＴＳバッファ３５３の格
納データを変換処理済みデータに変更する。このデータ変換処理の概要について、図６を
参照して説明する。
【０１０６】
　情報記録媒体に格納された暗号化コンテンツ３３３が、一旦、ホスト側のトラックバッ
ファ３５２に格納される。図６（１）に示すトラックバッファ格納データ４０１である。
ホスト側の復号処理によって、トラックバッファ格納データ４０１としての暗号化コンテ
ンツの復号が実行されて、復号結果データが平文ＴＳバッファ３５３に格納される。図６
（２）に示す復号結果データ４０２である。
【０１０７】
　復号結果データ４０２には、正常なコンテンツ構成データではない、ブロークンデータ
４０３が含まれる。ホストのデータ変換処理部は、このブロークンデータ４０３を、正し
いコンテンツ構成データとしての変換データ４０４に置き換える処理を実行する。この置
き換え処理は、例えば平文ＴＳバッファ３５３に書き込み済みのデータに対する一部デー
タの再書き込み（上書き）処理として実行される。
【０１０８】
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　さらに、ホストの実行するデータ変換処理は、ブロークンデータを正常なコンテンツデ
ータである変換データに置き換える処理のみならず、図６に示すように、識別子設定変換
データ４０５によって、復号結果データ４０２の一部構成データを置き換える処理を実行
する。
【０１０９】
　識別子は、前述したようにコンテンツ再生装置またはコンテンツ再生アプリケーション
を識別可能とした識別情報の構成ビットを解析可能としたデータである。具体的には例え
ば、ホストアプリケーションを実行するプレーヤとしての情報処理装置の識別情報（プレ
ーヤＩＤ）の構成データまたは、プレーヤＩＤに基づいて生成される識別マークである。
識別子設定変換データは、先に説明したようにコンテンツの再生に影響を与えないレベル
で、正しいコンテンツデータのビット値をわずかに変更したデータである。
【０１１０】
　識別子設定変換データ４０５は、コンテンツ中に多数設定され、これら複数の識別子設
定変換データ４０５を集積して解析することで、例えばプレーヤＩＤが判別される。識別
子設定変換データ４０５は、コンテンツとして通常再生可能なレベルで正常コンテンツデ
ータの構成ビットを変更したデータであり、ＭＰＥＧビットストリーム解析によりビット
（識別マーク構成ビット）判別が可能なデータである。
【０１１１】
　情報記録媒体に格納される変換テーブルには、図６に示す変換データ４０４、識別子設
定変換データ４０５が多数登録されており、さらに、これらの書き込み位置情報について
も登録されている。この変換テーブル格納情報に基づくデータ変換処理を実行することで
、平文ＴＳバッファ３５３に格納されたデータは、図６（３）に示す変換処理済みデータ
４０６に置き換えられることになる。
【０１１２】
　その後、変換済みのＴＳ（トランスポートストリーム）は、ネットワークなどを介して
外部出力され、外部の再生機器において再生される。あるいは、ステップＳ１０７におい
て、デマルチプレクサによる処理によって、トランスポートストリーム（ＴＳ）からエレ
メンタリストリーム（ＥＳ）への変換が実行され、さらに、デコード処理（ステッブＳ１
０８）が行なわれた後、ディスプレイスピーカを介して再生される。
【０１１３】
　　［５．セキュリティチェックコードを適用した処理］
　上述したコンテンツ再生処理の開始前に、セキュアＶＭ３６１は、コンテンツコード３
３４中のセキュリティチェックコード３３５を適用したセキュリティチェックを実行する
。なお、セキュアＶＭ３６１は、さらに必要に応じてコンテンツ再生処理の実行期間にお
いてもセキュリティチェックコード３３５を適用したセキュリティチェックを実行する。
【０１１４】
　セキュアＶＭ３６１は、イベントハンドラ３５４の制御の下、コンテンツコード３３４
に含まれるセキュリティチェックコード３３５に従って、プレーヤ（再生装置）の正当性
などの検証処理を実行する。なお、前述したように、変換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａ
ｂｌｅ）３３６や、セキュリティチェックコード３３５は、再生装置としてのプレーヤの
種別や、再生装置のポート情報などに応じた処理を実行可能とするため、様々な種類のコ
ードを含む設定とされる。
【０１１５】
　セキュアＶＭ３６１は、プレーヤ情報３５５として再生装置の記憶部に格納されたプレ
ーヤ証明書（Ｐｌａｙｅｒ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）や、例えば再生装置の有するポー
トに関する情報などのプレーヤの構成情報などを取得して、コンテンツコード３３４中に
含まれるセキュリティチェックコード３３５から、自己のプレーヤに対応するセキュリテ
ィチェックコードを選択して、セキュリティチェック処理を実行する。すなわち、情報処
理装置またはコンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または属性情報の少な
くともいずれかをプレーヤ情報として取得し、このようなプレーヤ情報に対応するセキュ
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リティチェックコードを選択して、選択コードに基づくセキュリティチェック処理を実行
