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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データアクセス装置に接続されている集積回路の不揮発性メモリから、記憶されている
データを検索するデータアクセス装置であって、
　前記データアクセス装置は、
　　ユーザインターフェースと、
　　前記集積回路の不揮発性メモリに対する電気インターフェースと、
　　プロセッサによって実行可能なコードを記憶するプログラム記憶装置と、
　　前記記憶されているコードを実行するために前記プログラム記憶装置と、前記集積回
路の不揮発性メモリに対する前記電気インターフェースと、前記ユーザインターフェース
と、に結合されているプロセッサと、
　を備えており、
　前記記憶されているコードは、
　　前記集積回路の不揮発性メモリに記憶されているデータの使用状態を示す使用状態デ
ータと、前記集積回路の不揮発性メモリに記憶されているデータの許可可能な使用を示す
使用ルールデータと、を検索するためのコードと、
　　前記記憶されているデータへのアクセスが許可されるかどうかを決定するために、前
記使用ルールデータを使用して、前記使用状態データを評価するためのコードと、
　　アクセスが許可される場合に、前記記憶されているデータにアクセスするためのコー
ドと、
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　　前記集積回路の不揮発性メモリから、アイデンティティデータを読出すためのコード
と、
　　前記アイデンティティデータをデータサプライヤに送信するためのコードと、
　　前記データサプライヤからユーザ特徴付けデータを受信するためのコードと、
　　前記ユーザ特徴付けデータに応答して、補助データを検索するためのコードと、
　　前記補助データを出力するためのコードと、
　を含んでいる、データアクセス装置。
【請求項２】
　ユーザが前記記憶されているデータにアクセスした後で、更新された使用状態データを
前記集積回路の不揮発性メモリに書込むためのコードをさらに含んでいる請求項１記載の
データアクセス装置。
【請求項３】
　ユーザアクセスデータを入力し、前記ユーザアクセスデータを前記集積回路の不揮発性
メモリに送信し、ユーザアクセス許可データを前記集積回路の不揮発性メモリから受信す
るためのユーザアクセス制御コードをさらに含んでいる請求項１記載のデータアクセス装
置。
【請求項４】
　前記ユーザアクセスデータを使用して前記使用状態データおよび使用ルールデータを選
択するためのコードをさらに含んでいる請求項３記載のデータアクセス装置。
【請求項５】
　前記使用ルールは、前記集積回路の不揮発性メモリに記憶されているデータ項目の部分
的な使用を許可し、
　記憶されているデータ項目の一部分だけがアクセスされたときに、部分的使用状態デー
タを前記集積回路の不揮発性メモリに書込むためのコードをさらに含んでいる請求項１記
載のデータアクセス装置。
【請求項６】
　前記データアクセス装置は可搬であり、
　前記集積回路の不揮発性メモリに対する前記電気インターフェースは、取外し可能なデ
ータ記憶媒体に対するインターフェースである請求項１記載のデータアクセス装置。
【請求項７】
　前記補助データは、広告データを含む請求項１記載のデータアクセス装置。
【請求項８】
　前記ユーザ特徴付けデータは、前記データサプライヤから、ローカルエリアネットワー
クをわたって受信される請求項１記載のデータアクセス装置。
【請求項９】
　前記ユーザ特徴付けデータは、前記データサプライヤから、広域ネットワークをわたっ
て受信される請求項１記載のデータアクセス装置。
【請求項１０】
　前記補助データは、複数の遠隔データソースに対する複数のレファレンスを含む請求項
１記載のデータアクセス装置。
【請求項１１】
　前記ユーザ特徴付けデータは、前記データサプライヤから、ローカルエリアネットワー
クをわたって受信される請求項１０記載のデータアクセス装置。
【請求項１２】
　前記ユーザ特徴付けデータは、前記データサプライヤから、広域ネットワークをわたっ
て受信される請求項１０記載のデータアクセス装置。
【請求項１３】
　前記補助データは、広告データを含む請求項５記載のデータアクセス装置。
【請求項１４】
　前記ユーザ特徴付けデータは、前記データサプライヤから、ローカルエリアネットワー
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クをわたって受信される請求項５記載のデータアクセス装置。
【請求項１５】
　前記ユーザ特徴付けデータは、前記データサプライヤから、広域ネットワークをわたっ
て受信される請求項５記載のデータアクセス装置。
【請求項１６】
　前記補助データは、複数の遠隔データソースに対する複数のレファレンスを含む請求項
５記載のデータアクセス装置。
【請求項１７】
　前記ユーザ特徴付けデータは、前記データサプライヤから、ローカルエリアネットワー
クをわたって受信される請求項１６記載のデータアクセス装置。
【請求項１８】
　前記ユーザ特徴付けデータは、前記データサプライヤから、広域ネットワークをわたっ
て受信される請求項１６記載のデータアクセス装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、データ記憶およびアクセスシステムに関する。とくに、本発明は、デ
ータの記憶およびその支払を行う可搬データ記憶媒体および記憶されるデータへアクセス
を行うためのコンピュータシステムに関する。本発明はまた対応した方法およびコンピュ
ータプログラムを備えている。本発明はとくに、記憶されたオーディオおよびビデオデー
タの管理に有用であるが、しかし本発明はまた、ゲームおよびその他のタイプのデータを
含むテキストおよびソフトウェアの記憶およびアクセスにも適用される。
【背景技術】
【０００２】
　ますます広がるインターネット利用に関連した問題は、いわゆるデータ著作権侵害が横
行し、増加していることである。このような著作権侵害は許可されていない、あるいは合
法的ないずれかの手段によってデータを獲得し、その後このデータを許可なしにインター
ネットにより完全に世界中で利用できるものにする。データは非常に貴重な商品である可
能性が高いが、しかしそれは一度インターネット上で公開されてしまうと、その著作権が
侵害されていることを認識していない可能性すらあるインターネットのユーザによるデー
タへのアクセスおよびその使用を規制することは困難である。これはオーディオ録音では
とくに問題であり、また帯域幅が利用可能になってしまうと、それはビデオについても可
能性があることは明白である。
【発明の概要】
【０００３】
　ここ３、４年のあいだに、ウエブページ上で広範囲にわたって利用できる圧縮されたオ
ーディオソースが増加してきた。広く使用されている１つのオーディオデータ圧縮フォー
マットはＭＰ３（ＭＰＥＧ３）であり、これは、スピーチまたは音楽のような圧縮された
オーディオ情報の定義を含む国際的に定められた規格である。それは人間の聴覚の音響心
理学特性に依存して、非常に大きいデータ圧縮ファクタを達成する。したがって、それは
、長い楽節の音楽を実用的に都合のよい短時間で有用にダウンロードすることが可能であ
る。著作権を侵害したデータのサプライヤはこの可能性を認識できており、多くの無許可
のウエブサイトが出現して世界的に有名なバンドの新曲を含む人気のある音楽を提供して
いる。これはレコード業界の大きな懸念となっており、データの著作権侵害問題の解決方
法を早急に見出す必要がある。
【０００４】
　本発明はこれおよび関連した問題を解決する。　
　本発明によると、ダウンロードされたデータの記憶手段と支払確認手段とを備えた可搬
データ記憶装置を設け、インターネットアクセス用の端末を設け、可搬データ記憶装置を
その端末に結合し、その端末を使用して支払情報を支払確認手段から読出し、支払情報を
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確認し、データを可搬記憶装置中にデータサプライヤからダウンロードすることを備えて
いる可搬データ提供方法が提供される。
【０００５】
　本発明の別の特徴によると、記憶されている音楽のようなデータおよび、またはデータ
記憶装置からの雑音を検索し、出力する対応した移動データ検索装置が提供される。
【０００６】
　支払確認手段はたとえば、銀行または住宅金融共済組合のような外部機関に関する支払
を確認するための手段である。この支払確認手段をデータ記憶手段と組合せることにより
、データ記憶手段により記憶されるべきダウンロードされたデータへのアクセスは、チェ
ックされ確認された支払がそのデータに対してなされるときに条件付けされることが可能
となる。データアクセスおよび支払を共に制限することによって、データの合法的なオー
ナは利益損失の恐れなしに、データ自身をインターネットにより利用可能なものにし、そ
れによってデータ著作権の侵害者の勢いを徐々に弱めることができる。
【０００７】
　このシステムの別の利点は、１８歳未満のユーザがインターネットで買い物できるよう
にすることである。現在インターネットユーザはクレジットカードによって商品および、
またはサービス代を支払っている。１８歳未満の者は合法的にクレジットカードを使用で
きない（少なくとも英国では）ので、進取の気性に富んだインターネットユーザのかなり
の部分が、インターネットの最高使用率を占める１つと予測されるｅコマースから排除さ
れている。しかしながら、本発明の１実施形態において、支払確認手段は、支払確認手段
