
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザが、外部ソースから選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得
できるコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、前記
選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイルへのアクセスを許可するプログラミ
ング論理、前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイルに対応し、かつプレ
ーヤＩＤを使用してターゲティングされるターゲット・デジタル情報ファイルを生成させ
るプログラミング論理、および前記外部ソースから コンピュータ・システムに 前記
ターゲット・ディジタル情報ファイルをダウンロードするよう要求するプログラミング論
理を含むコンピュータ・システム、および
前記コンピュータ・システムに取り外し自在に接続することができるモバイル装置

モバイル装置が前記プレーヤＩＤに対応する
場合に 記ターゲット・デジタル情報ファイルの一部分またはすべてを前記モバイル装
置にダウンロードする論理 み、前記一部分が、前記モバイル装置で使用可能な
によって異な とを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム
。
【請求項２】
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複数のディジタル情報ファイルを生成し、維持するコンピュータ・ベースのライブラリ／
情報頒布システムにおいて、
生ディジタル・データを受信するプログラミング論理、前記生ディジタル・データを前記
複数のディジタル情報ファイルに変換するプログラミング論理、前記複数のディジタル情
報ファイルに対応し、プレーヤＩＤを基にしてターゲティングされるディジタル情報ファ
イルを生成するプログラミング論理、および前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの
特徴を示す情報を生成するプログラミング論理を含むオーサリング・システム、および
前記オーサリング・システムに結合され、前記複数のディジタル情報ファイルを維持する
論理を含むライブラリ・サーバであって、前記ディジタル情報ファイルは、そのディジタ
ル情報ファイルのコンテンツの特徴を示しており、かつ許可されたユーザによる選択に基
づいて前記プレーヤＩＤ ターゲ 前記情報を含む前記ライブラリ・サーバ
を備えたコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項３】
前記複数のディジタル情報ファイルへのアクセスを許可する、前記ライブラリ・サーバに
結合された許可サーバをさらに含む請求項２に記載のコンピュータ・ベースのライブラリ
／情報頒布システム。
【請求項４】
前記ライブラリ・サーバへのアクセスを認証する認証論理であって、ポイント・ツー・ポ
イント認証プロトコルを実行する論理を含む認証論理をさらに含む請求項２に記載のコン
ピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項５】
前記ライブラリ・サーバへのアクセスを認証する認証論理であって、ディジタル署名認証
プロトコルを実行する論理を含む認証論理をさらに含む請求項２に記載のコンピュータ・
ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項６】
ユーザが、外部ソースから選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得
できるコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、前記
選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイルへのアクセスを許可するプログラミ
ング論理、前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイルに対応し、かつプレ
ーヤＩＤを使用してターゲティングされるターゲット・デジタル情報ファイルを生成させ
るプログラミング論理、および前記外部ソースから コンピュータ・システムに 前記
ターゲット・ディジタル情報ファイルをダウンロードするよう要求するプログラミング論
理を含む前記コンピュータ・システム、および
前記コンピュータ・システムに取り外し可能に接続されたモバイル装置

前記コンピュータ・システムが、 前記ターゲット・デジタル情報ファイルの一部分
またはすべてを前記モバイル装置にダウンロードする論理をさらに含み、前記モバイル装
置が前記プレーヤＩＤに対応する場合、前記モバイル装置は前記ターゲット・デジタル情
報ファイルの前記一部分またはすべての再生を可能にし、前記一部分は、前記モバイル装
置で使用可能な によって異な ンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布シ
ステム。
【請求項７】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得することができ
るコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイル
のターゲティングを開始するプログラミング論理、および外部ソースからコンピュータ・
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システムに 前記ターゲティングによるターゲット・デジタル情報ファイルをダウンロー
ドするよう要求するプログラミング論理を含むコンピュータ・システム、および
前記コンピュータ・システムに取り外し自在に接続することができるモバイル装置

モバイル装置が前記プレーヤＩＤに対応する場合
前記ターゲット・デジタル情報ファイルの前記コンテンツをレンダリングするように、

前記ターゲット・デジタル情報ファイルの一部分またはすべてを前記モバイル装置にダウ
ンロードする論理をさらに含み、前記一部分が、前記モバイル装置で使用可能な に
よって異な とを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項８】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して暗号化済みの前記選択された１つまたは複数のディジタル
情報ファイルをターゲティングするプログラミング論理、および外部ソースから コン
ピュータ・システムに 前記選択された１つまたは複数の暗号化済みディジタル情報ファ
イルをダウンロードするよう要求するプログラミング論理を含む前記コンピュータ・シス
テム、および
前記コンピュータ・システムに取り外し自在に接続することができるモバイル装置であっ
て、そのモバイル装置が、前記前記プレーヤＩＤに対応する場合 前記デジタル情報フ
ァイルの一部分またはすべての前記コンテンツをレンダリングするプレーヤを含むモバイ
ル装置
を備えることを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項９】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイル
のターゲティングを開始するプログラミング論理、および外部ソースから コンピュー
タ・システムに、前記ターゲティングによるターゲット・ディジタル情報ファイルをダウ
ンロードするよう要求するプログラミング論理を含むコンピュータ・システム、
前記プレーヤＩＤに対応する場合に、前記ターゲット・デジタル情報ファイルの前記コン
テンツをレンダリングするように前記コンピュータ・システムに取り外し自在に接続する
ことができるモバイル装置、および
前記モバイル装置と共に使用するためのポータブル・メディア記憶装置

前記コンピュータ・システムが、前記ターゲット・デジタル情報ファイルの一部分または
すべてを前記ポータブル・メディア記憶装置にダウンロードする論理をさらに含 とを
特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１０】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して暗号化済みの前記選択され１つまたは複数のディジタル情
報ファイルをターゲティングするプログラミング論理、および外部ソースから コンピ
ュータ・システムに 前記選択された１つまたは複数の暗号化済みディジタル情報ファイ
ルをダウンロードするよう要求するプログラミング論理を含むコンピュータ・システム、
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前記プレーヤＩＤに対応する場合 、前記デジタル情報ファイルの前記コンテンツをレン
ダリングするように前記コンピュータ・システムに取り外し自在に接続することができる
モバイル装置、および
前記モバイル装置と共に使用するポータブル・メディア記憶装置

前記コンピュータ・システムが、前記デジタル情報ファイルの一部分またはすべてを前記
ポータブル・メディア記憶装置にダウンロードする論理をさらに含 とを特徴とするコ
ンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１１】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
外部ソースに取り外し自在に接続することができるモバイル装置であって、前記ディジタ
ル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前記ディジタル
情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレーヤＩＤを示
す情報を使用して前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイルのターゲティ
ングを開始するプログラミング論理、前記モバイル装置に 前記ターゲティングによるタ
ーゲット・デジタル情報ファイルの一部分またはすべてをダウンロードするよう要求する
プログラミング論理、および前記モバイル装置が前記プレーヤＩＤに対応する場合 、前
記ターゲット・デジタル情報ファイルの前記コンテンツをレンダリングするプログラミン
グ論理を含む前記モバイル装置
を備えることを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１２】
前記モバイル装置にダウンロードされた前記ターゲット・デジタル情報ファイルのそれぞ
れのセグメントについて認証を実行する論理をさらに含むことを特徴とする請求項１１に
記載のコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１３】
前記ディジタル情報ファイルのアクセス履歴を基に使用統計を収集し、記憶する論理をさ
らに含むことを特徴とする請求項１１に記載のコンピュータ・ベースのライブラリ／情報
頒布システム。
【請求項１４】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイル
のターゲティングを開始するプログラミング論理、および前記外部ソースから コンピ
ュータ・システムに ターゲティングによるターゲット・デジタル情報ファイルをダウン
ロードするよう要求するプログラミング論理を含むコンピュータ・システム、および
前記プレーヤＩＤに対応する場合 、前記ターゲット・デジタル情報ファイルの前記コン
テンツをレンダリングするように前記コンピュータ・システムに無線接続することができ
るモバイル装置

前記コンピュータ・システムが、前記ターゲット・デジタル情報ファイルの一部分または
すべてを前記モバイル装置無線でダウンロードする論理をさらに含み、前記一部分が、前
記モバイル装置で使用可能な によって異な とを特徴とするコンピュータ・ベー
スのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１５】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
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記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して暗号化済みの前記選択された１つまたは複数のディジタル
情報ファイルをターゲティングするプログラミング論理、および外部ソースから コン
ピュータ・システムに 前記暗号化済みディジタル情報ファイルをダウンロードするよう
要求するプログラミング論理を含む前記コンピュータ・システム、および
前記コンピュータ・システムに無線接続することができるモバイル装置であって、前記プ
レーヤＩＤに対応する場合 、前記デジタル情報ファイルの一部分またはすべての前記コ
ンテンツをレンダリングするためのプレーヤを含むモバイル装置
を備えることを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１６】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイル
のターゲティングを開始するプログラミング論理、および外部ソースから コンピュー
タ・システムに 前記ターゲティングによるターゲット・デジタル情報ファイルをダウン
ロードするよう要求するプログラミング論理を含むコンピュータ・システム、
前記プレーヤＩＤに対応する場合 前記ターゲット・デジタル情報ファイルの前記コン
テンツをレンダリングするように前記コンピュータ・システムに無線接続することができ
るモバイル装置、および
前記モバイル装置と共に使用するポータブル・メディア記憶装置

、
前記コンピュータ・システムが、前記ターゲット・デジタル情報ファイルの一部分または
すべてを前記ポータブル・メディア記憶装置に無線でダウンロードする論理をさらに含

とを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１７】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して暗号化済みの前記選択された１つまたは複数のディジタル
情報ファイルをターゲティングするプログラミング論理、および外部ソースから コン
ピュータ・システムに 前記暗号化済みのディジタル情報ファイルをダウンロードするよ
う要求するプログラミング論理を含む前記コンピュータ・システム、
前記プレーヤＩＤに対応する場合 、前記デジタル情報ファイルの前記コンテンツをレン
ダリングするように前記コンピュータ・システムに無線接続することができるモバイル装
置、および
前記モバイル装置と共に使用するポータブル・メディア記憶装置