する。
【０１１６】
　このように、情報記録媒体に格納されるコンテンツを利用する場合は、セキュアＶＭ３
６１においてセキュリティチェックが実行される。セキュアＶＭ３６１におけるセキュリ
ティチェックにおいてコンテンツの利用が許容された正当な機器であることが証明され、
また、不正なコンテンツの外部出力などが行なわれないことを機器構成情報などに基づい
て検証した後、コンテンツの再生が行なわれることになる。機器の構成が変更された場合
、例えば、装置のポートに新たな機器が接続された場合などには、その機器構成の変更に
伴うチェックが行われる場合もある。
【０１１７】
　このようなセキュリティチェックは、再生装置の構成、再生アプリケーションの種類な
どに応じて異なる処理が要求されることがあり、このため、セキュリティチェックコード
は、様々な機器やアプリケーションに対応したコードのセットとしてコンテンツコード中
に記録されている。
【０１１８】
　情報記録媒体におけるコンテンツコードの記録態様について、図を参照して説明する。
図７は、情報記録媒体に格納されるデータ全体のディレクトリ構成を示す図である。情報
記録媒体の格納データは、大きく２つのデータに区分される。１つは、コンテンツ管理デ
ータ、ＣＰＳユニット鍵、コンテンツ利用制御情報（ＣＣＩ）、コンテンツなどを含むコ
ンテンツ関連データを設定したＢＤＭＶディレクトリと、セキュリティチェックコード、
変換テーブル等を含むコンテンツコードを設定したＢＤＳＶＭディレクトリを有する。
【０１１９】
　これらの各ディレクトリの詳細例について、図８、図９を参照して説明する。先に、図
２を参照して説明した階層構造を持つコンテンツを情報記録媒体に格納する場合、様々な
データ、あるいはコンテンツコード等のプログラムなどは、個別のファイルとして記録さ
れ、例えば図８に示すディレクトリ設定に従って情報記録媒体に格納される。
　（Ａ）図２におけるインデックス２１０は、図８に示すディレクトリ中のindex.bdmvフ
ァイル
　（Ｂ）図２におけるムービーオブジェクト２２０は図８に示すディレクトリ中のMovieO
bject.bdmvファイル
　（Ｃ）図２におけるプレイリスト２３０は図８に示すディレクトリ中のPLAYLISTディレ
クトリ下のファイル、
　（Ｄ）図２におけるクリップ２４０は図８に示すディレクトリ中のCLIPINFディレクト
リ下のファイルとSTREAMディレクトリ下のファイルで同じファイル番号持つものの対に対
応する。
　（Ｅ）その他、音声データやフォントデータを格納したＡＵＸＤＡＴＡファイル、メタ
データを格納したＭＥＴＡファイル、ＢＤ－Ｊオブジェクトを格納したＢＤＯＪファイル
などが情報記録媒体に格納される。
【０１２０】
　情報記録媒体に格納されるコンテンツは、前述したように、コンテンツの構成データの
一部が、正しいコンテンツデータと異なるデータによって置き換えられたブロークンデー
タとして設定され、復号処理のみでは正しいコンテンツ再生が実行されず、再生を行なう
場合は、ブロークンデータを変換テーブルに登録されたデータ（変換データ）に置き換え
る処理が必要となる。この置き換え処理には、情報記録媒体に格納されたコンテンツコー
ドを適用して、変換テーブル（Ｆｉｘ－ｕｐ　Ｔａｂｌｅ）の登録データによるデータ変
換処理を実行する。
【０１２１】
　この変換テーブル、およびセキュリティチェックコードを含むコンテンツコードについ
ても、個別のファイルとして情報記録媒体に格納される。コンテンツコードを設定したデ
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ィレクトリ構成を図９に示す。図９は、例えば、図８のディレクトリ構造を持つＡＶコン
テンツに対して作成されるコンテンツコードのディレクトリ構成である。
【０１２２】
　コンテンツコードは、前述したようにセキュリティチェックコードと、変換テーブルを
含む。情報記録媒体に格納されるコンテンツコードは、図９に示すように、ＢＤＳＶＭデ
ィレクテリに設定された複数の個別のファイル［ｎｎｎｎｎ．ｓｖｍ］に格納される。さ
らに、ＢＡＣＫＵＰディレクトリにコピーデータとしてのバックアップデータが設定され
る。
【０１２３】
　これらのコンテンツコードの各々のファイルは、例えば、
　（ａ）全コンテンツ＆全プレーヤ（装置または再生アプリ）共通のコンテンツコード
　（ｂ）コンテンツ固有のコンテンツコード
　（ｃ）プレーヤ（装置または再生アプリ）固有のコンテンツコード
　（ｄ）コンテンツ＆プレーヤ（装置または再生アプリ）固有のコンテンツコード
　などの各カテゴリに分類される。
【０１２４】
　上記の（ａ）～（ｄ）のカテゴリ分類とすることで、コンテンツコードは、それぞれ独
立したデータファイルとして設定可能であり、これらのコンテンツコードファイルは、再
利用可能である。すなわち、異なるコンテンツや異なるプレーヤ（装置または再生アプリ
ケーション）に対しても共通に利用可能な場合がある。このようなコンテンツコードの再
利用構成について、図１０を参照して説明する。
【０１２５】
　図１０において、例えばコンテンツコードファイル６０１～６０４は、各コンテンツコ
ード制作エンティテイまたは提供エンティテイが保持するコンテンツコードファイルであ
り、それぞれ、
　コンテンツ，プレーヤ共通コンテンツコードファイル［０００００．ｓｖｍ］６０１、
　プレーヤ固有コンテンツコードファイル［００００１．ｓｖｍ］［００００２．ｓｖｍ