がデータ記憶手段によって確認可能な取引のキャッシュ値に関する取引価格情報を記憶す
るｅキャッシュを含んでいる。簡単に述べると、データ記憶手段は、適切な端末で所望の
キャッシュ値（必要ならば、最高値を制限された）に達するまで課金されるカードである
ことができる。これはインターネットアクセス端末であってもよいが、もっと簡単には、
データ記憶カードを受入れて、そのカードに課金したユーザによって預けられた金銭を受
理してカウントし、更新されたキャッシュ値情報をそのカードに書込む装置であることが
できる。直接銀行転送のような、カード上のキャッシュ値を更新するさらに精巧な方法も
また可能である。このタイプの実施形態に関して、データ記憶手段は本質的にクレジット
カードとして動作するのではなく、予めキャッシュを課金されているため、多額の負債を
背負い込む危険性なしに若い人々によって使用されることができる。
【０００８】
　１実施形態において、データ記憶手段は、検索装置に接続されたときに、この装置から
パワーを受取り、パワーを与えられないとき、ダウンロードされたデータの記憶を維持す
る。これはフラッシュＲＡＭ、またはさらに一般的には、任意の形態のプログラム可能な
読出し専用メモリによって行われることができる。その代り、データ記憶手段は、再課金
可能なセルまたはキャパシタを含み、電池バックアップ型のスタティックＲＡＭ中に情報
を記憶してもよい。
【０００９】
　ダウンロードされたデータは、磁気的に、あるいは容量性により結合された接続または
光接続のようなインターフェースによってデータ記憶装置中におそらく入力されるが、し
かしインターフェースは、記憶手段への直接電気接続のためのコンタクトを含んでいるこ
とが好ましい。同様に、支払確認手段は種々のインターフェースの１つを有していてもよ
いが、やはり１組の電気コンタクトを含んでいることが好ましい。しかしながら、支払確
認手段はクレジットカードおよびテレホンカードによる使用として知られているような磁
気的またはホログラフィックデータストリップを含むことが可能である。ダウンロードさ
れたデータを受取るためのインターフェースは支払確認手段へのインターフェースから分
離され、これらの両システムへの別々のおよび同時のアクセスを容易にすることができる
。別の実施形態において、単一のインターフェースがデータ記憶および支払の両インター
フェースとして機能してもよい。支払確認手段は、ダウンロードされたデータ代の支払者
を識別するための情報を記憶するメモリを備えることが有効である。
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【００１０】
　付加的なセキュリティのために、ダウンロードされたデータは暗号化されてもよい。こ
の場合、データの暗号解読はデータ記憶手段または検索装置のいずれか、あるいはデータ
アクセス端末のような情報伝送装置において、ある段階で必要になってもよい。代わりに
、データの暗号解読機能はこれらの装置の１以上のものにおいて共用可能である。当業者
は、プリティ・グッド・プライバシー（登録商標）およびＰＫＩ（公開キーインフラスト
ラクチャ）を含む適切な暗号化／解読技術の範囲を認識するであろう。通常、ダウンロー
ドされたデータが暗号化される場合、その解読キーが供給されなければならない。これは
データアクセス端末またはデータアクセスサービスプロバイダによって自動的に発生され
ることが可能であり、あるいはそれはユーザによってデータアクセス端末または移動デー
タ検索装置中に入力されることができる。
【００１１】
　データ記憶手段および、または検索手段は、ダウンロードされたデータへの許可されて
いないアクセスを阻止するアクセス制御手段を備えることもできる。さらに、またはその
代わりに、ダウンロードされたデータへのユーザによるアクセスを、支払額にしたがって
停止するか、あるいは制限する使用制御手段が設けられることができる。いくつかの実施
形態では、これらのアクセスおよび使用制御機能が組合せられて、アクセスを使用制御し
、あるいは使用をアクセス制御することが可能である。したがって、たとえば、特定のト
ピック、特定の音楽の曲または特定のソフトウェアパッケージに関する完全な１組のデー
タ情報がダウンロードされることができる。もっとも、その後、ユーザによりそれ以後の
段階でなされる支払によってデータセットの一部分へのアクセスが制御される可能性があ
る。このようにして、ユーザは支払を行なうことによってゲームの特別なレベルや、ある
いはあるアルバムの別の曲を使用可能にすることができる。
【００１２】
　アクセスまたは使用制御手段が支払確認手段に応答する実施形態では、アクセスまたは
使用制御情報はダウンロードされたデータと共に記憶されてもよいし、あるいは、たとえ
ば、支払確認手段等の別の記憶領域中に記憶されてもよい。ダウンロードされたデータへ
のユーザのアクセスは、たとえば、支払確認手段をメモリアクセスまたは解読制御素子と
接続している制御ライン等によって、支払確認手段に有効に応答することができる。
【００１３】
　１実施形態において、データ記憶手段は電子メモリカードまたはスマートカードを含み
、移動データ検索装置はそのカードを受けるためのスロットを備えている。カードは検索
装置内に押込みばねにより挿入されることが好ましく、カードの保持は電気的インターフ
ェース接続からの圧力および、またはハウジングの弾力によって、あるいは弾性保持手段
を使用することにより行われてもよい。好ましい実施形態において、検索装置は、ダウン
ロードされた楽曲を再生し、その楽曲および、または添付のビデオに関する情報を表示す
るオーディオ出力およびディスプレイを含んでいる。
【００１４】
　データをデータ記憶手段中にダウンロードするために、ユーザはインターネットに結合
されたデータアクセス端末を使用することができる。この端末は支払を直接確認できる。
たとえば電子キャッシュを課金されたスマートカードの場合、それはカードからキャッシ
ュ値を差し引くことができる。その代わりに、それは銀行または他の金融サービスプロバ
イダと通信して支払を制御することができる。しかしながら、好ましい実施形態では、端
末はデータアクセスサービスプロバイダに接続し、このデータアクセスサービスプロバイ
ダは別のサイトへのポータルを提供し、支払を確認した後でデータをデータサプライヤか
らユーザのローカルアクセス端末に転送する。その代り、データアクセスサービスプロバ
イダは、供給されたデータのサプライヤによる制御のために、支払確認情報および、また
は支払確認機関からの情報をデータサプライヤに転送することができる。したがって、支
払確認システムへのアクセスおよび、またはダウンロードするためのデータはデータサプ
ライヤによって完全に制御されることができる。
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【００１５】
　データ記憶手段上に保持されているデータは、ユーザまたは支払人のシステム使用量に
関するデータを有効に含むことができる。この情報は、たとえば、ユーザの消費パターン
に関する情報、使用されたデータサプライヤに関する情報、およびダウンロードされたデ
ータに関する情報を含むことができる。この情報は、データサプライヤおよび、またはデ
ータアクセスサービスプロバイダによってアクセスされることができ、ターゲットとされ
た市場またはエアマイル等のロイヤリティベースの奨励金方式に対して使用されることが
できる。
【００１６】
　データアクセス端末は通常のコンピュータであってもよいし、あるいは、その代りに、
それは移動電話であってもよい。無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）およびｉモ
ード（登録商標）は移動電話によるインターネットへの効率的なアクセスを可能にし、こ
れによって、移動電話を使用してデータをデータ記憶手段に直接有効にダウンロードする
ことが可能となる。データ記憶手段は、所望ならば、電話ネットワークオペレータによる
ユーザへの料金請求を可能にするために、ユーザ識別手段をすでに含んでいる移動電話Ｓ
ＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）カードの機能を含むことができる。
【００１７】
　好ましい実施形態において、ダウンロードされたデータはＭＰ３または別の符号化され
たオーディオデータであるが、システムは別のデータタイプの、より一般的なアプリケー
ションに対しても使用可能である。たとえば、ダウンロードされたデータはソフトウェア
、とくにゲーム、株価情報、最新ニュース情報、輸送機関の時刻表情報、気象情報および
カタログショッピング情報を含むことができる。ダウンロードされた情報には、圧縮され
たビデオデータが含まれていてもよい。データ記憶手段の記憶容量はダウンロードを意図
されたデータのタイプに適合するように調整可能である。たとえば、ＣＤ品質の音楽に対
しては３２メガバイトで十分であるが、ビテオに対しては、データ記憶手段は１２８メガ
バイト以上の容量を有していることが好ましい。
【００１８】
　別の特徴において、本発明は、記憶媒体との間でデータの読出しおよび書込みを行うイ
ンターフェースと、インターフェースに結合され、記憶媒体にデータを記憶する不揮発性
データメモリと、インターフェースに結合され、支払データを外部装置に供給する不揮発
性支払データメモリとを備えている可搬データ記憶媒体を提供する。
【００１９】
　これらの特徴により、データ記憶媒体は支払データおよびコンテントデータの両方を記