、
前記コンピュータ・システムが、前記ディジタル情報ファイルの一部分またはすべてを前
記ポータブル・メディア記憶装置に無線でダウンロードする論理をさらに含 とを特徴
とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１８】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
外部ソースに無線接続することができるモバイル装置であって、前記ディジタル情報ファ
イルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前記ディジタル情報ファイ
ルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレーヤＩＤを示す情報を使
用して前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイルのターゲティングを開始
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するプログラミング論理、前記モバイル装置に前記ターゲティングによるターゲット・デ
ジタル情報ファイルの一部分またはすべてを無線でダウンロードするよう要求するプログ
ラミング論理、および前記モバイル装置が前記プレーヤＩＤに対応する場合 、前記ター
ゲット・デジタル情報ファイルの前記コンテンツをレンダリングするプログラミング論理
を含むモバイル装置
を備えることを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項１９】
前記モバイル装置に無線でダウンロードされた前記ターゲット・デジタル情報ファイルの
それぞれのセグメントについて認証を実行する論理をさらに含むことを特徴とする請求項
１８に記載のコンピュータ・ベースのライブラリ情報頒布システム。
【請求項２０】
前記ディジタル情報ファイルのアクセス履歴を基に使用統計を収集し、記憶する論理をさ
らに含むことを特徴とする請求項１８に記載のコンピュータ・ベースのライブラリ／情報
頒布システム。
【請求項２１】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウズするプログラミング論理、前
記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択するプログラミング論理、プレ
ーヤＩＤを示す情報を使用して前記選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイル
のターゲティングを開始するプログラミング論理、および外部ソースから コンピュー
タ・システムに、前記ターゲティングによるターゲット・デジタル情報ファイルをダウン
ロードするよう要求するプログラミング論理を含むコンピュータ・システム、および
前記コンピュータ・システムに取り外し自在に接続することができるモバイル装置であっ
て、前記プレーヤＩＤに対応する場合 、前記モバイル装置で前記ターゲット・デジタル
情報ファイルの一部分またはすべてをレンダリングする論理を含み、前記一部分が、前記
モバイル装置で使用可能な によって異なるモバイル装置
を備えることを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【請求項２２】
ユーザが、選択したディジタル情報ファイルにアクセスし、これらを獲得できるコンピュ
ータ・ベースのライブラリ／情報頒布システムにおいて、
外部ソースに無線接続することができるモバイル装置であって、頒布可能な大量記憶媒体
へのインターフェース、および前記ディジタル情報ファイルのコンテンツの特徴をブラウ
ズするプログラミング論理、前記ディジタル情報ファイルのうちの１つまたは複数を選択
するプログラミング論理、プレーヤＩＤを示す情報を使用して前記選択された１つまたは
複数のディジタル情報ファイルのターゲティングを開始するプログラミング論理、前記頒
布可能な大量記憶媒体から前記モバイル装置に 前記ターゲティングによるターゲット・
ディジタル情報ファイルの一部分またはすべてをダウンロードするよう要求するプログラ
ミング論理、および前記プレーヤＩＤに対応する場合 、前記ターゲット・ディジタル情
報ファイルの前記コンテンツをレンダリングする論理を含むモバイル装置
を備えることを特徴とするコンピュータ・ベースのライブラリ／情報頒布システム。
【発明の詳細な説明】

本発明は一般に、ディジタル情報の送信／受信／再生システムに関する。詳細には本発明
は、クライアント・コンピュータと対話式にアクセスする、コンピュータ・ネットワーク
・ベースのディジタル情報ライブラリに関する。

ディジタル・データ圧縮の最近の技術進歩およびコンピュータ・システムの記憶容量の増
大は、コンピュータ・ネットワークのインフラストラクチャの帯域幅の拡大と相まって、
個人が大量のディジタル情報にアクセスし、使用する新しい可能性を創出した。この種の
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ディジタル情報の１つの形態が、コンピュータ・ネットワーク上をディジタル化された情
報として送達される音声情報である。
本出願人が知るかぎりにおいて、対話型のディジタル情報送信／受信／再生システムの分
野にはいくつかの特許が存在する。１９９２年７月２１日に発行されたＹｕｒｔ他の米国
特許第５１３２９９２号（以下Ｙｕｒｔ）には、ディジタル信号処理を使用して高いデー
タ圧縮率を得る、ビデオおよび／または音声情報の配布システムが記載されている。Ｙｕ
ｒｔ特許は、原資料ライブラリのアイテムを所定のフォーマットの定様式データとする変
換手段を含む伝送システムを記述している。音声データの圧縮は、適応差分パルス符号変
調（ＡＤＰＣＭ）プロセスを音声データに適用することによって音声圧縮器によって実施
される。圧縮データ・ライブラリに記憶されたアイテムには、記憶符号化中にそれぞれの
アイテムに割り当てられた固有のアドレス・コードを使用してアクセスする。この固有の
アドレス・コードはＹｕｒｔの送受信プロセスを通して使用され、これによって情報およ
びアイテムを要求し、これにアクセスする。Ｙｕｒｔの伝送システムは、システムがユー
ザ・アカウントにアクセスするのに使用する顧客識別子（ＩＤ）コードをユーザが入力し
、ユーザがシステムの加入者であることをシステムに指示する手段を含む。加入者の身分
が適当である場合、Ｙｕｒｔシステムは記載の手法を使用して選択されたタイトルを送達
する。
Ｙｕｒｔに記載されている音声送受信システムの１つの重大な問題は、ディジタル情報ラ
イブラリ、およびディジタル情報ライブラリからユーザにダウンロードされたアイテムの
安全性を保証する有効な手段を欠いていることである。Ｙｕｒｔには、ライブラリ中のア
イテムに割り当てられた固有の識別コード、および特定のユーザに割り当てられた顧客Ｉ
Ｄコードの使用は記載されているが、無許可での複製ライブラリの作成、あるいはライブ
ラリ・アイテムのダウンロードまたはコピーを防ぐ認証プロトコルまたは暗号化手法は記
載されていない。第２に、Ｙｕｒｔおよび関連従来技術には、モバイル再生装置とのイン
タフェースを有するクライアント・コンピュータ・システムをサポートしている、サーバ
・ベースのディジタル情報ライブラリとの安全なトランザクションを提供する認証または
暗号化手段が記載されていない。第３に、これらの従来技術には、プレビューするディジ
タル情報通路を選択する機構が記載されていない。従来技術のシステムは、使用可能な記
憶空間がモバイル再生装置にどれだけあるかに応じて、プログラムの一部分だけをクライ
アント・コンピュータ・システムからモバイル再生装置にダウンロードするシステムも記
述していない。従来技術のシステムは、複数のプログラムを指定して、ディジタル情報ラ
イブラリからモバイル再生装置にダウンロードする機構も記述していない。従来技術のシ
ステムは、オーサリング・システムで、ディジタル情報ライブラリ用のコンテンツを生成
するのに必要なプロセスの詳細も記述していない。最後に、従来技術のシステムは、ライ
ブラリ・コンテンツの提供者が、ライブラリ・アイテムへのアクセスに関係した使用状況
情報に関する問合せをリアルタイムに実行することができるアカウンティング・システム
を記述していない。

本発明の好ましい実施態様は、クライアント・コンピュータ・システムおよびクライアン
ト・コンピュータ・システムに取り外し自在に接続することができるモバイル・ディジタ
ル情報再生装置に、ディジタル情報ライブラリのプログラムを安全に転送するための認証
、ターゲティングおよび暗号化プロトコルを使用するコンピュータ・ネットワーク・ベー
スのディジタル情報ライブラリ・システムである。本発明は、選択したディジタル情報フ
ァイルにアクセスし、それらを獲得するためのコンピュータ・ネットワーク・ベースのラ
イブラリ／情報送達システムである。このライブラリ／情報送達システムは、１）複数の
ディジタル情報ファイルを有するライブラリ・サーバ、２）ネットワークを介してライブ
ラリ・サーバに結合されたクライアント・コンピュータ・システム、および３）クライア
ント・コンピュータ・システムに取り外し自在に接続できるモバイル装置を備え、クライ
アント・コンピュータ・システムが、選択された１つまたは複数のディジタル情報ファイ
ルをライブラリ・サーバからダウンロードすることを要求する論理、および選択された１
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つまたは複数のディジタル情報ファイルをモバイル装置にダウンロードする論理を含む。

本明細書の一部として含まれる添付図面は、現時点での本発明の好ましい実施形態を示す
ものであり、先に記した好ましい実施態様の概要および以下に記す好ましい実施形態の詳
細な説明とともに、本発明の原理を説明し教示する役目を果たす。
第１図は、本発明を実施することができる一般的なコンピュータ・プラットフォームを示
す図である。
第２図は、コンピュータ・ネットワーク・ベースの本発明のディジタル情報ライブラリ・
システムの高位ブロック図である。
第３図は、本発明のオーサリング・システムの高位ブロック図である。
第４図は、複数のライブラリ・サーバを有する代替実施形態を示す図である。
第５図は、複数のライブラリ・サーバ・プロセスを有する代替実施形態を示す図である。
第６図は、単一のオーサリング／許可サーバを有する代替実施形態を示す図である。
第７図は、クライアント・コンピュータ・システムがローカル・ライブラリを有する代替
実施形態を示す図である。
第８図は、モバイル再生装置が、クライアント・コンピュータ・システムの代わりにダイ
レクト・ネットワーク・インタフェースを有する代替実施形態を示す図である。
第９図は、キオスクを使用して、選択されたプログラミングを保持し配布する代替実施形
態を示す図である。
第１０図は、全てのシステム構成要素が共通ネットワークを介して接続される代替実施形
態を示す図である。