］６０３、
　コンテンツ固有コンテンツコードファイル［００００３．ｓｖｍ］６０２、
　コンテンツ，プレーヤ固有コンテンツコードファイル［００００４．ｓｖｍ］６０４、
　これらのコンテンツコードファイルを示している。
【０１２６】
　これらのコンテンツコードファイル６０１～６０４には、各コンテンツコード制作エン
ティテイまたは提供エンティテイによる電子署名が付与されて、各エンティテイにおいて
保管される。
【０１２７】
　新たなコンテンツを記録した情報記録媒体を制作する場合、各エンティテイは、既に他
のコンテンツ記録情報記録媒体において利用したこれらのコンテンツコードファイル６０
１～６０４を再利用することができる。
【０１２８】
　なお、コンテンツコードは改竄を防止するめため、各コンテンツコードファイルは、管
理センタに提供され、管理センタにおいて、電子署名を設定して、情報記録媒体６１０に
格納する。情報記録媒体６１０に記録されるコンテンツコードには、管理センタ（ＫＩＣ
）による電子署名、および管理センタの設定した固有ＩＤが付与される。情報記録媒体６
１０に記録されるコンテンツコード６２０には、図に示すようにセキュリティチェックコ
ード６２１、および変換テーブル６２２が含まれる。具体的なディレクトリ構成は、ディ
レクトリ構成６３０に示すように、各エンティテイの生成したコンテンツコードが個別に
設定された構成とされる。
【０１２９】
　このように、コンテンツコードは、様々なコンテンツに対応して再利用可能であり、各
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コンテンツに応じて変更の必要なコンテンツコードと、再利用可能なコンテンツコードを
、適宜、組み合わせて、情報記録媒体に記録されることになる。
【０１３０】
　さらに、図９に示すように、各コンテンツコードファイルは、以下のような分類によっ
て設定する構成とすることも可能である。
　コンテンツコードファイル［０００００．ｓｖｍ］：プレーヤ情報の判別に適用するコ
ード
　コンテンツコードファイル［００００１．ｓｖｍ］，［００００２．ｓｖｍ］：プレー
ヤ情報に応じて選択されるコード（たとえば00001.svmはプレーヤＡ用のコード、
00002.svmはプレーヤＢ用のコードなど）
　コンテンツコードファイル［００００３．ｓｖｍ］：プレーヤ情報によらない処理（た
とえばコンテンツ発売時よりも後に発売される機器については、00003.svmに記載された
デフォルトのコードを実行する）
【０１３１】
　このように、情報記録媒体には、様々な種類に区分された異なるコンテンツコードが格
納され、コンテンツコードを利用したセキュリティチェックを実行するプレーヤ（再生装
置）は、自己のプレーヤに対応するセキュリティチェックコードを選択してセキュリティ
チェックを実行する。
【０１３２】
　図５に示すセキュアＶＭ３６１は、自装置に対応したセキュリティチェックコードを選
択してセキュリティチェック処理を実行する。この場合、セキュアＶＭ３６１は、プレー
ヤ情報３５５を入力して、セキュリティチェックコードによるセキュリティチェック処理
を行なうことになる。
【０１３３】
　プレーヤ情報３５５には、例えば、再生装置のメモリに格納されたプレーヤ証明書（Ｐ
ｌａｙｅｒ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）や、例えば再生装置の有するポートに関する情報
などのプレーヤの構成情報などが含まれる。なお、これらの情報には、セキュアＶＭ３６
１が直接メモリから取得することが可能な情報と、再生アプリケーションによって取得可
能な情報や、あるいはＯＳによって取得可能な情報など、様々な種類の情報が含まれる。
【０１３４】
　例えば、プレーヤ証明書などの情報は、再生アプリケーションによって取得可能な情報
であるが、例えば装置のポートの数や、ポートに接続された機器に関する情報などの装置
構成情報については、再生アプリケーションが直接取得できる情報とは限らず、オペレー
ションシステム（ＯＳ）等の再生アプリケーションの他のプログラムによってのみ取得可
能な情報がある。セキュアＶＭは、これらの情報を再生アプリケーションを介して取得し
て、セキュリティチェック処理を実行する。
【０１３５】
　セキュアＶＭによって実行されるセキュリティチェック処理の１つは、装置が正当なプ
レーヤ証明書（Ｐｌａｙｅｒ　Ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ）を有していることの確認である
。プレーヤ証明書は、コンテンツの利用権現を証明する証明書であり、コンテンツの管理
を実行する管理エンティテイが発行する。
【０１３６】
　プレーヤ証明書のデータ構成例を図１１に示す。プレーヤ証明書は、図１１に示すよう
に、
　＊プレーヤ証明書サイズ、
　＊証明書バージョン、
　＊プレーヤ製造者識別子、
　＊シリアル番号、
　＊署名日時、
　＊デバイス（プレーヤ）属性情報、
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　＊プレーヤ公開鍵、
　＊電子署名、
　これらのデータを有する。これらのデータの他にも、例えば、プレーヤモデル名や、プ
レーヤモデルのバージョン情報などを含める構成としてもよい。
【０１３７】
　セキュアＶＭ３６１は、情報記録媒体から読み出したセキュリティチェックコードに従