憶し、それによって上記に概説した利点を提供することが可能となる。使用される支払シ
ステムに応じて、支払データメモリはまた、外部支払システムへの支払を確認するための
コードを記憶してもよい。通常、カードの保有者による支払のために支払データがカード
またはカード保有者識別データにリンクされる。不揮発性メモリは、データ記憶媒体が外
部電源から給電されていないときに、記憶されたコンテントおよび支払データがデータ記
憶媒体中に確実に維持されるようにする。したがって、“不揮発性”という用語には、た
とえば、そのコンテントが電池バックアップシステムによって保持される低電力メモリが
含まれる。１実施形態においては、支払データメモリはＥＥＰＲＯＭ（登録商標）を含み
、コンテントデータメモリはフラッシュメモリを含んでいるが、たとえば、ホログラフィ
ック等の光データメモリのような他のタイプのコンテントデータメモリも使用可能である
。データ記憶媒体はまた、移動通信装置のような別の装置中に統合されることができる。
【００２０】
　可搬データ記憶媒体は、プロセッサによって実行可能なコードを記憶するプログラム記
憶装置と、コンテントデータメモリ、支払データメモリ、インターフェースおよびプログ
ラム記憶装置に結合されて、プログラム記憶装置中のコードを実行するプロセッサとをさ
らに含んでおり、コードは支払データを支払データメモリからインターフェースに出力す
るためのコードと、データメモリへの外部アクセスを行うためのコードとを含んでいるこ
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とが好ましい。
【００２１】
　通常（コンテント）データメモリは、データの記憶および検索の両者を行うために書込
みアクセスおよび読出しアクセスが可能であるが、いくつかの実施形態では、コンテント
データメモリは読出し専用メモリであってもよい。このような実施形態において、コンテ
ントは記憶媒体上に予めロードされ、その後、予めロードされたデータへのアクセス許可
代が支払われてもよい。
【００２２】
　データ記憶媒体はまた、コンテントデータメモリに対してなされたアクセスのレコード
を記憶し、データメモリに対してなされた外部アクセスに、好ましくは読出しアクセスに
応答してこれを更新することが好ましい。記憶媒体はまた、記憶されているデータ項目の
許可された使用に関するコンテント使用ルールを記憶していてもよい。これらの使用ルー
ルはカードからなされた支払にリンクされ、即金購入コンテントデータへのアクセス、あ
る期間のまたは指定された数のアクセス事象に対するコンテントデータへのレンタルアク
セス、および、または、たとえばレンタルアクセス期限の終了後に、レンタル使用がコン
テントデータを購入するオプションと共に割引価格で提供されるレンタル／購入のような
支払オプションを提供することができる。
【００２３】
　したがって、データ記憶媒体がたとえば音楽を記憶する場合、即金購入オプションはコ
ンパクトディスク（ＣＤ）の購入と等価であり、デジタル透かしのようなある形態のコン
テントコピー保護がなされていることが好ましい。この例において、レンタルまたは加入
者支払オプションはペイ・パー・プレイオプションであってよく、またこのオプションに
より、支払は記憶されているデータへのアクセスの前または後のいずれになされることが
できるため、記憶媒体はデビットまたはクレジット支払のどちらのモードでも動作可能で
ある。
【００２４】
　データ記憶媒体の可搬性により、それはコンテントにアクセスするために、すなわち、
この例では通信システムにリンクされるか、あるいはインターネットに対してオンライン
である必要なしに、音楽を再生するために使用されることが潜在的に可能となる。データ
記憶媒体上に使用レコードメモリを設けることによって、記憶されているデータの使用が
オフライン中追跡されることができ、したがって、データ記憶媒体が次に通信システムに
接続されたときに、必要な支払が行われることができる。これによって、データ記憶媒体
はクレジットモードで動作することが可能となる。デビットモードでは、使用ルールの付
加的な記憶により、使用を確認するために支払／使用データを外部システムとさらに交換
する必要なしに、記憶媒体上に記憶されているコンテントデータへのアクセスの規制が容
易になされる。
【００２５】
　単一の記憶媒体を使用してデジタル権利管理とコンテントデータ記憶とを組合せること
により、記憶されているコンテントデータは移動可能になり、データコンテントプロバイ
ダまたはデータ著作権保有者が記憶されているデータに対する制御を維持しているあいだ
はどこからでもアクセスされることができる。データ記憶媒体は、記憶されているデータ
が貴重かもしれないので、ユーザＩＤおよびパスワードのようなアクセス制御データを記
憶していることが好ましい。アクセス制御データは支払データへのアクセス制御と組合せ
られてもよく、これは典型的に、その記憶媒体上に記憶されている貴重なコンテントへの
アクセスを簡単にするためにＰＩＮ（個人識別番号）によって行われる。
【００２６】
　１実施形態において、記憶されているコンテントデータは暗号化され、その暗号解読に
は特有のパスワードまたはＰＩＮおよび、または生物測定データが必要である。データ記
憶媒体は、予め定められた数の不正なアクセスが試みられた後でコンテントが消去される
ように構成されてもよい。さらに、またはその代りに、永続的に記憶されているフラッグ
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が設定されてもよいし、あるいはデータ記憶媒体がさらにデータを記憶／検索するように
機能することを阻止するために、ハードウェア修正（ヒューズリンクのような）が行われ
てもよい。しかしながら、記憶されている値／支払データへのアクセスはその場合にも維
持されることが好ましい。
【００２７】
　補助データもまた、記憶されているコンテントデータに関連して記憶媒体上に記憶され
てもよい。この補助データは顧客報酬管理データおよび、または広告データを含んでいて
もよい。補助データは、記憶されているコンテントが再び見られるか、あるいはアクセス
されたときに広告または別のデータが表示されることができるように、外部データソース
へのポインタを含むことが可能であり、データはこの外部データソースからデータ記憶媒
体またはデータアクセス装置またはコンテントプレーヤのいずれかにダウンロードされる
。
【００２８】
　付加的なデータセキュリティおよび、またはデータ供給連鎖の中の異なったレベルにお
けるオペレータに報酬を与えるメカニズムは、コンテント合成機能を使用して提供される
ことができる。コンテント合成機能は、２以上のソースからの部分的なコンテント情報を
組合せて、記憶および、または出力されるコンテントデータ項目を生成する。したがって
、たとえば、第１の割合のコンテントデータ項目はコンテント小売業者によって提供され
ることができ、残りの割合はオンラインデータサプライヤによって提供されることができ
る。これによって、ユーザはコンテント小売業者または分配業者ならびにオンラインスキ
ームオーナに登録するように奨励されるので、既存の小売業者の使用が奨励される可能性
が高く、また、このような小売業者への手数料を支払うメカニズムが提供される。コンテ
ントデータ項目を提供するように組合せられたデータの２つの部分は暗号化データとキー
であることが可能であるが、しかし完全なデータ項目のばらばらの部分から、たとえば、
最下位ビットと最上位ビットから、あるいは高い周波数と低い周波数（オーディオに対し
て）から等、構成されていることが好ましい。このように構成することによって、顧客報
酬およびロイヤリティ管理もまた容易になる。
【００２９】
　１実施形態において、データ記憶媒体はさらに、たとえば移動通信ネットワークによっ
てコンテントデータを受取るためにそのネットワークにアクセスするためのデータを記憶
するメモリを含んでいる。このような実施形態に関して、データ記憶媒体は移動通信装置
中のＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）カードと置換し、それによってネット
ワークアクセスを行うと共に貴重なコンテントの検索および記憶を行う単一のカードとし
て機能することができる。さらに、またはその代りに、カードはまた、データが記憶媒体
上にダウンロードされることのできるデータサプライヤのウエブアドレスを記憶すること
ができる。
【００３０】
　コンテントデータを記憶するデータメモリは光学的、磁気または半導体メモリであって
もよいが、フラッシュメモリを含んでいることが好ましい。データメモリは圧縮されたビ
デオデータのような大きいデータファイルを記憶するために大容量を有していることが好
ましい。データメモリはロックアクセスするために分割されることが好ましい。すなわち
、とくに、オーディオおよびビデオデータに関して通常そうであるように、記憶されてい
るコンテントデータが通常連続的にアクセスされる高速データアクセスのために、たとえ
ば１Ｋ，４Ｋ，１６Ｋまたは６４Ｋバイト等のブロックに対して読出しおよび、または書
込みアクセスを行うために分割されることが好ましい。カードはＩＣカードまたはスマー
トカードとして構成され、クレジットカードタイプのフォーマットを有していることが好
ましい。もっとも、“メモリスティック”フォーマットのような別のフォーマットもまた
使用可能である。これによって、小型で便利な可搬フォーマットが提供され、種々の装置
との取外し可能なインターフェースが容易になる。
【００３１】