本発明の好ましい実施形態は、クライアント・コンピュータ・システムおよびクライアン
ト・コンピュータ・システムに取り外し自在に接続することができるモバイル・ディジタ
ル情報再生装置に、ディジタル情報ライブラリのプログラムを安全に転送するための認証
、ターゲティングおよび暗号化プロトコルを使用するコンピュータ・ネットワーク・ベー
スのディジタル情報ライブラリ・システムである。以下の詳細説明では、本発明を完全に
理解できるように多くの特定の詳細を記載する。しかし、これらの特定の詳細を使用しな
くても本発明を実施できることは当業者にとって明白であろう。また、本発明を不必要に
不明瞭にしないために、周知の構造、インタフェースおよびプロセスを詳細に示すことは
しなかった。
第１図に、本発明の実施形態の１つが実施される一般的なデータ処理システムを示す。し
かし、さまざまなシステム・アーキテクチャを有するその他の代替システムも使用できる
ことは当業者にとって明白である。第１図に示したデータ処理システムは、情報伝達用の
バスまたはその他の内部通信手段１０１、およびバス１０１に結合された処理情報用のプ
ロセッサ１０２を含む。このシステムはさらに、バス１０１に結合され、情報を記憶し、
かつプロセッサ１０２によって実行される命令を記憶するランダム・アクセス・メモリ（
ＲＡＭ）またはその他の揮発性記憶装置１０４（以下メイン・メモリと呼ぶ）を含む。メ
イン・メモリ１０４は、さらにプロセッサ１０２が命令を実行している間の一時的な変数
またはその他の中間情報の記憶にも使用することができる。このシステムはさらに、バス
１０１に結合され、プロセッサ１０２用の静的情報を記憶し、かつプロセッサ１０２に対
する命令を記憶するリード・オンリー・メモリ（ＲＯＭ）および／または静的記憶装置１
０６、ならびに磁気ディスク・ドライブ、光ディスク・ドライブなどの大容量記憶装置１
０７を含む。大容量記憶装置１０７はバス１０１に結合され、一般に、磁気ディスク、光
ディスクなどのコンピュータ可読大容量記憶媒体１０８とともに使用されて、情報および
命令を記憶する。さらにバス１０３を介してバス１０１に結合され、コンピュータのユー
ザに情報を表示する陰極線管（ＣＲＴ）、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのディスプレ
イ装置１２１にこのシステムを結合することができる。さらに、文字数字キーおよびその
他のキーを含み、情報およびコマンド選択をプロセッサ１０２に伝達する文字数字入力装
置１２２を、バス１０３を介してバス１０１に結合してもよい。追加のユーザ入力装置と
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しては、バス１０３を介してバス１０１に結合され、方向情報およびコマンド選択をプロ
セッサ１０２に伝達し、ディスプレイ装置１２１上でのカーソル移動を制御するマウス、
トラックボール、スタイラス、カーソル方向キーなどのカーソル制御装置１２３がある。
任意選択でバス１０３を介してバス１０１に結合することができるその他の装置には、命
令、データ、またはその他の情報を、紙、フィルム、または同様の種類の媒体に印刷する
のに使用できるハードコピー装置１２４がある。好ましい実施形態では、ネットワーク・
コンピュータ・システムのその他のノード、または、その他のコンピュータ周辺装置への
アクセスに使用される通信装置１２５が、バス１０３を介してバス１０１に結合される。
通信装置１２５には、イーサネット、トークンリング、インターネット、またはワイド・
エリア・ネットワークへの結合に使用される装置など、いくつかある市販のネットワーク
周辺装置を任意に含めることができる。この通信装置にはさらに、スキャナ、端末、専門
プリンタ、音声入出力装置などの遠隔のコンピュータ周辺装置と通信するように設計され
た市販の周辺装置を任意に含めることができる。通信装置１２５にはさらに、ＲＳ２３２
またはその他の従来型のシリアル・ポート、従来型のパラレル・ポート、スモール・コン
ピュータ・システム・インタフェース（ＳＣＳＩ）ポート、あるいはその他のデータ通信
手段を含めることができる。通信装置１２５は、赤外線ＩＲＤＡプロトコル、スペクトラ
ム拡散、無線ＬＡＮなどの無線データ転送装置手段を使用することができる。さらに好ま
しい実施形態では、後に詳述するように、通信装置１２５を使用してモバイル再生装置２
１２をクライアント・コンピュータ・システム２１４に結合する。好ましい実施形態で使
用されるその他の装置の１つに、内蔵スピーカまたはヘッドフォン１３２、あるいは、外
部増幅器／スピーカ、カセット・アダプタなどの音声再生機器への入力に適したアナログ
音声出力を有するサウンド回路１３０がある。音声ファイルを再生するサウンド回路１３
０は当技術分野では周知である。別法として、サウンド回路を無線送信機とし、これで音
声データを、事前に決めた周波数で送信し、無線受信機がこれを受信し再生するようにす
ることができる。その他の無線手法も可能である。
第１図に示した全てのシステム構成要素および関連ハードウェアを、本発明のさまざまな
実施形態で使用することができることに留意されたい。しかし、任意のシステム構成を、
特定の実施態様に基づくさまざまな目的に使用できることを当業者は理解し得よう。本発
明の一実施形態では第１図に示したデータ処理システムが、ＩＢＭ ( R )互換パーソナル・
コンピュータ（ＰＣ）、Ａｐｐｌｅ　ＭａｃＩｎｔｏｓｈ ( R )パーソナル・コンピュータ
、またはＳＵＮ ( R )ＳＰＡＲＣワークステーションである。プロセッサ１０２を、米カリ
フォルニア州サンタクララのＩＮＴＥＬ ( R )社製の８０４８６、ＰＥＮＴＩＵＭ ( R )マイク
ロプロセッサなどの８０Ｘ８６互換マイクロプロセッサの１つとすることができる。
本発明を実現するソフトウェアをメイン・メモリ１０４、大容量記憶装置１０７、または
プロセッサ１０２にアクセス可能なその他の記憶媒体に記憶することができる。本明細書
に記載した方法およびプロセスを、メイン・メモリ１０４またはリード・オンリー・メモ
リ１０６に記憶され、プロセッサ１０２によって実行されるソフトウェアとして実現する
ことができることは当業者にとって明白である。このソフトウェアを、具現化されたコン
ピュータ可読のプログラム・コードをその内部に有し、大容量記憶装置１０７が読むこと
ができ、本明細書の教示に基づいてプロセッサ１０２に、ディジタル情報ライブラリのト
ランザクションおよびプロトコルを実行させるコンピュータが使用可能な大容量記憶媒体
１０８を含む製品に収めることもできる。

第２図に、本発明の好ましい実施形態で使用されるコンピュータ・ネットワーク・アーキ
テクチャを示す。本発明のネットワーク・アーキテクチャは一般に、従来型の配布ネット
ワーク・インフラストラクチャ２４０を介してクライアント・サイト２１０に結合された
ライブラリ・サイト２５０を含む。この従来型の配布ネットワーク・インフラストラクチ
ャ２４０は、インターネット・プロバイダを介したライブラリ・サイト２５０とクライア
ント・サイト２１０の間の、従来の電話網を通してインターネットでデータを通信できる
標準的な電話接続として実現できる。配布ネットワークとしてのこのインターネットの使
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用は当業者に周知である。ケーブル・モデム機能を有する代替実施形態では電話網を介し
た通信の代わりに、従来型のケーブル・ネットワークを介した通信が可能である。ケーブ
ル・ネットワークは一般に、標準的な電話網よりもはるかに高速である（すなわちはるか
に広い帯域幅を提供する）。しかしケーブル・モデムは一般に、標準的なＰＯＴＳ（ｐｌ
ａｉｎ　ｏｌｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｓｙｓｔｅｍ）モデムよりも高価である。従来型
のサービス総合ディジタル網（ＩＳＤＮ）機能を有する別の代替実施形態では、ＩＳＤＮ
モデムを使用して配布ネットワーク２４０にアクセスする。ＩＳＤＮネットワークも一般
的にはＰＯＴＳネットワークより高速である。しかし、ＩＳＤＮネットワークへのアクセ
スのほうが一般には高価となる。ケーブル・モデムおよびＩＳＤＮ実施態様は、ＰＯＴＳ
の実施態様に代わる通信媒体である。
さらに本発明が、その他のネットワーキング形態を同等にサポートすることができること
は当業者にとって明白である。例えば、赤外線または無線リンクなどの無線伝送手段も本
出願に記載した配布ネットワーク２４０となり得る。インターネットに代わるものとして
、ＡＭＥＲＩＣＡ -ＯＮ -ＬＩＮＥ（ＡＯＬ）、ＣｏｍｐｕＳｅｒｖｅなどのプロプライエ
タリ・ネットワーク／電子掲示板を使用することもできる。
ライブラリ・サイト２５０のそれぞれのサーバおよびクライアント・サイト２１０のそれ
ぞれのクライアント・コンピュータ・システム２１４を、第１図に関連して先に説明した
システムのようなコンピュータ・システムとして実施することができる。ライブラリ・サ
ーバ２６０、オーサリング・システム２８０および許可サーバ２７０を遠隔に配置し、こ
れらを、前述の手法を使用して分散システムとしてネットワーク化することができること
は当業者にとって明白である。さらに本発明では、ライブラリ・サーバ、オーサリング・
システムおよび許可サーバを多重化することができる。反対にこれらのサーバを、１台の
マシンの別個の機能として実施することもできる。これらの代替実施形態を第４図ないし
第８図に示し、後に詳しく説明する。
モバイル再生装置２１２は、ライブラリ・サーバ２６０およびクライアント・コンピュー
タ・システム２１４によってダウンロードされたディジタル情報ファイルまたはプログラ
ムを受信し記憶し、これらのディジタル情報ファイルまたはプログラムを、モバイル再生
装置２１２のユーザに対して再生する最小構成、低価格、スタンドアロンの移動ユニット
である。モバイル再生装置２１２はダウンロードの間一時的に、クライアント・コンピュ
ータ・システム２１４に取外し可能な方法で結合される。ダウンロード後は、モバイル再
生装置２１２をクライアント・コンピュータ・システム２１４から取り外すことができ、
これを、スタンドアロンのディジタル情報再生装置として使用することができる。モバイ
ル再生装置２１２の詳細は、米ニュージャージー州モントクレアのＡｕｄｉｂｌｅ　Ｗｏ
ｒｄｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社に譲渡された「Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ａｕｄｉｏ
　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ，Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｐｌａｙｂａｃｋ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ」という名称の同時係属米国特許出願第０８／４９０５３７号に記載されている。
その基本形態において本発明の好ましい実施形態は、要求に応じてディジタル情報プログ
ラミングをコンピュータ・ネットワークを選択するディジタル情報ライブラリ・システム
である。代替実施形態では、ディジタル情報プログラミングの選択はコンピュータ・ネッ
トワークを介して実施されるが、大容量記憶媒体２４１を使用して頒布される。この代替
実施形態については後に詳述する。
ディジタル情報ライブラリは、本、毎日のニュースおよび娯楽放送、会議および教育ソー
ス、その他のコンピュータ・システム、インターネットのワールド・ワイド・ウェブ（Ｗ
ＷＷ）のホスト、ならびにカスタマイズされた音声または視覚イメージ・プログラミング
などのディジタル情報ソースから内容を取り出す、ディジタル情報プログラミングの索引
付きコレクションである。ディジタル情報コンテンツのソースにはその他、会議またはセ
ミナーの議事録、講義またはスピーチの資料、語学レッスン、読書、コメディー、カスタ
マイズされた口頭での要約、および関連する「知る必要がある（ｎｅｅｄ－ｔｏ－ｋｎｏ
ｗ）」ビジネス情報、コンピュータ・ソフトウェア、ローカル・サウンド・スタジオの資
料、機械可読なファイルのテキストから音声への変換、磁気テープ、ＣＤ－ＲＯＭ、ディ
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ジタル・オーディオ・テープ、またはアナログ・カセット・テープの事前録音資料などが
ある。ただしこれらに限定されるわけではない。このディジタル情報コンテンツは、未処
理のディジタル情報コンテンツとして第２図に示したオーサリング・システム２８０に入
力される。代替実施形態では、未処理の入力を受け取り、この入力を、ディジタル情報フ
ァイルとして処理可能なディジタル形態に変換する未処理ディジタル情報ディジタイザ３
０７が含まれる。
代替実施形態ではこのディジタル情報に、視覚的イメージを表示画面または投影画面に表
示するのに使用されるディジタル化されたイメージ・データまたはグラフィックス・デー
タが含まれる。これらのイメージを、ライブラリ・サーバ２６０が保有し維持しているデ
ィジタル情報に含めることができる。