って、このプレーヤ証明書の検証処理を実行し、正当性を確認した後、その後のセキュリ
ティチェックに必要な情報をこの証明書から取得することができる。具体的な処理として
は、まず、セキュアＶＭ３６１は、プレーヤ証明書の署名検証処理を実行する。例えば、
プレーヤ証明書の署名の実行エンティテイである管理センタの公開鍵を適用した署名検証
を実行する。管理センタの公開鍵は、予め取得して装置のメモリに保持したものを適用し
てもよいし、情報記録媒体から取得あるいはネットワークを介して取得してもよい。
【０１３８】
　署名検証により、プレーヤ証明書の正当性が確認されなかった場合は、その後のデータ
変換を伴うコンテンツ再生への移行が停止される。プレーヤ証明書の正当性が確認された
場合は、さらに、プレーヤに対応するセキュリティチェックが実行される。製造メーカな
どの基本的なプレーヤ情報は、プレーヤ証明書から取得できる。
【０１３９】
　すなわちセキュアＶＭ３６１は、プレーヤ証明書の正当性検証処理を実行し、正当性が
確認されたことを条件として、該プレーヤ証明書の記録情報から、情報処理装置またはコ
ンテンツ利用アプリケーションに対応する識別情報または属性情報、すなわち装置やアプ
リケーションのメーカ、種別、バージョン、シリアル番号などを取得する処理を実行する
。これらの取得情報に基づいて、取得情報に対応するセキュリティチェックコードを選択
して、選択コードに基づくセキュリティチェック処理を実行する。なお、セキュリティチ
ェック処理に必要となる装置構成情報などのプレーヤ情報は、例えば再生アプリケーショ
ンやセキュアＶＭの情報取得処理によって取得される。
【０１４０】
　プレーヤ証明書以外のプレーヤ情報の例について、図１２を参照して説明する。図１２
に示すように、セキュリティチェック処理に際して利用されるプレーヤ情報には、例えば
、以下の情報がある。
　＊ポート属性：1方向、双方向、アナログ、デジタル、Video、Audio、記録可能などの
装置の有するポートの属性情報、
　＊ポートステータス：ポートを介するデータ出力形式（コンポジットビデオ、コンポー
ネントビデオ、デジタルAudio、デジタルVideo）、および使用中のプロトコル情報（VGA/
HDCP/DTCPなど）、
　＊プレーヤ情報：バーチャルメモリ（ＶＭ）のＲＡＭサイズ、システムクロック、デー
タ変換（Media Transform）処理方法など、
　これらの情報が再生アプリケーションやセキュアＶＭ３６１によって取得され、セキュ
リティチェック処理が行なわれる。
【０１４１】
　セキュアＶＭ３６１は、コンテンツの不正利用の可能性について検証する場合、例えば
、特定のポートを利用したコンテンツの不正出力やコピーが実行されているか否かの検証
などを行なうことが必要となる場合がある。この場合、セキュアＶＭは、プレーヤ情報と
して取得されるポート属性、ポートステータスを適用し、これらの情報に基づいて、これ
らのポート情報に対応する適切なセキュリティチェックコードを選択して実行する。この
ようなプレーヤ情報を利用したセキュリティチェックコードの選択適用によって、コンテ
ンツコードを効率的かつ効果的に適用したセキュリティチェックが実現される。すなわち
、コンテンツコードの実行にはある程度の実行時間が必要であるところ、適用する再生機
器に対して、複数のセキュリティコードが入ったディスクから必要なセキュリティコード
を選択的に実行することにより、セキュリティレベルを落とすことなく、かつ、迅速にセ
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キュリティチェックを行なうことができる。なお、再生装置を特定し、該再生機器の処理
能力に基づいて実行させるセキュリティコードを選択させる構成にし、処理能力が高い装
置では、処理能力が低い装置より多くのセキュリティコードを実行させることにより、セ
キュリティコードの実行速度を確保することもでき、ユーザを待たせることも無い。具体
的には、実行すべきセキュリティコードの実行に使用できる時間を定め、この時間内に終
るようにセキュリティコードを作成するようにすれば良い。
【０１４２】
　また、これらのプレーヤ情報は、再生アプリケーションやセキュアＶＭが、様々なルー
トで取得することになる。様々なルートを介して必要となるプレーヤ情報を取得し、セキ
ュアＶＭがこれらを利用してセキュリティチェックコードを実行してセキュリティチェッ
ク処理が行われる。
【０１４３】
　プレーヤ情報の取得処理態様について、図１３を参照して説明する。図１３には、コン
テンツ再生を実行する再生装置、例えばＰＣあるいは再生専用装置（ＣＥ（Consumer Ele
ctronics）機器）におけるレイヤ構成を示している。最上位がコンテンツ再生を実行する
再生アプリケーション７０１等のプロセス実行アプリケーションのレイヤであり、その下
にオペレーションシステム（ＯＳ）７１１があり、その下に各種デバイスとしてのハード
ウェアおよびデバイスドライバ７２１を示している。
【０１４４】
　セキュリティチェックコードを適用したセキュリティチェック処理は、再生アプリケー
ション７０１において生成されるバーチャルマシンとしてのセキュアＶＭ７０２によって
実行される。セキュアＶＭ７０２は、様々プレーヤ情報を取得してセキュリティチェック
を実行する。たとえば先に図１１を参照して説明したプレーヤ証明書は、装置のメモリに