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　本発明はまたデータ記憶媒体上のデータへのアクセス制御方法を提供し、データ記憶媒
体は、不揮発性データメモリおよび使用状態データおよび使用ルールを記憶している不揮
発性パラメータメモリを備えており、この方法は、データアクセスリクエストを受取り、
使用状態データおよび使用ルールをメモリから読出し、使用ルールを使用して使用状態デ
ータを評価して、記憶されているデータへのアクセスが許可されるか否かを決定するステ
ップを含んでいる。
【００３２】
　本発明の別の特徴によると、通信インターフェースと、システムから入手可能なデータ
項目のレコードを記憶するデータアクセスデータ記憶装置とを備えており、各レコードは
データ項目記述とそのデータ項目に対するデータプロバイダへのポインタとを含んでおり
、さらにプロセッサによって実行可能なコードを記憶するプログラム記憶装置と、通信イ
ンターフェース、データアクセスデータ記憶装置およびプログラム記憶装置に結合されて
、記憶されているコードを実行するプロセッサとを備えており、そのコードはデータ項目
に対するリクエストをリクエスタから受取るためのコードと、リクエストされたデータ項
目の支払に関するデータを含む支払データを通信インターフェースから受取るためのコー
ドと、リクエストおよび受取られた支払データに応答してリクエストデータ項目に対する
データをコンテントプロバイダから読出すためのコードと、読出されたデータを通信イン
ターフェースによってリクエスタに送信するためのコードとを含んでいる、データをデー
タリクエスタに供給するコンピュータシステムが提供される。
【００３３】
　このコンピュータシステムはデータサプライヤまたはデータ供給“スキームオーナ”に
よって動作され、コンテントデータを上述したデータ記憶媒体に供給する。受取られた支
払データはデータサプライヤに対して実際に行われた支払に関するデータであってもよい
し、あるいはそれはデータサプライヤへの支払または第３パーティへの支払のいずれかに
関してｅ支払システムになされた支払のレコードであってもよい。コンテントプロバイダ
からのデータに関しては、転送されたデータの永続的（ローカル）記憶は行われないこと
が好ましい。これはデータセキュリティを改善する。その理由は、コンテントプロバイダ
がコンテントデータ項目およびデータ項目のコピーに対する制御を維持し、したがってコ
ンテントプロバイダの支援なしにデータサプライヤがその項目に対するデータを供給する
ことができないためである。コンピュータシステムはリクエストされたデータ項目を、た
とえばディスクキャッシュを使用して、一時的に記憶することができるが、コンピュータ
システムは、たとえ一時的でも完全なデータ項目を記憶しないことが好ましい。
【００３４】
　コンピュータシステムは、データ項目に対する支払がなされたときに、その支払が分配
されて、ロイヤリティに対する返済およびその他の支払を行うことができるように支払分
配情報を含んでいる。典型的に、データ項目に対するかなりの割合の支払はその項目の著
作権所有者または“コンテントプロバイダ”に転送され、一方それより小額の支払先はア
ーティストおよび、または出版業者および、または小売業者および、または分配業者であ
る。支払は、たとえば署名―移送型Ｅ支払システムを使用してコンピュータシステムによ
って別の関連パーティのコンピュータシステムに直接行われてもよい。その代りに、コン
ピュータシステムは、転送を行うように第３パーティのＥ支払システムに対して適切な命
令を発生することができる。コンピュータシステムは、コンテントデータがダウンロード
される前、その期間中、またはその後の、あるいはユーザによるコンテントデータへのア
クセス後の支払の自動分配を可能にする。支払を分配する命令が実質的に同時に発生され
、それによってあるパーティの支払の長期遅延を回避することができる。たとえば、現在
のところ、コンテントを生成したあるアーティストへの通常の方法による支払に要する期
間は１年以上となる可能性が高い。
【００３５】
　コンピュータシステムはまた、コンテントデータ項目に関連したダウンロードのために
コンテントデータ項目アクセスルールデータを記憶する。このルールデータはコンテント
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プロバイダによって記憶されてもよいが、コンピュータシステムにより保持されることが
好ましく、データ記憶媒体との関連で上記に概説したように、典型的に要求される支払値
に基づいてコンテント識別子をアクセスルールとリンクする。通常、各コンテントデータ
項目は関連したアクセスルールを有するが、単一のルールが非常に多くのデータ項目に適
用されてもよい。コンピュータシステムはまた、顧客報酬／ロイヤリティ管理のためにリ
クエスタ報酬データを記憶することが好ましい。このデータもまた、支払値および、また
はコンテントデータ項目タイプを、エアマイル数または小売業者の値ポイントのような特
定された報酬にリンクする１以上のルールを含んでいる。コンピュータシステムはまた市
場調査のために、識別されたユーザまたはデータの記憶媒体のコンテント項目ダウンロー
ドおよび支払のレコードを維持することが好ましい。
【００３６】
　１実施形態において、コンピュータシステムはまた、たとえばシステムユーザのエクス
トラネットを生成するために使用されることのできるアクセスリクエストアイデンティテ
ィおよびパスワードのようなアクセス制御データを記憶し、それもまたマーケティングの
ために記憶されているアクセスレコードデータにリンクされることができる。コンテント
項目タイプデータにさらにリンクされた場合に、このような構成は、たとえば、カントリ
ーおよびウエスタンまたはロックンロールミュージック等の特定のタイプのコンテントデ
ータ項目のユーザのクラブを構築するために使用されることができる。可搬データ記憶媒
体に関連して説明したように、コンピュータシステムはまた付加的なデータセキュリティ
とさらに安全な支払分配管理のためにコンテント合成コードを含んでいてもよい。
【００３７】
　本発明はまた、データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取り、リクエストさ
れたデータに対する支払に関する支払データをリクエスタから受取り、受取られた支払デ
ータに応答してリクエストされたデータをコンテントプロバイダから読出し、読出された
データをリクエスタに送信することを含んでいる、データリクエスタにデータを供給する
関連した方法を提供する。
【００３８】
　本発明の別の特徴によると、データサプライヤからデータを検索して、検索されたデー
タをデータ記憶媒体に供給するデータアクセス端末が提供され、このデータアクセス端末
は、データサプライヤと通信する第１のインターフェースと、データ記憶媒体とインター
フェースするデータ記憶媒体インターフェースと、プロセッサによって実行可能なコード
を記憶するプログラム記憶装置と、第１のインターフェース、データ記憶媒体インターフ
ェースおよびプログラム記憶装置に結合されて、記憶されているコードを実行するプロセ
ッサとを備えており、コードは、支払データをデータ記憶媒体から読出し、支払データを
支払い確認システムに転送するためのコードと、支払い確認データを支払い確認システム
から受取るためのコードと、支払い確認データに応答してデータサプライヤからデータを
検索し、検索されたデータをデータ記憶媒体中に書込むためのコードとを含んでいる。
【００３９】
　この端末は、データを上述のコンピュータシステムから検索し、その検索されたデータ
を上述の可搬データ記憶媒体にダウンロードするために使用されることができる。データ
供給コンピュータシステムに関して、データサプライヤからデータ記憶媒体に転送された
コンテント項目データの（ローカル）記憶は行われないことが好ましい。データアクセス
端末は、上述のデータサプライヤによる使用に制限されず、たとえばデータを検索して、
ＣＤ（コンパクトディスク）またはＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク）のようなロ
ーカルデータソースから、あるいはケーブルテレビ局のような第３パーティからデータ記
憶媒体にダウンロードすることが可能である。
【００４０】
　端末は支払データをデータ記憶媒体から読出し、データを確認して支払を許可するため
にこれを支払確認システムに送信する。これはデータサプライヤのコンピュータシステム
の一部分であってもよいし、あるいはｅ支払システムのような別のシステムであってもよ
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い。このようにして、端末は、支払（確認）データを記憶するデータ記憶媒体と共に、お
よびいくつかの実施形態ではこれに加えて支払確認システムへの支払を確認する付加的な
支払コードと共に動作する。再び、端末は、データ項目使用ルールをデータ項目と共に記
憶媒体に供給するように構成されていることが好ましい。上述したように、データ項目使
用ルールは通常、記憶媒体から読出された支払データ中に含まれる支払値情報に依存する
。端末はまた、アクセス制御データのユーザ入力部となるように構成されていることが好
ましい。このアクセス制御データはアクセス許可確認のためにデータ記憶媒体に転送され
てもよく、および、またはそれは同じ目的のためにデータサプライヤのコンピュータシス
テムに送られてもよい。端末は、予め定められた数のアクセスリクエストが拒否された後