オーサリング・システム２８０は、ディジタル情報コンテンツを編集、索引付け、圧縮、
スクランブル処理、セグメント化、およびカタログ化して、ディジタル情報ファイルの中
のディジタル情報プログラムとするのに使用される。これらのプログラムは、スクランブ
ル処理され圧縮されたディジタル情報ファイル２６２として大容量記憶媒体２４１または
ライブラリ・サーバ２６０に記憶される。ディジタル情報プログラムはまず、従来からの
基準（例えば、ジャンル、現代小説、ミステリー、冒険小説、ロマンス、ノンフィクショ
ン、古典、自助、ＳＦ、西部劇など）にしたがって分類される。特定の作家または出版社
に関連した分類も行われる。完全なものと要約したものの両方が提供される。状況によっ
ては、ディジタル化されていない形態のものをディジタル化してディジタル情報コンテン
ツとする必要がある場合がある。未処理情報ディジタイザ３０７はこの目的に使用される
。オーサリング・システム２８０はさらに、ディジタル情報コンテンツをセグメントに分
割する。セグメントは、希望に応じて識別、探索およびスキップすることができる。これ
らの機能は全て、オーサリング・システム２８０によって実行される。
第３図に、好ましい実施形態のオーサリング・システム２８０を示す。オーサリング・シ
ステム２８０は、従来のさまざまなソースからディジタル情報コンテンツを未処理のディ
ジタル・データとして受け取る。このディジタル情報データは、好ましい実施形態のオー
サリング・システム２８０の３つの構成要素に供給される。ディジタル情報圧縮器３１４
は、この未処理のディジタル・データを受け取り、圧縮する。ディジタル・データを圧縮
する手法には従来からさまざまなものがある。処理するディジタル・データの種類に応じ
てこれらの手法を最適なものとする。このように本発明は、いくつかの圧縮方法、ならび
にオーサリング・システムのオペレータ３０５が、ディジタル情報圧縮器３１４に入力さ
れるディジタル情報コンテンツ３１０の分類に基づいてこれらの方法の中から選択を行う
ための手段を提供する。代わりに、圧縮方法の選択を、ディジタル情報コンテンツ３１０
自体の解釈によって自動的に実行させてもよい。圧縮されたディジタル情報ファイルは、
ディジタル情報圧縮器３１４からスクランブラ３１８に出力される。
未処理のディジタル情報コンテンツ３１０はテンプレート・ヘッダ・ジェネレータ３１２
へも供給される。ライブラリ・サーバ２６０が維持するそれぞれのディジタル情報ファイ
ルには、ファイルの内容を識別し、そのファイルの中のディジタル情報を処理するのに使
用する情報を提供するその他の記述情報を含む。それぞれのディジタル情報ファイルは、
テンプレート・ヘッダ、デスクランブル・マップ、選択されたプレビュー・クリップ、お
よびディジタル情報プログラミング自体を含む。好ましい実施形態ではテンプレート・ヘ
ッダが、ファイル内のディジタル情報に対応するいくつかの属性を含む。例えば、ディジ
タル情報が、書籍またはその他の出版物の内容から生成された音声情報であることがある
。この場合、この音声ファイルのテンプレート・ヘッダは、１）ディジタル情報コンテン
ツの原典である書籍、巻、または媒体のタイトル、２）ディジタル情報コンテンツに関連
にした法律上の著作権、３）コンテンツの可聴タイトル、４）コンテンツの目次、および
５）ディジタル情報を適正に再生またはレンダリングするための再生設定を含む属性を含
む。目次には、章の数、プログラムの長さおよび関連したコンテンツ・セクションを示す
情報を含むコンテンツ・ナビゲーション情報が含まれる。だだしこれらに限定されるわけ
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ではない。目次は、オーサリング・システムのオペレータ３０５からの入力によって生成
されるか、またはディジタル情報コンテンツ３１０の解析によって自動的に生成される。
デスクランブル・マップ３２２は、以下に記すようにディジタル情報がスクランブラ３１
８によってスクランブル処理された後で、ディジタル情報を解釈するのに使用される。プ
レビュー・クリップ３２４は、事前に生成されたディジタル情報コンテンツの短い部分を
含む。この部分は、消費者に、特定のディジタル情報ファイルのおおまかな内容を知らせ
るのに使用される。好ましい実施形態ではこれらのプレビューが、サウンド生成回路１３
０で再生したり、またはその他の手段でレンダリングしたりすることが直接にできる従来
の定様式ファイルとして生成される。ディジタル情報ファイルはそれに関連するプレビュ
ー・クリップをいくつか有することができる。好ましい実施形態では、プレビュー・クリ
ップ３２４の圧縮またはスクランブル処理は実施されない。テンプレート・ヘッダ３１２
は、ネットワーク２４０または大容量記憶媒体２４１に転送されるときもディジタル情報
ファイルに残る。ディジタル情報ファイルに関するその他の記述情報もディジタル情報フ
ァイルとともに記憶されるのが一般的だが、そうする必要はない。
引き続き第３図を参照する。テンプレート・ヘッダ・ジェネレータ３１２は、ディジタル
情報コンテンツ３１０の特定の部分からの情報が与えられたテンプレート・ヘッダを生成
する。ヘッダの生成プロセス中に、オーサリング・システムのオペレータ３０５およびデ
ィジタル情報圧縮器３１４からの入力を要求することができる。テンプレート・ヘッダは
ライブラリ・サーバ２６０に供給される。ディジタル情報ファイル・ヘッダのその他の部
分は、スクランブラ３１８およびプレビュー・ジェネレータ３２３によって与えられる。
ディジタル情報ファイル・ヘッダのこれらの部分は、ライブラリ・サーバ２６０によって
特定のディジタル情報ファイルのヘッダに組み込まれる。ディジタル情報ファイルの残り
の部分は、圧縮され、スクランブル処理され、セグメント化されたディジタル情報コンテ
ンツで占められる。
ディジタル情報圧縮器３１４がそのディジタル情報の分類にとって適切な選択された圧縮
方法を使用して未処理のディジタル情報を圧縮した後、スクランブラ３１８がディジタル
情報をスクランブル処理する。ディジタル情報をスクランブル処理するのは、無許可の消
費者がそのディジタル情報を使用するのを防ぐためである。好ましい実施形態ではスクラ
ンブラ３１８が従来の暗号化方法を使用して、データを使用できないようにする。スクラ
ンブル処理されたディジタル情報ファイルをスクランブル解除するために、対応するデス
クランブル・マップ３２２が生成される。スクランブル・マップ３１６は、スクランブラ
３１８がディジタル情報ファイルをスクランブル処理するのに使用される。スクランブラ
３１８は、ディジタル情報ファイル全体を暗号化するか、または、選択された、ディジタ
ル情報ファイルの決定的に重要なサブセットを暗号化することができる。スクランブル処
理のレベルは、オーサリング・システム２８０、モバイル再生装置２１２、および／また
はクライアント・コンピュータ・システム２１４の予想されるソフトウェア・プレーヤ２
２６の能力に基づいて選択することができる。代替実施形態では、プロプライエタリ・デ
ィジタル情報フォーマットがスクランブラ３１８の代わりに使用される。
スクランブル処理されたディジタル情報コンテンツは、スクランブラ３１８からセグメン
ト化論理３２６に出力される。セグメント化論理３２６は、モバイル再生装置２１２また
はソフトウェア・プレーヤ２２６への効率的な記憶および転送、ならびに再生中の効率的
なナビゲーションが可能なブロックにディジタル情報コンテンツを分割する。トランスポ
ート保全性データが生成され、セグメント化されたディジタル情報に添付される。代替実
施形態では、セグメント化プロセスの一部が、ディジタル情報圧縮器３１４およびスクラ
ンブラ３１８の前または後に実施される。テンプレート・ヘッダ・ジェネレータ３１２に
よるヘッダ生成プロセスでセグメント化情報を使用することもできる。圧縮され、スクラ
ンブル処理され、セグメント化されたディジタル情報ブロックは、オーサリング・システ
ム２８０によってライブラリ・サーバ２６０に供給される。ライブラリ・サーバ２６０は
、特定のディジタル情報コンテンツ・アイテムのセグメント化されたディジタル情報ブロ
ック、デスクランブル・マップ３２２、プレビュー・クリップ３２４、およびテンプレー
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ト・ヘッダ３１２を、１つまたは複数のディジタル情報プログラム・ファイルに組み込み
、これらのファイルを、ディジタル情報プログラム・ファイル記憶領域２６２に記憶する
。その他の未処理のディジタル情報コンテンツは、オーサリング・システム２８０を使用
し、同様の方法でディジタル情報ファイルに変換される。

第２図に戻る。ライブラリ・サーバ２６０は、オーサリング・システム２８０によって作
成されたディジタル情報プログラム・ファイル２６２の維持を担っている。さらにライブ
ラリ・サーバ２６０は、ディジタル情報プログラム・ファイル２６２へのアクセス要求を
、ネットワーク２４０を介してクライアント・コンピュータ・システム２１４から受け取
り、選択されたディジタル情報ファイルの購入および頒布、ならびに／または選択された
プレビュー・クリップ３２４の頒布を管理する。ライブラリ・サーバ２６０は、ライブラ
リ・サーバのこれらの機能を実行するライブラリ管理ソフトウェア２６１、および後述す
る認証プロトコルに使用されるライブラリ・キー２６３を含む。ライブラリ管理ソフトウ
ェア２６１は、クライアント・コンピュータ・システム２１４による、ディジタル情報プ
ログラム・ファイル２６２へのアクセスおよび／またはこれの購入の要求を受け取り、こ
れに応答する処理論理を含む。このような要求をクライアントから受け取ると、ライブラ
リ・サーバ２６０は、許可サーバ２７０を使用し、ライブラリ・サーバ２６０または許可
サーバ２７０によって生成され、維持されているクライアント情報２７２を用いてこの要
求を認証する。クライアント情報２７２には、個々のモバイル再生装置２１２またはソフ
トウェア・プレーヤ２２６上でコンテンツを再生するのに使用されるクライアント識別子
が含まれる。クライアント情報２７２に、クライアントの個人情報、コンテンツに対する
ユーザの選好、クライアントの勘定履歴、プレーヤの使用履歴およびプレーヤのグループ
・リストを含めることもできる。代替実施形態では、その代わりにクライアント情報２７
２の一部がサーバ２６０に記憶される。後に詳述する許可プロトコルを使用してライブラ
リ・サーバ２６０は、クライアントの要求に応えることができるかどうかを判定する。許
可された場合、ライブラリ・サーバ２６０は、クライアント・コンピュータ・システム２
１４から要求のあったディジタル情報プログラム・ファイルまたはプレビュー・クリップ
にアクセスし、選択されたプレビュー・クリップを頒布するか、または後に詳述する認証
プロトコルを使用して、暗号化され、宛先、ディジタル署名が付されたディジタル情報フ
ァイルを作成し、暗号化され圧縮されたディジタル情報ファイルをネットワーク２４０を
介して、要求を発しているクライアント・コンピュータ・システム２１４に転送する。配
布できる大容量記憶媒体２４１を頒布媒体として使用し、クライアント・システム２１４
に情報を転送してもよい。その後、クライアント・コンピュータ・システム２１４が、選
択したディジタル情報ファイル（またはそのサブセット）を、再生のため、モバイル再生
装置２１２に独立にダウンロードする。ライブラリ・サーバ２６０はさらに、ディジタル
情報ファイル２６２のアクセス履歴に関する使用状況の統計を収集し、この使用状況デー
タを、使用状況統計記憶領域２６４に記憶する。ライブラリ・サーバ２６０はさらに、ク
ライアント・ブラウザ２１９、ソフトウェア・プレーヤ２２６、およびモバイル再生装置
２１２のオペレーティング・コード・セグメント（ファームウェア）を記憶する。このオ
ペレーティング・コードを、ディジタル情報ファイルを転送するのと同じ方法でクライア
ント・コンピュータ・システム２１４にダウンロードすることができる。再生装置２１２
およびソフトウェア・プレーヤ２２６のプレーヤ構成データがライブラリ・サーバ２６０
に記憶される。これを、ディジタル情報ファイルおよびファームウェアを転送するのと同
じ方法でカスタマイズまたは更新することができる。構成データには、音声プロンプト、
ユーザ・インタフェース・オプション、グループＩＤ情報および情報再生パラメータが含
まれる。だだしこれらに限定されるわけではない。プレーヤ構成データは、クライアント
情報２７２に基づいて必要なクライアント・コンピュータ・システム２１４、ソフトウェ
ア・プレーヤ２２６、またはモバイル再生装置２１２に転送される。
ライブラリ・サーバ２６０は、クライアント・コンピュータ・システム２１４上で実行さ
れるクライアント・アプリケーション・プログラムであるクライアント・ブラウザ２１９
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とインタフェースする。クライアント・ブラウザ２１９は、さまざまな種類のサービスを
ライブラリ・サーバ２６０に要求するのに使用される。これらのサービスには、所望のプ
ログラムのディジタル情報ファイル２６２の探索、ディジタル情報ファイル２６２に関連
した選択されたプレビュー・クリップのプレビュー、選択されたプログラムの購入、オペ
レーティング・コード・セグメントまたはプレーヤ構成データの要求、および購入したプ
ログラムまたはその他の資料の要求元のクライアント・コンピュータ・システム２１４へ
のダウンロードが含まれる。だだしこれらに限定されるわけではない。
ライブラリ・サーバ２６０は許可サーバ２７０とインタフェースし、クライアント・コン
ピュータ・システム２１４は、本発明の好ましい実施形態の固有の認証プロトコルおよび
暗号化プロトコルを使用する。これらのプロトコルの好ましい実施形態については後の項
で説明する。