格納されており、再生アプリケーション７０１によって直接取得可能なプレーヤ情報７０
３に含まれる。その他、装置やアブリケーション対応の固定的な情報たとえばＣＥ機のポ
ート数など）は、再生アプリケーション７０１によって直接取得可能なプレーヤ情報７０
３に含まれる。
【０１４５】
　一方、装置のポートに接続される様々なデバイスなどの情報は、再生アプリケーション
７０１によって直接取得可能なプレーヤ情報７０３には含まれない。このようなプレーヤ
情報には、例えば、（ｃ）ハードウェアおよびデバイスドライバ７２１に属するデバイス
情報があり、これらのデバイス情報は、ＯＳ７１１によって取得可能なプレーヤ情報７１
３である。
【０１４６】
　再生アプリケーション７０１は、このようなＯＳ７１１によってのみ取得可能なプレー
ヤ情報７１３をＯＳから取得し、セキュリティチェック処理を実行するセキュアＶＭ７０
２に提供する。
【０１４７】
　再生アプリケーション７０１がＯＳ７１１から取得可能なプレーヤ情報は、例えば、シ
ステム拡張、外部機器接続などによって変化する可能性のある情報などがあり、これらは
、例えば、再生アプリケーションの実行時に、ＯＳ７１１のデバイスマネージャ７１２か
ら取得可能な情報であり、具体的には、プラットフォーム、ポートに関する情報などが含
まれる。
【０１４８】
　例えば、再生アプリケーション７０１が起動時に機器の状態を調べ、その時点での機器
のコンフィギュレーションに合わせてコンテンツ再生を行う構成である場合は、再生アプ
リケーション７０１は起動時の機器の状態を取得した後、これらの取得した機器情報をセ
キュアＶＭ７０２に提供する。さらに、再生アプリケーション７０１が、アプリケーショ
ン起動後において新たに接続されたデバイスなど、最新の情報を取得する機能を持ってい
るアプリケーションである場合は、これらの更新情報を逐次セキュアＶＭ７０２に提供す
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る。
【０１４９】
　なお、再生アプリケーション７０１は、すべてのデバイス情報をＯＳから取得可能では
なく、取得できないデバイス情報（図に示す（Ｃ２））も存在する。例えば、デバイスド
ライバが保持しているレジスタ値そのものは、一般の再生アプリケーションは特別な処理
を実行して、デバイスドライバやＯＳの力を借りなければこの種の情報を取得できない。
【０１５０】
　セキュリティチェックコードは、基本的には、これらの取得困難な情報についての取得
は行なわず、利用可能なプレーヤ情報としてのプレーヤ証明書および機器情報のみを適用
してセキュリティチェック処理を実行する設定とされる。
【０１５１】
　次に、図１４に示すフローチャートを参照して、コンテンツコード中のセキュリティチ
ェックコードを適用したセキュリティチェック処理および変換テーブルを適用した変換処
理を伴うコンテンツ再生シーケンスについて説明する。
【０１５２】
　まず、ステップＳ３０１において、セキュアＶＭは情報記録媒体からコンテンツコード
を取得し、コンテンツコードにプレーヤ情報の取得要求が含まれているか否かを判定する
。これは、例えば、図９に示すディレクトリ設定の場合、プレーヤ情報の判別に適用する
コードを格納したコンテンツコードファイル［０００００．ｓｖｍ］を読み取って判定す
る。
【０１５３】
　コンテンツコードにプレーヤ情報の取得要求が含まれていない場合は、ステップＳ３０
５に進む。コンテンツコードにプレーヤ情報の取得要求が含まれている場合は、ステップ
Ｓ３０２に進み、コンテンツコードに応じて、セキュリティチェックに必要なプレーヤ情
報を取得する。これらの情報には、例えば図１１を参照して説明したプレーヤ証明書や、
図１２を参照して説明したポート属性、ポートステータス、その他のプレーヤ情報が含ま
れる。なお、先に図１３を参照して説明したように、ＰＣ等拡張性を有する機器はポート
属性等を知るために、ＯＳのデバイス管理機能から、プレーヤ情報を取得する。また、Ｃ
Ｅ機器の場合ポート属性等は固定であるため、固定値を取得するなど、機器に応じて必要
とするプレーヤ情報は異なり、取得態様も異なる。
【０１５４】
　次に、ステップＳ３０３において、コンテンツコードに取得したプレーヤ情報に対応す
るセキュリティチェックコードが含まれているか否かを判定し、含まれている場合は、ス
テップＳ３０４において、セキュリティチェックコードに応じたセキュリティチェック処
理を実行する。これらの処理は、例えば、図９に示すディレクトリ設定の場合、プレーヤ
情報に応じて選択されるコンテンツコードファイル［００００１，ｓｖ，ｍ］［００００
２．ｓｖｍ］などを適用したセキュリティチェック処理である。
【０１５５】
　ステップＳ３０５において、セキュリティチェック処理の結果に問題ありと判定された
場合は、コンテンツ再生に移行することなく処理を中止する。セキュリティチェック処理
の結果に問題なしと判定された場合は、ステップＳ３０６に進み、コンテンツコードに含
まれる変換テーブルを適用したデータ変換処理が必要であるか否かを判定し、必要でない
場合は、ステップＳ３０８に進みコンテンツ再生を実行する。
【０１５６】
　ステップＳ３０６において、コンテンツコードに含まれる変換テーブルを適用したデー
タ変換処理が必要であると判定された場合は、ステップＳ３０７に進み、コンテンツコー
ド中の変換テーブルを取得し、復号して変換テーブル中の記録情報を適用してコンテンツ