で、コンテントアクセスまたはデータ記憶媒体機能の禁止をユーザに警告するように構成
されてもよい。端末はまた、上述されたコンテント合成コードを含んでいてもよい。
【００４１】
　端末は、データをデータ記憶媒体にダウンロードしたときに補助データを出力するため
のコードを含んでいてもよい。データ記憶媒体上のアイデンティティデータは補助データ
あるいは補助データに対するポインタをデータサプライヤのコンピュータシステムから検
索するために使用されることができ、あるいは補助データまたはそれに対するポインタは
データ記憶媒体から直接検索されることが可能である。しかしながら、カード上の識別デ
ータはカードユーザの嗜好データのような特徴付けデータをデータサプライヤのコンピュ
ータシステムから検索するために使用され、その後この特徴付けデータは補助データを検
索して端末ユーザに出力するために端末により使用されることが好ましい。端末が仲介者
である分配業者または小売業者と関連付けられている場合、補助データはローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）またはエクストラネットのような
その小売業者／分配業者に関連したネットワークによって検索されてもよい。
【００４２】
　本発明はまた、支払データをデータ記憶装置から読出し、支払データを支払い確認シス
テムに転送し、データサプライヤからデータを検索し、検索されたデータをデータ記憶媒
体中に書込むステップを含んでいるデータサプライヤからデータ記憶媒体にデータを供給
する方法を提供する。
【００４３】
　支払確認システムは、データサプライヤのコンピュータシステムの一部分であってもよ
く、あるいはそれは別のｅ支払システムであってもよい。１実施形態において、この方法
は、支払い確認データを支払い確認システムから受取り、支払い確認データの少なくとも
一部分をデータサプライヤに送信するステップをさらに含んでいる。その代り、支払い確
認システムにはデータサプライヤまたはデータサプライヤから検索されたあて先における
支払プロセッサが含まれてもよい。支払プロセッサはまた、支払データによって表された
支払を分配する支払分配データを供給してもよい。
【００４４】
　別の特徴において、本発明は、記憶されているデータをデータ記憶媒体から検索するた
めのデータアクセス装置を提供し、このデータアクセス装置は、ユーザインターフェース
と、データ記憶媒体インターフェースと、プロセッサにより実行可能なコードを記憶して
いるプログラム記憶装置と、ユーザインターフェース、データ記憶媒体インターフェース
およびプログラム記憶装置に結合され、記憶されているコードを実行するプロセッサとを
備えており、前記コードは、記憶媒体上に記憶されたデータの使用状態を示す使用状態デ
ータと、記憶媒体上に記憶されたデータの許可可能な使用を示す使用ルールデータとを検
索するためのコードと、使用ルールデータを使用して使用状態データを評価し、記憶され
ているデータへのアクセスが許可されるか否かを決定するためのコードと、アクセスが許
可された場合に記憶されているデータにアクセスするためのコードとを含んでいる。
【００４５】
　データアクセス装置は使用状態データおよび使用ルールを使用して、データ記憶媒体上
に記憶されているデータに対するどのアクセスが許可されているかを決定する。上述した
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ように、通常、使用ルールはデータ記憶媒体上に記憶されているデータに対して行われた
支払に依存するが、しかし、それには、ユーザ識別およびパスワードを使用するアクセス
制御が含まれていてもよい。単一のデータ記憶媒体は２以上のユーザを有していてもよい
ため、ユーザアイデンティティに応じて使用状態および使用ルールが選択されてもよい。
データアクセス装置はまた、カードから、遠隔コンピュータシステムから、あるいはケー
ブルテレビジョンネットワークまたは有線放送のようなある別のソースから、上述したよ
うに検索されたコンテントデータの提供時に補助データを提供するように構成されていて
もよい。
【００４６】
　本発明はまたデータ記憶媒体からのデータへのアクセスを制御する関連した方法を提供
し、この方法は、記憶されているデータの過去の使用を示す使用状態データをデータ記憶
媒体から検索し、使用ルールをデータ記憶媒体から検索し、使用ルールを使用して使用状
態データを評価して記憶媒体に記憶されているデータへのアクセスが許可されるか否かを
決定し、前記評価の結果に応じてデータ記憶媒体上に記憶されているデータへのアクセス
を許可するステップを含んでいる。
【００４７】
　本発明の別の特徴によると、データをデータプロバイダからデータアクセス端末に転送
するデータ供給コンピュータシステムと、電子支払を確認する電子支払システムと、デー
タ供給システムと通信してデータ供給システムからのデータをデータ記憶媒体中に書込む
データアクセス端末と、データ供給システムからのデータおよび支払データを記憶するデ
ータ記憶媒体とを備えており、データ記憶媒体から電子支払システムに供給された支払デ
ータの確認されたときデータプロバイダからデータ記憶媒体にデータが転送されるデータ
アクセスシステムが提供される。
【００４８】
　本発明のさらに別の特徴によると、記憶媒体との間でデータの送受信を行うインターフ
ェースと、このインターフェースに結合されて、データを記憶媒体上に記憶する不揮発性
データメモリと、記憶されたデータへのアクセスを制御するデジタル権利管理プロセッサ
とを備えている可搬データ記憶媒体が提供される。
【００４９】
　本発明の別の特徴によると、記憶媒体との間でデータの送受信を行うインターフェース
と、このインターフェースに結合されて、データを記憶媒体上に記憶する不揮発性データ
メモリと、アクセス制御プロセッサとを備えており、データメモリがデータブロックとし
て分割されており、アクセス制御プロセッサがデータブロックへの外部アクセスを制御す
る可搬データ記憶媒体が提供される。
【００５０】
　本発明のさらに別の特徴によると、データをデータリクエスタに供給するコンピュータ
システムが提供され、このコンピュータシステムは、通信インターフェースと、システム
から入手可能なデータ項目のレコードを記憶するデータアクセスデータ記憶装置とを備え
、各レコードはデータ項目記述およびそのデータ項目に対するデータプロバイダであるリ
ソースロケータとを含んでおり、システムはさらに、プロセッサによって実行可能なコー
ドを記憶するプログラム記憶装置と、通信インターフェース、データアクセスデータ記憶
装置およびプログラム記憶装置に結合されて、記憶されているコードを実行するプロセッ
サとを備えており、そのコードは、データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取
り、リクエストされたデータ項目の支払に関するデータを含む支払データを通信インター
フェースから受取るためのコードと、リクエストおよび受取られた支払データに応答して
、項目データを通信インターフェースによってリクエスタに出力するためのコードとを含
んでおり、前記データアクセスデータ記憶装置はさらに、データ項目に対する支払がなさ
れるべき支払先を示す支払分配情報を含んでおり、データ項目が前記リクエスタに提供さ
れたときにその項目に対する支払を行うためにデータ項目に対する支払データを出力する
ためのコードをさらに含んでいる。
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【００５１】
　本発明のさらに別の特徴によると、データをデータリクエスタに供給するコンピュータ
システムが提供され、このコンピュータシステムは、通信インターフェースと、システム
から入手可能なデータ項目のレコードを記憶するデータアクセスデータ記憶装置とを備え
、各レコードはデータ項目記述およびそのデータ項目のプロバイダの電子アドレスを識別
する位置データを含んでおり、システムはさらに、プロセッサによって実行可能なコード
を記憶するプログラム記憶装置と、通信インターフェース、データアクセスデータ記憶装
置およびプログラム記憶装置に結合され、記憶されているコードを実行するプロセッサと
を備えており、そのコードは、データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取り、
リクエストされたデータ項目の支払に関するデータを含む支払データを通信インターフェ
ースから受取るためのコードと、リクエストおよび受取られた支払データに応答して、項
目データを通信インターフェースによってリクエスタに出力するためのコードとを含んで
おり、前記データアクセスデータ記憶装置はさらに、前記データ項目と共にリクエスタに
出力されるデータ項目アクセスルールデータを含んでおり、さらに、前記支払データに応
答して、データ項目と共に出力されるアクセスルールデータを選択するためのコードを含
んでいる。
【００５２】
　本発明のさらに別の特徴によると、データ項目に対するリクエストをリクエスタから受
取り、リクエストされたデータに対する支払に関する支払データをリクエスタから受取り
、リクエストされたデータをリクエスタに送信し、支払分配情報をデータ記憶装置から読
出し、リクエストされたデータに対する支払を分類するために支払データを支払システム
に出力するステップを含んでいるデータをデータリクエスタに供給する方法が提供される
。
【００５３】
　本発明のさらに別の特徴によると、データ項目に対するリクエストをリクエスタから受