引き続き第２図を参照する。クライアント・コンピュータ・システム２１４は、消費者コ
ンピュータ・システムまたはエンド・ユーザ・コンピュータ・システムを表し、一般には
、第１図に示したサンプル・システムのようなパーソナル・コンピュータである。これを
使って消費者は、配布ネットワーク２４０を介してディジタル情報ライブラリ・サーバ２
６０からディジタル情報コンテンツを、ブラウズし、プレビューし、選択し、購入し、そ
の頒布を受けることができる。クライアント・コンピュータ・システム２１４は、クライ
アント・ブラウザ・ソフトウェア２１９、モバイル装置インタフェース２２１、ネットワ
ーク２４０からダウンロードした暗号化され圧縮されたディジタル情報ファイル２２０の
記憶域、ソフトウェア・プレーヤ２２６、およびセグメント・ダウンロード・データ２２
２を含む。セグメント・ダウンロード・データはディジタル情報ファイル２２０に由来す
るもので、モバイル再生装置２１２内の記憶セグメントを定義し、クライアント・コンピ
ュータ・システム２１４からモバイル再生装置２１２へのディジタル情報ファイル２２０
のダウンロードを助けるためのものである。クライアント・コンピュータ・システム２１
４はさらに、サーバ２６０から受け取ったディジタル情報およびソフトウェア・ファイル
の認証に使用するサーバ公開キー２１５を含む。クライアント・ブラウザ・ソフトウェア
２１９は、クライアントすなわち消費者が、ライブラリ・サーバ２６０のディジタル情報
ライブラリ２６２の中のタイトルにアクセスし、これを購入するときに使用される制御論
理を備えている。クライアント・ブラウザ・ソフトウェア２１９はさらに、構成情報また
はオペレーティング・コードをサーバ２６０に要求しダウンロードする制御論理を提供す
る。クライアント・ブラウザ・ソフトウェア２１９を、人間の直接の介入なしににこれら
の動作を実行するように構成することができる。モバイル装置インタフェース２２１は、
クライアント・コンピュータ・システム２１４からモバイル再生装置２１２への制御情報
、オペレーティング・コード、およびディジタル情報ファイルの転送の制御に使用される
ソフトウェアである。暗号化され圧縮されたディジタル情報ファイル２２０は、ライブラ
リ・サーバ２６０からネットワーク２４０を介して送られ、クライアント・コンピュータ
・システム２１４によって受け取られる。代替実施形態では、配布できる大容量記憶媒体
２４１をネットワーク２４０の代わりに使用して、情報をクライアント・コンピュータ・
システム２１４に転送する。ソフトウェア・プレーヤ２２６は、モバイル再生装置２１２
の動作をエミュレートし、クライアント・コンピュータ・システム２１４のサウンド回路
１３０および音声出力装置１３２を通してディジタル情報ファイルを再生するのに使用さ
れるソフトウェア・モジュールである。ソフトウェア・プレーヤ２２６のオペレーティン
グ・コードおよび構成情報のサーバ２６０からのダウンロードや更新は、モバイル再生装
置２１２のダウンロードや更新と同じようにできる。ソフトウェア・プレーヤ２２６の機
能は、モバイル再生装置２１２の機能および動作と等価である。したがって「プレーヤ」
という用語は、本明細書を通じて一般に、モバイル再生装置２１２およびソフトウェア・
プレーヤ２２６の両方に適用される。ソフトウェア・プレーヤ２２６には固有のプレーヤ
ＩＤが割り当てられ、モバイル再生装置２１２に割り当てられるＩＤと同様の機能を有す
るグループＩＤを割り当てることができる。
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モバイル再生装置２１２は、ディジタル情報ファイルを音または表示可能なイメージに変
換し、これらを、音声出力手段を介して再生するか、またはディスプレイ装置上に表示す
る。好ましい実施形態ではモバイル再生装置２１２が、主に音声ファイルの再生、あるい
は視覚イメージまたはテキストのディスプレイ装置への表示に従事する最小機能、低価格
の装置である。モバイル再生装置２１２の構成は、その軽量、低価格で移動が容易な特徴
を保持するのに必要最小限のものとする。したがって好ましい実施形態は、ポータブル・
パーソナル・コンピュータまたはラップトップ・コンピュータをモバイル再生装置２１２
として使用することを含まない。これは、このような汎用コンピュータ装置が一般に、好
ましいモバイル再生装置２１２の軽量、低価格の制約条件を満足しないからである。この
ような汎用コンピュータ装置は一般に、不必要な機能、より複雑なインタフェースを有し
、特殊目的のモバイル再生装置２１２と比較すると、価格および性能の面で不利となるこ
とがある。好ましい実施形態ではモバイル再生装置２１２が、プロセッサ、メモリ、およ
び圧縮されたディジタル情報ファイル２１６をこれを介して受け取るクライアント・コン
ピュータ・システム２１４とのインタフェースを含む。後に詳述するが、モバイル再生装
置２１２はさらに、プレーヤＩＤ２２３、グループＩＤ２２５、およびクライアント・コ
ンピュータ・システム２１４を介してサーバ２６０から受け取ったディジタル情報および
ソフトウェア・ファイルの認証に使用するサーバの公開キー２１５を含む。ユーザは、モ
バイル再生装置２１２上に設けられたボタンおよびつまみを使用してこの装置を制御する
。これらの制御手段は、ディジタル情報ファイル２１６の中をナビゲートしたり、構成デ
ータおよび再生パラメータを調整したり、または再生装置２１２に記憶されたファームウ
ェアによって指示されたその他の機能を実行したりするのに使用される。クライアント・
コンピュータ・システム２１４またはその他の電子装置は、再生装置に結合されたときに
、これらの制御手段からのユーザの入力を要求することができる。代替実施形態では、有
線または無線接続を介して再生装置に結合された遠隔制御ユニットに１組の追加のユーザ
制御手段が用意されている。ディジタル情報を、ヘッドホン・ジャック、内蔵スピーカ、
または無線送信器を介して、スピーカまたはヘッドホンを有する別の無線受信器に出力す
ることができる。ボリュームつまみで音声レベルを調整することができる。無線送信器に
、伝送周波数またはその他の伝送パラメータを調整するための調整つまみを含めてもよい
。視覚情報が、ＬＣＤディスプレイ、ＬＥＤディスプレイ、または標準的なビジュアル・
ディスプレイ装置への出力を介して出力される。モバイル再生装置２１２は、限定された
量の不揮発性メモリ、ＲＡＭおよびＲＯＭを含む。ディジタル情報コンテンツ、構成デー
タ、およびオペレーティング・コードは、モバイル再生装置２１２のメモリ空間に記憶さ
れる。構成データには、公開および秘密ＩＤ、コンテンツ再生パラメータ、およびユーザ
・インタフェース・パラメータが含まれる。ただしこれらに限定されるわけではない。不
揮発性メモリの使用によって、ディジタル情報コンテンツ、構成データおよびファームウ
ェアの一部を、ダウンロードによって更新することが可能となる。ディジタル情報コンテ
ンツおよびファームウェア（オペレーティング・ソフトウェア）はともにこのメモリ装置
に記憶される。ファームウェアおよび構成情報の一部分は、リード・オンリー・メモリ（
ＲＯＭ）に永久的に記憶される。内部メモリ・アロケーションの方法を使用して、モバイ
ル再生装置２１２のメモリの内容を追跡する。このアロケーション法は、セグメント・ナ
ビゲーション・データ２１８とともに、モバイル再生装置２１２のメモリに存在する所望
のディジタル情報、プログラム、構成データ、またはヘッダ・データの位置を見つけ出す
手段を提供する。モバイル再生装置２１２は、クライアント・コンピュータ・システム２
１４とのインタフェースを含む。このインタフェースを介してモバイル再生装置２１２は
、圧縮されたディジタル情報ファイル２１６、ソフトウェアの更新、および構成の変更を
クライアント・コンピュータ・システム２１４から受け取る。