の変換処理を実行する。この処理は、先に図６を参照して説明した処理である。この変換
処理の後ステップＳ３０７においてコンテンツ再生を実行する。なお、ステップＳ３０６
のデータ変換処理とステップＳ３０７のコンテンツ再生処理は並行して実行される。
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【０１５７】
　　［６．情報処理装置の構成］
　次に、図１５を参照して、上述した再生（プレーヤ）アプリケーションおよびセキュア
ＶＭを適用したデータ処理を実行する情報処理装置のハードウェア構成例について説明す
る。情報処理装置８００は、ＯＳやコンテンツ再生または記録アプリケーションプログラ
ム、相互認証処理、コンテンツ再生に伴う様々な処理、例えば、上述したセキュリティチ
ェックコードに基づくセキュリティチェック処理、変換テーブルを適用したデータ変換処
理などを含む各種プログラムに従ったデータ処理を実行するＣＰＵ８０９、プログラム、
パラメータ等の記憶領域としてのＲＯＭ８０８、メモリ８１０、デジタル信号を入出力す
る入出力Ｉ／Ｆ８０２、アナログ信号を入出力し、Ａ／Ｄ，Ｄ／Ａコンバータ８０５を持
つ入出力Ｉ／Ｆ８０４、ＭＰＥＧデータのエンコード、デコード処理を実行するＭＰＥＧ
コーデック８０３、ＴＳ（Transport Stream）・ＰＳ(Program Stream)処理を実行するＴ
Ｓ・ＰＳ処理手段８０６、相互認証、暗号化コンテンツの復号処理など各種の暗号処理を
実行する暗号処理手段８０７、ハードディスクなどの記録媒体８１２、記録媒体８１２の
駆動、データ記録再生信号の入出力を行なうドライブ８１１を有し、バス８０１に各ブロ
ックが接続されている。
【０１５８】
　情報処理装置（ホスト）８００は、例えばＡＴＡＰＩ－ＢＵＳ等の接続バスによってド
ライブと接続されている。変換テーブル、コンテンツなどをデジタル信号用入出力Ｉ／Ｆ
８０２を介して入出力される。暗号化処理、復号処理は、暗号化処理手段８０７によって
、例えば、ＡＥＳアルゴリズムなどを適用して実行される。
【０１５９】
　なお、コンテンツ再生あるいは記録処理を実行するプログラムは例えばＲＯＭ８０８内
に保管されており、プログラムの実行処理中は必要に応じて、パラメータ、データの保管
、ワーク領域としてメモリ８１０を使用する。
【０１６０】
　ＲＯＭ８０８または記録媒体８１２には、例えば、前述のプレーヤ証明書、さらに、プ
レーヤ証明書の署名検証などに適用する管理センタの公開鍵、さらに、ドライブとの認証
処理などに際して適用するホスト対応秘密鍵、ホスト対応の公開鍵証明書、さらに、公開
鍵証明書の無効化リストとしてのリボケーションリストなどが格納される。
【０１６１】
　コンテンツ再生またはコンテンツの外部出力に際しては、情報記録媒体から取得したデ
ータ変換処理プログラムを適用して、暗号化コンテンツの復号と、変換テーブルの復元、
変換テーブルの格納データに基づく変換データの書き込み処理など、先に説明した処理シ
ーケンスに従った処理を実行する。
【０１６２】
　　［７．情報記録媒体製造装置および情報記録媒体］
　次に、情報記録媒体製造装置および情報記録媒体について説明する。すなわち、上述し
たコンテンツ再生処理において適用される情報記録媒体の製造装置、方法、および情報記
録媒体について説明する。
【０１６３】
　情報記録媒体製造装置は、例えば、先に図１を参照して説明した記録データを格納した
情報記録媒体１００を製造する装置である。情報記録媒体製造装置は、図１６に示すよう
に、情報記録媒体に記録するコンテンツデータを格納したコンテンツファイルを生成する
コンテンツファイル生成手段９０１と、コンテンツの利用に際して実行すべきセキュリテ
ィチェック処理用のプログラムを含むコンテンツコードを格納したコンテンツコードファ
イルを生成するコンテンツコードファイル生成手段９０２と、コンテンツファイル生成手
段９０１において生成したコンテンツファイル、およびコンテンツコードファイル生成手
段９０２において生成したコンテンツコードファイルを情報記録媒体９１０に記録する記
録手段９０３を有する。
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【０１６４】
　コンテンツコードファイル生成手段９０２は、先に、図９を参照して説明たように、情
報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に対応する複数のコンテンツコ
ードファイルの生成処理を実行する構成である。
【０１６５】
　また、コンテンツコードファイル生成手段９０２は、情報処理装置またはコンテンツ利
用アプリケーションの種別に依存しない共通のコンテンツコードを格納したコードファイ
ルや、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に依存するコンテンツ
コードを格納したコードファイル、さらに、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケ
ーションの種別を判別する処理のためのコードを格納したコードファイルなどの生成処理
を実行し、記録手段９０３は、これらの様々なコードファイルを情報記録媒体９１０に記
録する処理を実行する。
【０１６６】
　なお、コンテンツコードファイル生成手段９０２は、複数の異なるカテゴリに区分され
るコンテンツコードを格納した複数のコンテンツコードファイルを生成する場合、生成フ