取り、リクエストされたデータに対する支払に関する支払データをリクエスタから受取り
、リクエストされたデータをリクエスタに送信し、データアクセスルールデータを読出さ
れたデータと共にデータリクエスタに送信するステップを含んでいるデータリクエスタに
データを供給する方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】データアクセス装置の上面図（Ａ）、前面図（Ｂ）および側面図（Ｃ）である。
【図２】概念的な可搬データ記憶装置の概略図である。
【図３】例示的なデータアクセス端末の概略図である。
【図４】概念的なデータアクセスシステムの素子間の論理信号路の概略図および概念的な
データアクセスシステムの物理的に表現図である。
【図５】コンテント供給システムの概略図である。
【図６】データ供給コンピュータシステムの概略図である。
【図７】種々のデータアクセス端末の概略図である。
【図８】データアクセス端末のコンポーネントの概略図である。
【図９】データ記憶媒体のコンポーネントの概略図である。
【図１０】データアクセス装置のコンポーネントの概略図である。
【図１１ａ】データ記憶装置の登録手順のフロー図である。
【図１１ｂ】データ記憶装置の登録手順のフロー図である。
【図１２ａ】データアクセス端末を使用するデータアクセスのフロー図である。
【図１２ｂ】データアクセス端末を使用するデータアクセスのフロー図である。
【図１２ｃ】データアクセス端末を使用するデータアクセスのフロー図である。
【図１２ｄ】データ供給コンピュータシステムを使用するデータ供給のフロー図である。
【図１２ｅ】データ供給コンピュータシステムを使用するデータ供給のフロー図である。
【図１３】データアクセス装置を使用するデータ検索のフロー図である。
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【発明を実施するための形態】
【００５５】
　図１を参照すると、これはオペレータ制御装置12とＬＣＤディスプレイ14によりＭＰ３
オーディオを再生するデータアクセス装置10を示している。スマートカードデータ記憶装
置の外形は16で示されている。オペレータ制御装置はユーザがトラックを選択し再生する
ことを可能にし、トラック情報およびスチールまたはビデオイメージはディスプレイ14上
に与えられる。スロット18がスマートカードタイプのデータ記憶手段を受けるため装置の
正面に設けられている。このスマートカードは空間20を占め、弾性の接触部24とインター
フェースし、弾性のハウジング素子22により接触部に対向してデータ検索装置に保持され
ている。
【００５６】
　図２を参照すると、これは図１の装置と共に使用するのに適したポータブルデータ記憶
媒体30を示している。データ記憶手段は標準的なスマートカードに基づいており、これは
プラスティックであり、ほぼ標準的なクレジットカードの寸法で、若干フレキシブル性を
有する。カード30上には２組の接触部が存在し、接触部32は支払い確認手段とインターフ
ェースし、接触部34はダウンロードされたデータを記憶するメモリとインターフェースす
る（他の実施形態では、１組のセットの接触部が両者に対して使用されてもよい）。カー
ドの表面は適切なグラフィックで装飾されることができる。
【００５７】
　１実施形態ではスマートカードは標準的なセールシステムの電子ポイント（ＥＰＯＳＳ
）用に特定されているようにその全ての使用可能な機能を維持し、所望ならばダウンロー
ドされたデータを記憶するメモリはここから電子的に分離されることができる。しかしな
がら、前述のアクセス制御／暗号解読機能を実現するため標準的なスマートカード装置と
データメモリとの間の相互動作を行うことが好ましい。
【００５８】
　図３を参照すると、データアクセス端末の１例が40で示されている。これはスクリーン
42と、データ記憶媒体30を受けるためのスロット44を有する。その代わりにデータ記憶媒
体はデータアクセス装置10と、端末40へのインターフェース46により端末にインターフェ
ースしてもよい。図３のＢでは、専用の端末50はデータ記憶媒体を受けるためのスロット
52と、ディスプレイ54および制御装置56を具備している。コインが58で端末に投入され、
データ記憶媒体にキャッシュで料金を支払うように60で表わされる。
【００５９】
　図４のＡを参照すると、これは支払い確認に関与するデータ処理システムと記憶媒体30
にダウンロードされたデータ間の論理接続およびデータ流を概念的に示している。ユーザ
はデータ記憶媒体30を端末40に接続し、データ供給サービスプロバイダ60のデータウエブ
ページへログオンする。端末40またはサービスプロバイダ60はその後、ユーザまたは支払
者の支払をチェックして権利を与えるため、データパス62を経て支払確認機関70と通信す
る。電子キャッシュの場合、端末40は直ちに支払情報を確認し、サービスプロバイダおよ
び／または支払確認機関70を後の段階で更新する。端末とサービスプロバイダ間の論理接
続64は好ましくはインターネットによって行われる。
【００６０】
　サービスプロバイダはデータプロバイダ80への直接的な入口を与えてもよく、またはデ
ータプロバイダ80から情報を集め、供給業者から端末ユーザへデータを与えるための“フ
ロントエンド”を提供してもよい。代わりに、データ供給サービスプロバイダ60はリンク
66により示されているように、例えば端末40のユーザがアクセスすべき情報についてデー
タ供給業者に指令するための通信調整情報を与えるように、端末およびデータプロバイダ
と通信することによって端末40とデータプロバイダ80との間の直接アクセスを調整しても
よい。
【００６１】
　好ましい実施形態では、サービスプロバイダ60は例えば１トラック１０ペンスまたは１
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分間１０ペンス等の同意したレートで、コンテントプロバイダまたは著作権のオーナ、コ
ンテント出版業者またはコンテント作成者等のレコーディング産業の企業または団体が所
有するコンピュータシステムに対して使用料を支払い、端末40のユーザは効率的にサービ
スプロバイダに支払いをする。請求書送付も帯域幅および／またはデータダウンロード時
間により調整されることができる。
【００６２】
　好ましくは、サービスプロバイダ60はシステムに対するユーザのアクセスを監視し、使
用情報をデータプロバイダ80に記憶または転送し、或いはデータ記憶媒体30にダウンロー
ドする。好ましい実施形態では、サービスプロバイダは、システムのユーザに提供される
誘因を決定することに使用されることができるデータ記憶媒体30へ端末40を介して情報を
送信する。
【００６３】
　図４のＢは図４のＡのシステムの概念的な物理的構造を示しており、ここでは複数の端
末40、複数のサービスプロバイダ60、複数のデータプロバイダ80は全てインターネットを
介して相互動作する。システムの物理的な実施形態は臨界的ではなく、当業者は端末、デ
ータ処理システム等が全て種々の形態を取ることができることを理解するであろう。
【００６４】
　図５を参照すると、これはコンテント提供システム100 の概念的な図を示している。コ
ンテント作成者104a、b はコンテントデータを発生またはアーティスト端末102a-dから受
信し、コンテントデータをデータベース106a、b に記憶する。データベース106a、b に記
憶されるコンテントデータは音楽等のようなオーディオデータ、映画またはＴＶプログラ
ム等のビデオデータ、文学等のテキスト、ゲームソフトウェア等のソフトウェアまたはそ
の他のデータを含んでもよい。コンテント作成者104a、b はネットワーク上で作成された
コンテントデータを通信するために通信ネットワーク101 に結合されている。また通信ネ
ットワーク101 にはコンテント出版業者110aと110bも結合され、これはそれぞれ関連する
記憶されたコンテントデータベース112aと112bにそれぞれ結合されている。コンテント出
版業者は通信ネットワーク101 を使用して、記憶されたコンテントを制御されたアクセス
に対して利用可能にする。幾つかの例、例えばコンテントデータがコンピュータゲームを
含む例では、コンテント作成者およびコンテント出版業者の機能は１つのエンティティに
より与えられてもよい。また図５でブロックとして概念的に示されているが、コンテント
作成者とコンテント出版業者は典型的にクライアントサーバコンピュータネットワークを
それぞれ構成する。
【００６５】
　通信ネットワーク101 は典型的にエクストラネット等の私設通信ネットワークであり、
ネットワークに接続するエンティティに対してセキュリティが制御されたアクセスを有す
る。物理的に、ネットワークはインターネットプロトコルネットワークを有してもよく、
または専用の地点間リンクを有するかそれらから構成されてもよい。したがって例えば、
コンテント作成者104 はコンテント出版業者110 および／または図５で示されているコン
テントプロバイダまたはコンテント分配業者のような他のエンティティに直接リンクで結
合されてもよい。
【００６６】
　コンテント提供システムは、それぞれ通信ネットワーク101 に結合された複数のコンテ
ントプロバイダ108a-eを含んでいる。図示のシステムでは、コンテントプロバイダは通信
ネットワーク101 によってアクセス可能な記憶されているコンテントデータに著作権を所
有し、実際にコンテント出版機能を実行してもよい。５つのコンテントプロバイダが全世
界の８０％を超える音楽販売に著作権を所有する。コンテントプロバイダは記憶されてい