クライアント・コンピュータ・システム２１４のクライアント・ブラウザ・ソフトウェア
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２１９は、ライブラリ・サーバ２６０のライブラリ管理ソフトウェア２６１およびモバイ
ル再生装置２１２に常駐するファームウェアと協動して動作し、配布ネットワーク２４０
を介してディジタル情報ライブラリ・サーバ２６０から選択したディジタル情報コンテン
ツを消費者がブラウズし、プレビューし、購入し、その頒布を受けることができる手段と
なっている。ディジタル情報コンテンツは一般に、購入時にクライアント・コンピュータ
・システム２１４にダウンロードされるが、ディジタル情報コンテンツを、１）購入後の
ある時点に、または２）最初に購入してから複数回にわたって、ダウンロードすることも
可能である。ユーザの介入なしにコンテンツをクライアント・コンピュータ・システム２
１４にダウンロードするように、クライアント・ブラウザ２１９を構成することができる
。さらに、クライアント・コンピュータ・システム２１４自体のソフトウェアまたはモバ
イル再生装置２１２の常駐ソフトウェア／ファームウェアの一部分を、ライブラリ・サー
バ２６０からダウンロードまたは更新することができる。モバイル再生装置２１２の常駐
ソフトウェア／ファームウェアは、クライアント・コンピュータ・システム２１４を介し
てダウンロードされる。ライブラリ・サーバ２６０が、更新された、すなわちより新しい
クライアント・コンピュータ・システム２１４のソフトウェアまたはモバイル再生装置２
１２のソフトウェア／ファームウェアのコピーを有する場合には、ライブラリ・サーバに
あるコピーをダウンロードし、これで、対応するクライアント・コンピュータ・システム
２１４のソフトウェアまたはモバイル再生装置２１２のソフトウェアの古いバージョンを
置き換える。このソフトウェアは、ディジタル情報ファイルのスクランブル処理および頒
布と同様の方法で暗号化され、スクランブル処理され、ディジタル署名が付される。ライ
ブラリ・サーバ２６０からのソフトウェア更新のダウンロードと同様の方法で、再生装置
２１２のＩＤリスト、音声プロンプトおよびその他の構成データの変更をダウンロードす
ることができる。
好ましい実施形態では、サーバ２６０からクライアント・システム２１４および再生装置
２１２への情報の転送を保護するのに３つの認証プロセスが利用される。第１に、要求を
発しているクライアント・コンピュータ・システム２１４が許可されたクライアントであ
ることをライブラリ・サーバ２６０が、ライブラリ・サーバ２６０が許可されたプロバイ
ダであることをクライアント・コンピュータ・システム２１４が検査するポイント・ツー
・ポイント認証プロトコルが実行される。第２に、選択したダウンロード・データをライ
ブラリ・サーバ２６０から受け取ることを許可されているモバイル再生装置２１２の識別
子（プレーヤＩＤ）セットをライブラリ・サーバ２６０が利用する、ターゲティング・プ
ロトコルが実行される。これらのモバイル再生装置の識別子は、クライアント・コンピュ
ータ・システム２１４から与えられるか、またはライブラリ・サーバ２６０に記憶された
ユーザ・プロファイルを参照する。ターゲティング・プロセスではライブラリ・サーバ２
６０が、これらの識別子を有するモバイル装置２１２のみが読出しできるようにデータを
フォーマットし、ダウンロードする。第３に、ダウンロードされたデータが許可されたラ
イブラリ・サーバからのものであることをモバイル再生装置２１２が検査するのに使用さ
れるライブラリ・サーバのディジタル署名が、ダウンロードされるデータに添付される。
本発明のこれらの３つの認証プロセスを次項以降で詳細に説明する。

ライブラリ・サーバ２６０、クライアント・コンピュータ・システム２１４、モバイル再
生装置２１２はそれぞれ、他のシステムの正当性（ａｕｔｈｅｎｔｉｃｉｔｙ）の検査に
使用する固有の検査シーケンスを有する。ライブラリ・サーバ２６０とクライアント・シ
ステム２１４の間の通信では、両方のシステムが交互に、（１）他方のシステムの検査を
要求し、（２）検査要求に対して認証応答を返す。モバイル装置２１２とクライアント・
コンピュータ・システム２１４の間の通信、およびクライアント・システム２１４を介し
たモバイル装置２１２とライブラリ・サーバ２６０の間のリアルタイム通信でも同様の認
証プロトコルが使用される。この検査シーケンスには、ポイント・ツー・ポイント伝送に
おいて、要求側システム（すなわち検査を要求しているシステム）から認証を受けている
受信側（すなわち応答側）システムに送られる１組のあらかじめ定められているビット・
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ストリームまたはデータ構造が含まれる。この検査シーケンスに応答して受信側システム
は、事前に定義した方法で要求側システムに、特定の応答ビット・ストリームまたはデー
タ構造を送らなければならない。要求側システムが適当な応答データを応答側システムか
ら受け取った場合、検査を受けているシステムは許可されたシステムであるとみなされる
。反対に、事前に定められたタイムアウト期間が経過するまでに要求側システムが適当な
応答データを受け取らなかった場合には、検査を受けているシステムは無許可のシステム
であるとみなされる。両方のシステムは、別々の検査サイクルで要求側および応答側とし
て動作することによって通信を開始する。これらのポイント・ツー・ポイント認証サイク
ルが完了し、両方のシステムが互いを許可されたシステムとみなした場合にかぎり、さら
なるクライアント／サーバ処理が実施される。
代替実施形態では、ポイント・ツー・ポイント認証が、ライブラリ・サーバ２６０、クラ
イアント・コンピュータ・システム２１４およびモバイル再生装置２１２の間の通信のサ
ブセットで使用される。別の実施形態では、ポイント・ツー・ポイント認証が使用されず
、システム・セキュリティは、ターゲティングおよび／またはディジタル署名認証の使用
に依存する。

本発明のターゲティング・プロトコルは、ディジタル情報コンテンツの再生、プレーヤ構
成データの調整、およびプレーヤのオペレーティング・コードのダウンロードを、指定の
プレーヤ２１２／２２６または指定の一群のモバイル再生装置２１２に限定するための手
段／方法である。プレーヤＩＤ２２３は、公開プレーヤＩＤおよび秘密プレーヤＩＤを含
む。この公開プレーヤＩＤは一意の識別子であり、プレーヤを識別するシリアル番号の働
きをする。秘密プレーヤＩＤは、データを個々のモバイル再生装置２１２に宛てて送るの
に使用される。導入時を除き、秘密プレーヤＩＤが、通信リンクまたはネットワーク・パ
スを通じて送信されることはない。好ましい実施形態では、秘密のプレーヤＩＤが十分に
多様でなければならないが、一意である必要はない。
モバイル再生装置２１２を、グループＩＤを使用して論理的なグループにまとめることが
できる。ディジタル情報コンテンツ、ソフトウェア、または構成データの変更を、あるグ
ループＩＤによって定められたモバイル再生装置２１２のグループに宛てて送ることがで
きる。プレーヤ２１２／２２６はそれぞれ、この特定のプレーヤ２１２／２２６がメンバ
ーである１つまたは複数のグループのＩＤ２２５を記憶するためのメモリ空間を含んでい
る。それぞれのグループＩＤは、公開プレーヤＩＤおよび秘密プレーヤＩＤとそれぞれ等
価な公開部分および秘密部分を含む。それぞれのグループは、その他のプレーヤＩＤまた
はグループＩＤと重ならない固有の値を有する公開ＩＤによって識別される。特定のプレ
ーヤＩＤに宛てて送るのと同じ方法で、ディジタル情報コンテンツ、ソフトウェアまたは
構成データを特定のグループＩＤに宛てて送ることができる。同じグループのモバイル再
生装置２１２は同じグループＩＤを共用する。ある特定のグループＩＤを、全てのモバイ
ル再生装置２１２がメンバーである汎用グループのＩＤとして予め定めておく。モバイル
再生装置２１２が２つ以上のグループのメンバーであってもよい。特定のプレーヤ２１２
／２２６を新しいグループに追加するときには、そのプレーヤ２１２／２２６の内部に維
持された一群のグループＩＤ２２５に新しいグループＩＤを追加する。新しいグループＩ
Ｄの追加は、サーバ２６０が、公開グループＩＤおよびグループ・キーをクライアント・
コンピュータ・システム２１４を介してプレーヤ２１２／２２６に送った後に実施される
。プレーヤ２１２／２２６は、このグループ・キーとそのモバイル再生装置２１２の秘密
プレーヤＩＤを組み合わせて秘密グループＩＤを生成する。秘密プレーヤＩＤの場合と同
様に、秘密グループＩＤは、導入時以外に通信リンクまたはネットワーク・パスを通じて
送信されることはない。代替実施形態では、プレーヤが、グループ秘密ＩＤを直接受け取
るか、あるいは、グループ・キーを、プレーヤの公開ＩＤまたはその他の周知の数値と組
み合わせることによって受け取る。別の代替実施形態では、ターゲティング・プロセスで
秘密グループＩＤが使用されず、したがってプレーヤに転送されない。グループ割当てプ
ロセスを、クライアント・システム２１４を介したサーバ２６０とプレーヤの間のリアル
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タイム通信の使用だけに制限してもよいし、あるいは、これを、クライアント・システム
２１４にダウンロードされた後のある時点で実施してもよい。以上で本発明でのプレーヤ
ＩＤおよびグループＩＤの定義を説明した。次に、ターゲティング・プロトコルでのこれ
らのＩＤの使用を説明する。
ライブラリ・サーバ２６０は第２図に示すようにプレーヤＩＤテーブル２６６を含む。プ
レーヤＩＤテーブル２６６は、秘密ＩＤおよび公開ＩＤの記憶領域を含む。秘密ＩＤは、
新しいモバイル再生装置をシステムに導入するとき、または新しいグループを設置すると
きに予めプレーヤ・テーブル２６６にロードされる。別の実施形態ではＩＤテーブル２６
６は、グループまたはプレーヤ公開ＩＤを変換する数学関数である。クライアント・コン
ピュータ・システム２１４が、指定された特定のディジタル情報、ソフトウェア・コンテ
ンツまたは構成データ選択を特定のプレーヤ２１２／２２６または一群のモバイル再生装
置２１２に宛てて送りたいとき、公開プレーヤＩＤおよびグループＩＤがクライアント・
コンピュータ・システム２１４からサーバ２６０に送られる。ディジタル情報の選択は、
ライブラリ・サーバ２６０に記憶されたファイル２６２の中から実施される。ソフトウェ
アまたは構成データの選択は、サーバ２６０に記憶されたファイル、またはサーバ２６０
の要求を受けて生成されたデータの中から実施される。ソフトウェア・コンテンツおよび
構成データは、ディジタル情報コンテンツに対するオーサリング・プロセスと同様の方法
で、準備されスクランブル処理される。１組のターゲット公開ＩＤとサーバ２６０から転
送される関連データとの間のアソシエーションが、クライアント・コンピュータ・システ
ム２１４によって実施された後、ライブラリ・サーバ２６０が、選択されたファイルのタ
ーゲット・ヘッダを作成する。ライブラリ管理ソフトウェア２６１が、その公開ＩＤを秘
密ＩＤテーブル２６６で調べ、対応するターゲット秘密ＩＤを突きとめる。ターゲット・
ヘッダには、選択されたファイルのデスクランブル・マップ３２２を、ターゲット・モバ
イル再生装置２１２に対応する秘密プレーヤＩＤと組み合わせたものが含まれる。したが
ってデスクランブル・マップ３２２は、ターゲット・モバイル再生装置２１２の秘密ＩＤ
を使用して暗号化されている。このターゲット・ヘッダは、ネットワークでの移送が可能
な状態のデータ・ブロックの中の選択されたファイルの対応するディジタル情報またはソ
フトウェア・コンテンツとリンクされる。データ署名プロトコルに関連して後に述べるよ
うに、このデータ・ブロックにディジタル署名が追加される。トランスポート保全性デー
タ（チェックサムまたは巡回冗長検査の使用など）がこのデータ・ブロックに追加され、
このデータ・ブロックは、ネットワーク２４０を介してクライアント・コンピュータ・シ
ステム２１４に送られる。データ・ブロックをスクランブル解除するには、ヘッダの中の
対応するデスクランブル・ブロック３２２を使用しなければならず、そのデスクランブル
・ブロック３２２は、ターゲット・モバイル再生装置２１２のみが知る秘密ＩＤと結合し
ている（すなわち暗号化されている）ので、そのデータ・ブロックをスクランブル解除し
て読めるのは、ターゲット・モバイル再生装置２１２だけである。これによって、選択さ
れたディジタル情報、ソフトウェア・コンテンツおよび構成データが、特定の一群のモバ
イル再生装置２１２に宛てて送られる。
小さなモバイル再生装置２１２のグループに対しては、ディジタル情報ファイルのそれぞ
れのターゲット・ヘッダに、異なるプレーヤ２１２／２２６にそれぞれが関連付けられた
複数のデスクランブル・マップを含めることができる。このようにすれば、複数のモバイ
ル再生装置２１２が、クライアント・コンピュータ・システム２１４に記憶された単一の
ファイル２２０を読み出すことができる。
当業者なら、代替のターゲティング方法が存在することに気付くであろう。代替実施形態
では、ライブラリ・サーバ２６０が、ターゲットである受信側の秘密プレーヤ２１２／２
２６識別子、またはターゲット・グループの秘密グループ識別子を使用して、スクランブ
ル・マップ３１６を生成する。デスクランブル・マップ３２２は、受信者側プレーヤまた
はグループにすでに知られているので、ファイルに添付して記憶されることはない。この
方法は、コンテンツを、１台のプレーヤ２１２／２２６またはプレーヤ２１２／２２６の
グループに宛てて送り、無許可でのコンテンツの再生を防ぐのと同一の結果が得られる。
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別の代替実施形態では、ライブラリ・サーバ２６０が、ディジタル情報コンテンツのスク
ランブル処理を実施しないか、または、周知のキーを使用してこれを実施する。この実施
形態では、デスクランブル・マップ３２２が必要なく、したがってファイルに添付して記
憶されることはない。公開または秘密プレーヤ２１２／２２６識別子を、ターゲティング
識別目的のためにヘッダに記憶することができる。ライブラリ・サーバ２６０からデータ
を受け取ると、プレーヤ２１２／２２６は、そのプレーヤ２１２／２２６の識別子または
グループ識別子がヘッダに含められているかどうかを検査する。この方法は、モバイル再
生装置２１２が変更されていないことを前提にしており、これによって無許可でのコンテ
ンツの再生を防ぐのと同一の結果が得られる。
別の代替実施形態では、クライアントＩＤを得るためにユーザが、ライブラリ・サーバ２
６０に名前を登録したときに、ターゲット・モバイル再生装置２１２のプレーヤＩＤが、
クライアント・コンピュータ・システム２１４によってライブラリ・サーバ２６０に送ら
れる。この代替実施形態では、これらのプレーヤＩＤが、ライブラリ・サーバ２６０のユ
ーザ・プロファイル内に記憶される。この実施形態では、ターゲット・モバイル再生装置
２１２のプレーヤＩＤをライブラリ・サーバ２６０が管理する。