ァイル中、すべてのファイルに電子署名を格納したファイルを生成するか、または、１つ
のファイルのみを電子署名データを含むコンテンツコードファイルとして生成する処理を
実行する。また、コンテンツコードファイル生成手段９０２の生成するファイルに記録さ
れる電子署名は、管理センタ（ＫＩＣ）の電子署名のみ、あるいは管理センタの電子署名
と、各ファイルに含まれるコンテンツコードの制作または提供エンティテイの電子署名が
含まれる。
【０１６７】
　このような、情報記録媒体製造装置によって生成された情報記録媒体９１０には、図１
他を参照して説明した各種のデータが記録される。具体的には、少なくともコンテンツデ
ータを格納したコンテンツファイルと、コンテンツの利用に際して実行すべきセキュリテ
ィチェック処理用のプログラムを含むコンテンツコードを格納したコンテンツコードファ
イルとを含み、コンテンツコードファイルには、情報処理装置またはコンテンツ利用アプ
リケーションの種別に対応する複数のコンテンツコードファイルが含まれる。
【０１６８】
　また、情報記録媒体に記録されるコンテンツコードファイル種別の設定例としては、先
に図９を参照して説明したように、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケーション
の種別に依存しない共通のコンテンツコードを格納したコードファイル、および情報処理
装置またはコンテンツ利用アプリケーションの種別に依存するコンテンツコードを格納し
たコードファイルの双方を含み、さらに、情報処理装置またはコンテンツ利用アプリケー
ションの種別を判別する処理のためのコードを格納したコードファイルを含む設定とする
ことができる。
【０１６９】
　情報記録媒体に記録されるコンテンツコードファイルは、このように複数の異なるカテ
ゴリに区分されるコンテンツコードを格納した複数のコンテンツコードファイルによって
構成され、先に、図１０を参照して説明したように、複数の記録ファイル中、１つのファ
イルのみが電子署名データを含むコンテンツコードファイルとして設定するか、あるいは
、全てのファイルに電子署名を含む構成とする。例えば、コンテンツコードファイルには
、各ファイルに含まれるコンテンツコードの制作または提供エンティテイの電子署名を含
める構成としてもよい。
【０１７０】
　以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本
発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明であ
る。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべ
きではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲の欄を参酌すべきである
。
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【０１７１】
　なお、明細書中において説明した一連の処理はハードウェア、またはソフトウェア、あ
るいは両者の複合構成によって実行することが可能である。ソフトウェアによる処理を実
行する場合は、処理シーケンスを記録したプログラムを、専用のハードウェアに組み込ま
れたコンピュータ内のメモリにインストールして実行させるか、あるいは、各種処理が実
行可能な汎用コンピュータにプログラムをインストールして実行させることが可能である
。
【０１７２】
　例えば、プログラムは記録媒体としてのハードディスクやＲＯＭ（Read Only Memory)
に予め記録しておくことができる。あるいは、プログラムはフレキシブルディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ(Compact Disc Read Only Memory)，ＭＯ(Magneto optical)ディスク，ＤＶＤ(D
igital Versatile Disc)、磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体に、
一時的あるいは永続的に格納（記録）しておくことができる。このようなリムーバブル記
録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【０１７３】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインス
トールする他、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送したり、ＬＡＮ(Local
 Area Network)、インターネットといったネットワークを介して、コンピュータに有線で
転送し、コンピュータでは、そのようにして転送されてくるプログラムを受信し、内蔵す
るハードディスク等の記録媒体にインストールすることができる。
【０１７４】
　なお、明細書に記載された各種の処理は、記載に従って時系列に実行されるのみならず
、処理を実行する装置の処理能力あるいは必要に応じて並列的にあるいは個別に実行され
てもよい。また、本明細書においてシステムとは、複数の装置の論理的集合構成であり、
各構成の装置が同一筐体内にあるものには限らない。
【産業上の利用可能性】
【０１７５】
　以上、説明したように、本発明の一実施例の構成によれば、情報記録媒体に記録された