るコンテントデータを供給するために通信ネットワーク101 を介して、記憶されたコンテ
ントデータベース106 と112 に結合されている。
【００６７】
　ゲートウェイサーバ114 も通信ネットワークを、インターネットおよび／または移動体
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通信ネットワークのような他のネットワークへリンクするように通信ネットワーク101 へ
結合されている。ゲートウェイサーバ114 はセキュリティおよびアクセス制御機能とファ
イヤウォールを提供する。第２のゲートウェイ、コンテント分配業者ＷＡＮゲートウェイ
116 も通信ネットワーク101 に取付けられて示されている。これは類似のセキュリティお
よびファイヤウォール機能を与え、通信ネットワーク101 から分配業者ＷＡＮ（広域ネッ
トワーク）117 に結合されている。ゲートウェイ116 は記憶されたコンテントデータをア
クセスするために１以上のコンテント作成者、コンテント出版業者、コンテントプロバイ
ダへの論理的アクセスを行う。コンテント分配業者ゲートウェイ116 はレコード店のチェ
ーンにより所有され、ＷＡＮ117 に結合されているコンテントアクセス端末118 を別々の
小売店に与える。コンテントアクセス端末118 はゲートウェイ116 を経て通信ネットワー
ク101 上をアクセス可能な記憶されたコンテントへアクセスする。
【００６８】
　図６を参照すると、これはデータ供給コンピュータシステム120 を示している。この実
施形態では、３つのコンテントアクセス端末118a-c、ｅ－支払システム121a、b 、コンテ
ントアクセスウエブサーバ124 は全てインターネット142 に結合されている。データ供給
システム120 は図５に示されているコンテント提供システム100 に結合されている。図５
の通信ネットワーク101 がエクストラネットである場合、このエクストラネットは物理的
にインターネット142 によって動作し、通信ネットワーク101 がインターネット142 を介
して部分的に動作しない場合、インターネット142 への接続は図５で示されているように
ゲートウェイサーバ114 により設定される。このようにして、コンテントアクセス端末11
8a-cにはコンテント提供システム100 の記憶されたコンテントデータへの制御されたアク
セスが与えられる。
【００６９】
　ｅ－支払システム121aと121bはそれぞれバンク122a、b 、c 、d に結合されている。こ
れらは例えばＭＯＮＤＥＸ、Ｐｒｏｔｏｎおよび／またはＶｉｓａキャッシュコンプライ
アント標準規格にしたがってｅ－システムを提供する。好ましくは少なくとも１つのｅ－
支払システム121a、b は、値が公共的に証明可能なデジタル署名としてレコードされｅ－
支払システムにより発行されるいわゆる“オープンパース”システムを動作する。このよ
うな署名転送アレンジメントでは、支払データは公開鍵を使用して確認されてもよく、し
たがって支払立証はｅ－支払システムにより実行される必要はなく、代わりに支払管理コ
ードを使用して例えばデータアクセス端末またはデータ供給システムコンピュータにより
実行されてもよい。事実上、小切手と類似の役目を行う立証された署名は金額の照合、返
済、転送を立証後、関連するｅ－支払システムに委託される。このようなシステムにより
支払は匿名で行われてもよく、したがって支払人の識別は必須ではない。データカード等
のデータ記憶媒体は記憶された値によりまたは値なしで発行されてもよく、後者の場合に
は値（即ち公共的に照合可能なデジタル署名）はオンライントランザクション中にカード
に書込まれてもよい。
【００７０】
　代わりの実施形態では、以下説明するスマートフラッシュカードのようなデータ記憶媒
体はＥ－マネーを熟知した人によく知られているように、値をもつデジタル署名を生成す
ることに使用されてもよい。
【００７１】
　コンテントアクセスウエブサーバ124 はまたコンテントデータへのアクセスによりコン
テントアクセス端末118a-cを提供するために、インターネット142 に結合されている。コ
ンテントアクセスウエブサーバ124 はコンテントデータ供給“スキームオーナ”により典
型的に所有され、スキームオーナはコンテントアクセス端末ユーザとコンテントプロバイ
ダとの間の仲介として動作し、コンテントプロバイダによってコンテントアクセス端末お
よび記憶されたコンテントデータ記憶媒体へ（直接または間接的に）与えられるコンテン
トデータを転送する。ウエブサーバ124 はコンテントアクセス端末111a-cのウエブブラウ
ザにより解釈されるウエブページを発生するためのジャバコードを記憶するウエブサーバ
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コード記憶装置126 に結合される。ウエブページはコンテントダウンロード、値の付加、
ＣＲＭ（カスタマ報酬管理）値の小切手／支出および以下説明するウエブサイトリンク機
能を与える。
【００７２】
　ウエブサーバ124 は支払プロセッサ128 、デジタル権管理（ＤＲＭ）プロセッサ130 、
アクセス制御プロセッサ132 、コンテント分配プロセッサ134 へ結合されている。支払プ
ロセッサ128 は支払管理コード記憶装置128aを含んでおり、支払レコードデータ記憶装置
136 に結合されている。アクセス制御プロセッサ132 はアクセス制御コード記憶装置132a
を含んでおり、アクセス制御データ記憶装置138 に結合されている。ＤＲＭプロセッサ13
0 はＤＲＭコード記憶装置130aを含んでおり、コンテントアクセスおよびＤＲＭデータ記
憶装置140 に結合されている。コンテント分配プロセッサ134 はＣＲＭ（カスタマ報酬管
理）および支払分配管理コード記憶装置134aを含んでおり、コンテントアクセスおよびＤ
ＲＭデータ記憶装置140 にも結合されている。図６で示されているように、プロセッサ12
8 －134 は全て相互に通信している。
【００７３】
　プロセッサ128 、130 、132 、134 は別々のアプリケーションプログラムまたは単一の
コンピュータプログラムを具備してもよく、１つの物理的コンピュータで動作してもよく
、そこにウエブサーバ124 が設けられてもよく、または別々のコンピュータで動作しても
よい。同様にデータ記憶装置136 、138 、140 は単一の物理的データ記憶装置を構成して
もよく、または複数の物理的装置で分散されてもよく、プロセッサ128 －134 から物理的
に離れた位置にあってインターネット142 によりこれらのプロセッサに結合されてもよい
。
【００７４】
　ウエブサーバ124 はＣＧＩ（共通ゲートウェイインターフェース）によりプロセッサ12
8 －134 と通信し、プロセッサ128 －134 に関連するスクリプトおよびコードはＣ、Ｃ++
またはＰｅｒｌ等の任意の一般的なコンピュータ言語で書込まれてもよい。しかしながら
、他の実施形態では１以上のプロセッサはインターネット142 を介してウエブサーバ124
に結合され、財務機関等の別々のエンティティにより所有され動作されてもよい。この場
合、一般的な秘密保護のウエブベースの通信はウエブサーバ124 と関連するプロセッサと
の間で動作されてもよい。特に、支払プロセッサ128 はｅ－支払システムプロバイダ128a
、b の１つにより動作されてもよい。
【００７５】
　支払管理コード記憶装置128aは支払データを発行し認証し、支払レコードデータ記憶装
置136 に監査レコードを記憶する。アクセス制御コード記憶装置132aは（ユーザまたはカ
ードの）識別データを、スキームオーナに登録したときユーザにより与えられる登録デー
タと共に記憶する。このデータは、記憶されたコンテントおよび／または支払データをア
クセスするためのユーザパスワードと、例えばマーケティングの目的でユーザの嗜好を特
徴付けるユーザ特徴付けデータと、使用するｅ－支払システムを示すデータと、幾つかの
実施形態ではさらに選択されたユーザへの“ゴールド”レベルのサービスの提供を識別す
るためのカードレベルデータのような通常のユーザ関連データを含んでいる。パスワード
のコピーは以下さらに説明するようにポータブルデータ記憶媒体にコンテントデータによ
り記憶される。その代わりに、アクセスデータ記憶装置とポータブルデータ記憶媒体の一
方または両者はユーザが入力したパスワードを照合するためのデータを単に記憶してもよ
い。
【００７６】
　コンテントアクセスおよびＤＲＭデータ記憶装置140 はコンテントアクセスとコンテン
ト使用に関するデータを記憶するが、それ自体がコンテントデータ項目を記憶せず、これ
らは代わりに前述のコンテント提供システム100 により与えられる。データ記憶装置140
は複数のレコードを記憶し、それらはそれぞれデータ項目識別子、データ項目記述、デー
タ項目タイプまたは形式と、データ項目がダウンロードされることができる位置に対する
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１以上のポインタとを具備する位置データとを含んでいる。データ項目には値のリスト（
即ちコンテントデータ項目価格）および対応する許容された使用レベルを有する使用ルー
ルデータの表が関連している。従って１ポンドの値は音楽のトラックの１０回の再生を許
容し、一方、１０ポンドの値は限定されていない回数のトラックの再生と個人使用のため
のトラックのコピーを許容する。
【００７７】
　またデータ項目には、受取人のリストと、各自が受取るデータ項目値の対応する取り分
を含んだ支払分配データの表が関連されている。典型的に、主な受取人はデータ項目の著