本発明で使用する第３の認証プロトコルはディジタル署名プロトコルである。ライブラリ
・サーバ２６０で生成され、クライアント・コンピュータ・システム２１４にダウンロー
ドされる選択されたデータ・ブロックに対し、ライブラリ・サーバ２６０は、ディジタル
署名を行うために秘密ライブラリ・キー２６３を使用する。ディジタル署名は、ライブラ
リ・サーバ２６０からクライアント・コンピュータ・システム２１４にダウンロードされ
たデータ・ブロックのデータに結合された周知のビット・ストリングまたはデータ・パタ
ーンを含む。ライブラリ・サーバ２６０はこの動作を、全てのデータ・ブロックに対して
、またはデータ・ブロックの選択されたサブセットに対して実行することができる。クラ
イアント・コンピュータ・システム２１４を介してデータ・ブロックがプレーヤ２１２／
２２６にダウンロードされた後、プレーヤ２１２／２２６は、ライブラリ・サーバ２６０
によって行われたディジタル署名を、このプレーヤ２１２／２２６が知っている公開サー
バ・キーを使用して取り出すことができる。これによってプレーヤ２１２／２２６は、そ
のデータ・ブロックが、許可されたライブラリ・サーバ２６０からのものであることを検
査することができる。クライアント・コンピュータ・システム２１４もまたこの公開サー
バ・キーを知っており、そのため全く同様に、そのデータ・ブロックが、許可されたライ
ブラリ・サーバ２６０からのものであることを検査することができる。この実施形態では
、ライブラリ・サーバ２６０がコンテンツに署名する。当業者なら、オーサリング・シス
テム２８０がディジタル情報に署名してもよいことを理解しよう。この署名を、オーサリ
ング・システム２８０とライブラリ・サーバ２６０が分担する複数段階のプロセスで実施
することもできる。
代替実施形態ではディジタル署名が、ダウンロードされたデータに、承認されたクライア
ント・コンピュータ・システム２１４によって行われる。別の代替実施形態では、ディジ
タル署名がダウンロードされたデータに行われず、システム・セキュリティは、ターゲテ
ィングおよび／またはポイント・ツー・ポイント認証の使用に依存する。