コンテンツの再生処理の実行に際して、情報記録媒体に記録されたコンテンツコード中の
セキュリティチェックコードを取得し、セキュリティチェックコードに従って情報処理装
置のセキュリティチェック処理を実行する構成において、情報処理装置またはコンテンツ
利用アプリケーションに対応する識別情報または属性情報の少なくともいずれかを取得し
、取得情報に対応するセキュリティチェックコードを選択して、選択コードに従ってセキ
ュリティチェック処理を実行する構成としたので、様々な機種、バージョンなどの装置や
再生アプリケーションに対応した的確なセキュリティチェック処理を実行することが可能
となり、不正なコンテンツ利用を効果的に防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０１７６】
【図１】情報記録媒体の格納データおよびドライブ装置、情報処理装置の構成および処理
について説明する図である。
【図２】情報記録媒体の格納コンテンツに対して設定するコンテンツ管理ユニットの設定
例について説明する図である。
【図３】情報記録媒体の格納コンテンツに対して設定するコンテンツ管理ユニットとユニ
ット鍵との対応について説明する図である。
【図４】情報記録媒体に記録されるコンテンツと、コンテンツ再生において必要となるデ
ータ変換処理について説明する図である。
【図５】コンテンツ再生処理の処理例について説明する図である。
【図６】コンテンツ再生の際に実行するデータ変換処理について説明する図である。
【図７】情報記録媒体に記録されるデータのディレクトリ構成を示す図である。
【図８】情報記録媒体に記録されるコンテンツ、管理データ等のディレクトリ構成を示す
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図である。
【図９】情報記録媒体に記録されるコンテンツコードのディレクリ構成を示す図である。
【図１０】情報記録媒体に記録されるコンテンツコードの生成、記録プロセスの詳細につ
いて説明する図である。
【図１１】プレーヤ証明書のデータ構成例について説明する図である。
【図１２】プレーヤ証明書以外のプレーヤ情報について説明する図である。
【図１３】プレーヤ情報の取得処理例について説明する図である。
【図１４】情報処理装置におけるコンテンツ再生に伴う処理の実行シーケンスについて説
明するフローチャートを示す図である。
【図１５】情報処理装置のハードウェア構成例について説明する図である。
【図１６】情報記録媒体製造装置の構成について説明するブロック図である
【符号の説明】
【０１７７】
　１００　情報記録媒体
　１０１　暗号化コンテンツ
　１０２　ＭＫＢ
　１０３　タイトル鍵ファイル
　１０４　使用許諾情報
　１０５　コンテンツコード
　１０６　変換テーブル
　１０７　セキュリティチェックコード
　１２０　ドライブ
　１２１　データ処理部
　１４０　ホスト
　１５０　再生（プレーヤアプリケーション）
　１５１　データ処理部
　１５３　復号処理部
　１５４　データ変換処理部
　１５５　デコード処理部
　１５６　メモリ
　１６０　セキュアＶＭ
　２１０　インデックス
　２２０　ムービーオブジェクト
　２３０　プレイリスト
　２４０　クリップ
　２６１，２６２，２６３　ＡＶストリーム
　２７１，２７２　コンテンツ管理ユニット（ＣＰＳユニット）
　２８１　データ部
　２９１　記録コンテンツ
　２９２　コンテンツデータ
　２９３　ブロークンデータ
　２９５　変換エントリ
　２９６　再生コンテンツ
　２９７　変換データ
　２９８　識別子設定変換データ
　３３０　情報記録媒体
　３３１　ＭＫＢ
　３３２　タイトル鍵ファイル
　３３３　暗号化コンテンツ
　３３４　コンテンツコード
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　３３５　セキュリティチェックコード
　３３６　変換テーブル
　３４０　ドライブ
　３４５　ホスト
　３５０　再生（プレーヤ）アプリケーション
　３５１　デバイス鍵
　３５２　トラックバッファ
　３５３　平文ＴＳバッファ
　３５４　イベントハンドラ
　３５５　プレーヤ情報
　３５６　リアルタイムイベントハンドラ
　３６０　セキュアＶＭブロック
　３６１　セキュアＶＭ
　４０１　トラックバッファ格納データ
　４０２　復号結果データ
　４０３　ブロークンデータ
　４０４　変換データ
　４０５　識別子設定変換データ
　４０６　変換処理済みデータ
　６０１～６０４　コンテンツコードファイル
　６１０　情報記録媒体
　６２１　セキュリティチェックコード
　６２２　コンテンツコード
　６２２　変換テーブル
　７０１　再生アプリケーション
　７０２　セキュアＶＭ
　７０３　プレーヤ情報
　７１１　ＯＳ
　７１２　デバイスマネージャ
　７２１　ハードウェアおよびドライバ
　８０１　バス
　８０２　入出力Ｉ／Ｆ
　８０３　ＭＰＥＧコーデック
　８０４　入出力Ｉ／Ｆ
　８０５　Ａ／Ｄ，Ｄ／Ａコンバータ
　８０６　ＴＳ・ＰＳ処理手段
　８０７　暗号処理手段
　８０８　ＲＯＭ
　８０９　ＣＰＵ
　８１０　メモリ
　８１１　ドライブ
　８１２　記録媒体
　９０１　コンテンツファイル生成手段
　９０２　コンテンツコードファイル生成手段
　９０３　記録手段
　９１０　情報記録媒体
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