まず最初に、クライアント・コンピュータ・システム２１４およびモバイル装置は、前述
のポイント・ツー・ポイント認証プロトコルを使用して、許可されたモバイル再生装置２
１２が、許可されたクライアント・コンピュータ・システム２１４と通信していることを
検査する。そうであった場合、モバイル再生装置２１２はそのメモリ・マップを、モバイ
ル装置インタフェース２２１を介してクライアント・コンピュータ・システム２１４に送
る。クライアント・コンピュータ・システム２１４にある使用可能なディジタル情報ファ
イル２２０およびプレーヤ構成プロファイルを定義した目次が、モバイル再生装置２１２
のメモリ・マップとともにクライアント・コンピュータ・システム２１４のユーザに表示
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される。ユーザは、モバイル再生装置２１２のメモリ・マップによって決められた指定の
モバイル再生装置２１２のメモリの部分またはセグメントをクライアント・コンピュータ
・システム２１４のどのファイル２２０で置き換えるかを選択する。別法として、この選
択プロセスを自動的に実行するようクライアント・ブラウザ２１９を構成してもよい。い
ずれの場合にも、再生装置２１２の使用可能メモリよりも大きなディジタル情報コンテン
ツをユーザが選択することが防止される。さらに、再生装置２１２の制御ソフトウェアお
よび／または構成データを、クライアント・コンピュータ２１４が自動的に更新するよう
にしてもよい。その後、指定のディジタル情報ファイル２２０、関連ヘッダ、オペレーテ
ィング・コード、または構成データがモバイル再生装置２１２のメモリにダウンロードさ
れる。モバイル再生装置２１２はチェックサムを使用してこのダウンロードの保全性を検
査する。モバイル再生装置２１２は、サーバ公開キー２１５、ヘッダ、およびディジタル
署名を使用して、前述のとおりにこのダウンロードを認証する。ターゲット・モバイル再
生装置２１２は、ヘッダのデスクランブル・マップを使用して、ダウンロードされたデー
タのスクランブルを解除する。その他の実施形態では、モバイル再生装置２１２が、ダウ
ンロードされたデータをスクランブル解除するか、および／またはダウンロードされたデ
ータを解凍してから署名の認証を行う。ディジタル情報コンテンツのそれぞれのセグメン
トを、前述のいずれかの手法を使用して独立に認証し、その妥当性を検査することができ
る。モバイル再生装置２１２上のディジタル情報プロンプトの手引きによって、ユーザは
、ダウンロードされたディジタル情報コンテンツの中の、ダウンロードされたデータのヘ
ッダの中にある目次に指定された所望の部分に到達することができる。プレビュー・オプ
ションを選択することによってユーザは、選択した部分のディジタル情報コンテンツのプ
レビューを見ることができる。プレビュー・オプションは、選択されたディジタル情報プ
ログラムの所定の部分を再生する。特定のディジタル情報プログラムを選択すると、モバ
イル再生装置２１２が、選択されたディジタル情報コンテンツを音または表示可能なイメ
ージに変換し、選択したディジタル情報プログラムが、音声出力手段またはディスプレイ
装置を介しユーザに対して再生または表示される。
クライアント・コンピュータ・システム２１４のソフトウェア・プレーヤ２２６も、モバ
イル再生装置２１２にダウンロードされたディジタル情報コンテンツとほぼ同じ形態のデ
ィジタル情報コンテンツを受け取ることができる。しかし、ソフトウェア・プレーヤ２２
６向けのディジタル情報コンテンツをソフトウェア・プレーヤ２２６にダウンロードする
必要はない。ソフトウェア・プレーヤ２２６は、ディジタル情報コンテンツに直接アクセ
スすることができる。これは、ソフトウェア・プレーヤが、クライアント・コンピュータ
・システム２１４とメモリおよび／またはディスク記憶空間を共用しているからである。
そのため、ダウンロードまたはメモリ・マップを気にする必要がない。モバイル再生装置
２１２と同じ方法でソフトウェア・プレーヤ２２６は、ディジタル署名の検査、チェック
サムの検査、およびターゲット情報の受信を実施する。代替実施形態では、ディジタル情
報コンテンツ、構成情報および動的にダウンロードされたソフトウェアを受け取るときに
、ソフトウェア・プレーヤ２２６が、モバイル再生装置２１２の通信プロトコルと同様の
通信プロトコルを使用する。
第４図に、本発明の代替実施形態を示す。第４図に示すように、オーサリング・システム
２８０は複数のライブラリ・サーバ２６０をサポートすることができる。特定の種類のデ
ィジタル情報コンテンツをサポートするようにそれぞれのライブラリ・サーバを構成する
ことができる。前述の方法と同じ方法で、クライアント・コンピュータ・システム２１４
はネットワーク２４０にアクセスし、前述の認証プロセスを実行した後、いずれかのライ
ブラリ・サーバ２６０からディジタル情報コンテンツを獲得する。許可サーバ２７０はこ
の目的に使用される。第４図に示した構成によって、アーキテクチャがより分散化された
ものとなり、これによって、いくつかのサーバ・プラットフォームの中で負荷が分散され
る。多くのクライアント・コンピュータ・システム２１４を有するサイトは、ネットワー
ク２４０に対する要求を減らすためにそれ自体のライブラリ・サーバ２６０を有すること
ができる。このアーキテクチャは、クライアント・コンピュータ・システム２１４の数の
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増大、およびライブラリ・サーバ２６０によって与えられるコンテンツの増大によく対応
する。
第５図に、本発明の別の実施形態を示す。ただしこの実施形態では、ライブラリ・サーバ
４６１が、単一のライブラリ・サーバ・プラットフォーム４６１上で同時に実行される複
数の別個のプロセスまたはタスク４６０として実施されている。それぞれのライブラリ・
サーバ・プロセス４６０は、その対応するディジタル情報コンテンツの部分へのアクセス
要求に応える。このコンテンツは、オーサリング・システム２８０を使用し前述の方法で
作成される。許可サーバ２７０は、クライアント・コンピュータ・システム２１４とライ
ブラリ・サーバ・プロセス４６０の間のリンクの妥当性を検査するのに使用される。第５
図に示した構成の利点は、単一サーバの利便性を維持しながら、複数ライブラリのスケー
ラビリティをもサポートできることである。
この概念を、オーサリング・サーバ２８０および許可サーバ２７０に使用することもでき
る。この場合は第６図に示すように、オーサリング・システム２８０および許可サーバ２
７０を単一のプラットフォーム６８５にオーサリング・プロセス６８０と許可プロセス６
７０として実装される。これらのプロセスは、前述のものと同じ機能を実行するが、この
実施態様ではさらに、単一のサーバの利便性、ならびにオーサリング・タスクおよび許可
タスクの複数プロセスのスケーラビリティが提供される。
第７図に、クライアント・コンピュータ・システム２１４がローカル・ライブラリ７１０
を含む、さらに別の代替実施形態を示す。ローカル・ライブラリ７１０は、ローカル記憶
領域、およびライブラリ・サーバ２６０から取り出してアーカイブしたディジタル情報の
サブセットへのアクセスするライブラリ・アクセス制御機能を用意する。クライアント・
コンピュータ・システム２１４のユーザは前述の方法で、ライブラリ・サーバ２６０内の
アクセスしたいディジタル情報のタイトルまたはアイテムを識別する。好ましい実施形態
では、これらの選択されたコンテンツがクライアントの記憶領域２２０（第２図）に転送
され、次いで、モバイル再生装置２１２にダウンロードされる。第７図に示した実施形態
ではクライアント記憶領域２２０の概念を発展させ、ローカル・ライブラリ７１０を生成
する。ローカル・ライブラリ７１０は、選択されたコンテンツの記憶だけでなく、ローカ
ル・ライブラリに記憶されたコンテンツの探索、ソート、分類、抽出にも使用される。ロ
ーカル・ライブラリ７１０は、クライアント・コンピュータ・システム２１４が、完全な
ライブラリの小規模なサブセットを維持することを可能にする。このサブセットを使用す
れば、ユーザが選択したさまざまな構成のカスタムメイドのコンテンツ・コレクションを
作成することができる。クライアント・システム２１４が、他のクライアント・システム
２１４のローカル・ライブラリ７１０のコンテンツにアクセスできるようにしてもよい。
関連代替実施形態ではさらに、ライブラリ・サーバ・プロセス４６０が、選択されたクラ
イアント・システム２１４にある。この実施形態によって、局所的に配置されたクライア
ント・システム２１４で実行されるライブラリ・サーバ・プロセス４６０でスクランブル
処理され、宛先が指定され、これから頒布されたコンテンツを、クライアント・システム
２１４がブラウズし購入することが可能となる。ライブラリを局所的に維持することによ
って、ネットワーク・アクセスおよび転送オーバヘッドの一部が排除される。
第８図に、クライアント・コンピュータ・システム２１４が排除され、モバイル再生装置
２１２が、ネットワーク・インタフェース８１０を介して直接にネットワーク２４０に接
続された本発明の他の代替実施形態を示す。好ましい実施形態ではモバイル再生装置２１
２が、音声ファイルの再生、あるいは視覚イメージまたはテキストのディスプレイ装置へ
の表示に主に従事する最小機能の装置である。モバイル再生装置２１２の構成は、その軽
量、低価格で移動が容易な特徴を保持するのに必要最小限のものである。したがって好ま
しい実施形態は、ポータブル・パーソナル・コンピュータまたはラップトップ・コンピュ
ータの使用を含まない。これは、このような装置が一般に、好ましいモバイル再生装置２
１２の軽量、低価格の制約条件を満足しないからである。しかし、この最小限のモバイル
再生装置２１２を拡張して、従来型のハードウェア・コネクタ、ハードウェア・バッファ
、ハードウェア・コントローラ、および特定の従来のネットワーク・プロトコルに対する
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ファームウェア・サポートを含むネットワーク・インタフェース８１０を追加することが
できる。例えばモバイル再生装置２１２に、再生装置を電話網に接続するためのテレホン
・ジャックを含む内蔵モデムを追加することができる。ネットワーク・インタフェース８
１０を、モバイル再生装置２１２などの低価格、軽量の装置内に実装できることは、当業
者にとって明白である。第８図に示した代替実施形態では、クライアント・システム・ブ
ラウザ２１９が使用できないと考えられるため、モバイル再生装置２１２のファームウェ
アまたはその他の不揮発性メモリに、ライブラリ・サーバ２６０からダウンロードし再生
するディジタル情報のアイテムをユーザが選択できる単純化したユーザ・インタフェース
を設けてもよい。前述のとおり、ライブラリ・サーバ２６０のコンテンツにユーザがアク
セスする前に、モバイル再生装置２１２とライブラリ・サーバ２６０の間のリンクの妥当
性を検査する認証プロセスも実行しなければならない。別法として、クライアント・ブラ
ウザ２１９をサポートし、したがって、ライブラリ・サーバ２６０から任意のモバイル再
生装置２１２に直接にダウンロードし再生するディジタル情報アイテムの選択を可能とす
るクライアント・システム８１４を、ネットワーク２４０に結合してもよい。クライアン
ト・システム８１４は、ディジタル情報、ソフトウェアおよび構成データを記憶する、記
憶空間２２０またはローカル・ライブラリ７１０と同様の形態のローカル記憶領域をサポ
ートする。さらに、ネットワーク２４０を介してライブラリ・サーバ２６０ではなくクラ
イアント・システム８１４と通信する、ネットワーク・インタフェース８１０をより単純
にした実施態様を設計することができる。
本発明の他の代替実施形態ではディジタル情報プログラミングの選択は、前述のように、
クライアント・コンピュータ・システム２１４およびライブラリ・サーバ２６０を使用し
て実施されるが、その選択は大容量記憶媒体２４１上でなされる。大容量記憶媒体２４１
は、ＣＤ－ＲＯＭ、ＰＣＭＣＩＡカード、ＤＶＤ、フロッピー・ディスク、リムーバブル
・ハードディスク、ディジタル磁気テープ、光学式カード、フラッシュ・メモリ、および
その他の光学式、磁気式、電子式、または半導体メモリ・デバイスを含む、従来のさまざ
まな大容量記憶技術うちの任意の技術を代表する。クライアント・コンピュータ・システ
ム２１４のユーザが選択した後、選択されたプログラミングは前述のとおりに宛先が指定
され、スクランブル処理され、選択された大容量記憶媒体２４１に転送され、その後、発
送されて手渡されるか、または保管されてユーザの引き取りを待つ。ユーザは、選択され
た大容量記憶媒体２４１を物理的に入手すると、選択したプログラミングを、クライアン
ト・ブラウザ２１９によって大容量記憶媒体２４１から読み出し、その後、前述のとおり
にモバイル再生装置２１２に転送することができる。第９図に、モバイル再生装置２１２
にデータを転送するのにクライアント・コンピュータ２１４を使用しないシステムの他の
実施形態を示す。キオスク９１０は、上記の第１図で説明したようなコンピュータ・シス
テムからなる。キオスク９１０は、クライアント・コンピュータ・システム２１４と等し
い方法で、ブラウジング、コンテンツ購入、およびダウンロード機能を実行することがで
きるパブリック・アクセスの可能なユニットである。キオスク９１０は、コンテンツに高
速にローカル・アクセスし、ダウンロードするそれ自体のライブラリ・サーバを含む特殊
なユニットである。キオスク９１０は、モバイル装置インタフェース２２１、特殊なクラ
イアント・ブラウザ２１９、およびローカル・ライブラリ・サーバ・プロセス４６０を含
む。キオスクのライブラリ・サーバ・プロセス４６０は、スクランブル処理され圧縮され
たディジタル情報ファイル２６２のローカル記憶を有する。これらの圧縮された情報ファ
イル２６２は遠隔のオーサリング・システム２８０から生成したものであり、これらを、
大容量記憶媒体２４１の物理的輸送または配布ネットワーク２４０を介して頒布すること
ができる。顧客は、クライアント・ブラウザ２１９を操作して、顧客のモバイル再生装置
２１２に頒布されたディジタル情報ファイルをブラウズし、選択し、購入する。ネットワ
ーク２４０を介して遠隔の許可サーバ２７０に接続されたライブラリ・サーバ・プロセス
４６０によって、認証、ターゲティング、およびダウンロード・プロセスがキオスクの内
部で実行される。関連実施形態として、第７図に、キオスク９１０と同様の機能を有する
キオスクに変換することができるローカル・ライブラリ７１０を有するクライアント・シ
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ステム２１４を示す。このシステムでは、特殊なクライアント・ブラウザ２１９が先のキ
オスクの実施形態と同じユーザ機能を提供する。
このシステムの代替実施形態では、全てのシステム構成要素を接続する共通通信ネットワ
ークを使用する。第１０図のネットワーク２４０は、クライアント・システム２１４、８
１４、ネットワーク・インタフェース８１０、ライブラリ・サーバ２６０、許可サーバ２
７０、およびオーサリング・システム２８０に直接に結合される。システムの機能を変更
せずにネットワーク２４０を、いくつかの独立したネットワークまたは通信リンクにセグ
メント化することができることを当業者は理解しよう。
このように、クライアント・コンピュータ・システムおよびクライアント・コンピュータ
・システムに取り外し自在に接続することができるモバイル・ディジタル情報再生装置に
、ディジタル情報ライブラリのプログラム、ソフトウェア、および構成データを安全に転
送するための認証および暗号化プロトコルを使用するコンピュータ・ネットワーク・ベー
スのディジタル情報ライブラリ・システムを実現する方法および装置を開示する。本発明
を、特定の実施形態およびサブシステムに関して説明してきたが、本発明が、これらの特
定の実施形態またはサブシステムに限定されるものでなく、その他の実施形態にも及ぶも
のであることは当業者にとって明白である。本発明は、以下の請求の範囲に記載されたこ
れらのその他の実施形態の全てを含む。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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