作権オーナであり、他の受取人はコンテント作成者、アーティスト、スキームオーナ、コ
ンテント出版業者、小売業者／分配業者から選択される。支払分配の割合は支払値に基づ
いてもよく、この場合複数の支払分配指数のセットは各データ項目と関連されてもよく、
各分配指数のセットは支払値の範囲に対応する。支払データおよび分配データをここでＤ
ＲＭ（デジタル権管理）データと呼ぶ。
【００７８】
　さらにデータ項目はＣＲＭ（カスタマ報酬管理）データの表が関連されており、この表
はユーザルールデータにリンクされ、１以上のデータ項目の使用レベルに対して、報酬ポ
イントの量と、報酬ポイントに対する１人以上の受取人を特定するためのＣＲＭルールを
含んでいる（受取人はカードのユーザと小売業者／分配業者を含んでもよい）。
【００７９】
　ＣＲＭと支払分配コード記憶装置134aは、コンテントアクセスおよびＤＲＭデータ記憶
装置140 と動作し、それによってシステムユーザにデータ項目の記述と値を通知し、コン
テントプロバイダシステムからデータ項目をアクセスしてそれをコンテントアクセス端末
にダウンロードし、コンテント使用ルールにデータ項目を与え、データ記憶装置140 によ
り識別される受取人へデータ項目の支払を分配しＣＲＭ報酬ポイントを分配するように支
払プロセッサ128 またはＥ－支払システム121 へ指令を与える。
【００８０】
　アクセス制御データ記憶装置138 はシークレット“公開”鍵等の秘密保護キーを公開鍵
の暗号システム中に保持し、それによってスキームオーナはそのアイデンティティをコン
テントプロバイダに対して認証する。このデータはアクセス制御データ記憶装置138 で他
の感知可能なデータと共に秘密保護されて保持される。以下さらに詳細に説明するように
、データ供給システム120 がコンテントアクセス端末118 からコンテントデータ項目に対
するリクエストを受信したとき、コンテントアクセスおよびＤＲＭデータ記憶装置140 を
使用してデータ項目が有効である位置を探し、その後対応するコンテントプロバイダのア
イデンティティを決定する。このアイデンティティはコンテントアクセスおよびＤＲＭデ
ータ記憶装置140 に記憶されるか、または存在するコンテントプロバイダが比較的少数な
らば、ＲＤＭコード130aにハードに書込まれてもよい。ＤＲＭコード130 はその後、アク
セス制御データ記憶装置138 から関連するコンテントプロバイダへ秘密保護されるスキー
ムオーナの識別子を与えるようにアクセス制御プロセッサ132 にリクエストし、データ項
目をコンテントアクセス端末118 とポータブルデータ記憶媒体へダウンロードするために
信頼のある接続をコンテントプロバイダとコンテントアクセスウエブサーバ124 との間に
設定する。
【００８１】
　図７を参照すると、これはインターネット142 でデータ供給コンピュータシステム120
をアクセスするための種々のコンテントアクセス端末を示している。図２を参照して説明
し、以下さらに詳細に説明するように端末にはポータブルデータ記憶媒体または“スマー
トフラッシュカード”（ＳＦＣ）へのインターフェースが設けられている。端末の大抵の
実施形態では、ＳＦＣインターフェースによってスマートフラッシュカードデータ記憶媒
体が端末に挿入され、そこから取り除かれることが可能であるが、幾つかの実施形態では
データ記憶媒体は端末と一体化されてもよい。
【００８２】
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　図７で示されている特別な実施形態を参照すると、簡単なコンテントアクセス端末はＳ
ＦＣインターフェース144aを有するホームパーソナルコンピュータ144 を具備してもよい
。別の実施形態では、移動体通信装置152 にはスマートフラッシュカードインターフェー
ス152aが設けられ、無線タワー150 と移動体通信システム148 と移動体通信インターネッ
トゲートウェイ146 によりインターネット142 と結合される。
【００８３】
　別の実施形態では、スマートフラッシュカードインターフェースはいわゆる“セットト
ップボックス”（ＳＴＢ）154 に与えられる。セットトップボックスは実際には、衛星Ｔ
Ｖ信号とケーブルＴＶ信号またはオフエアＴＶ信号を含むことができるビデオ入力154bで
受信されるテレビジョンプログラム用の受信機である。ビデオ信号はセットトップボック
スからテレビジョン156 またはパーソナルコンピュータ等（図示せず）の幾つかの他の家
庭用娯楽装置へ与えられる。別の実施形態では、それぞれＳＦＣインターフェース166aと
168aを有するコンテントアクセス端末166 、168 は、小売業者のＬＡＮサーバ158 を介し
てインターネット142 に接続する小売業者の構内通信網（ＬＡＮ）160 に結合されている
。ＤＶＤプレーヤ164 もまたＬＡＮ160 に結合される。さらに別の実施形態では、スマー
トフラッシュカードインターフェース170aはＣＤ／ＤＶＤプレーヤ170 用に設けられる。
【００８４】
　これらの後者の３つの実施形態では、スマートフラッシュカードに記憶するためのコン
テントデータは放送ビデオおよび／またはＣＤ或いはＤＶＤから検索されることができる
。この場合、図６で示されているコンピュータデータ供給システム120 はスマートフラッ
シュカードに記憶されているコンテントデータのための使用ルールデータを与え、カード
にダウンロードされるデータの支払をするために使用されてもよく、データ供給システム
120 が記憶されたデータの使用を可能にするためにアクセスされる前または後に、コンテ
ントデータが捕捉されてもよいが、好ましい実施形態では、コンテントデータ供給コンピ
ュータシステム以外の供給業者からカードに書込まれるコンテントデータは、対応する使
用ルールデータがコンピュータシステム120 からダウンロードされるまでユーザにアクセ
ス可能ではなく、これは通常ダウンロードされたデータに対する支払を受けた後である。
【００８５】
　図８を参照すると、これはデータアクセス端末170 の１実施形態の概略図を示している
。端末は汎用コンピュータを具備し、これはオーディオ／ビジュアルインターフェース18
4 と、インターフェースをユーザへ与えるためのキーボード186 およびポインティング装
置188 を含んでいる。端末は例えばモデム等のインターネットインターフェース176 と、
端末を小売業者または分配業者のＬＡＮまたはＷＡＮへ接続するためのＬＡＮ／ＷＡＮイ
ンターフェース174 を随意的に有する。端末はまた放送ビデオデータを受信するための随
意的なビデオ入力178 およびＣＤまたはＤＶＤ駆動装置等のメディア入力装置180 を有す
る。さらに通信Ｉ／Ｏポート182 が設けられてもよい。ポータブルデータ記憶媒体または
スマートフラッシュカードインターフェース190 はスマートフラッシュカードへインター
フェースするために与えられる。随意的に、現金自動預け払い機（ＡＴＭ）で通常使用さ
れるようなキャッシュ入力および照合システム192 もコンテントアクセス端末内に含まれ
てもよい。端末はＲＡＭ等の作業メモリ194 と、ＲＡＭ、ＲＯＭまたはディスク駆動装置
のような任意の通常の記憶装置で構成されることができるプログラムメモリ196 とを有す
る。プログラムメモリ196 中のプログラムコードも取外し可能なディスク198 に記憶され
てもよい。プロセッサ200 はプログラムメモリ196 に記憶されたプログラムコードをロー
ドし実行する。端末の全てのコンポーネントはデータおよび通信バス172 によりリンクさ
れる。
【００８６】
　特に、プロセッサ200 はキャッシュ入力および照合システム192 からのキャッシュ入力
データを管理し、値をスマートフラッシュカードに付加するためにキャッシュ支払管理コ
ード200aをロードし実行する。プロセッサ200 はスキームオーナのウエブページをアクセ
スするためのウエブブラウザ200bと、スマートフラッシュカードインターフェースと端末
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およびデータ供給システム120 との間でデータを交換するためのデータ交換インターフェ
ース200cを構成する。
【００８７】
　プロセッサ200 はまたスマートフラッシュカードに記憶されるためのデータをメディア
入力装置180 および／またはビデオ入力178 および／またはＬＡＮ／ＷＡＮインターフェ
ース174 から検索するためオフラインコンテント検索コード200dを実行する。プロセッサ
はオーディオ／ビジュアルインターフェース184 を介してコンテントデータ項目の小さい
抽出をユーザへ出力するためのコンテントサンプラ200eを実行する。このようなデータ項
目サンプルはコンテント記述データと共にコンテントアクセスデータ記憶装置140 に記憶
されてもよい。プロセッサはまたスマートフラッシュカードインターフェース駆動装置20
0f、ユーザインターフェースコード200g、ＬＡＮ／ＷＡＮインターフェース174 および／
または通信Ｉ／Ｏポート182 を駆動するための付加的な通信駆動装置200hを実行する。
【００８８】
　図９を参照すると、これはこの実施形態ではいわゆる“スマートフラッシュカード”で
示されているポータブルデータ記憶媒体202 のコンポーネントの概略図を示している。こ
の文脈では、“スマートフラッシュカード”は好ましくは大きな容量のプロセッサおよび
フラッシュデータメモリを内蔵するプラスティック支払カードと類似の寸法のＩＣカード
を意味している。スマートカードのさらに詳細は本発明の参考文献とされるＩＳＯ7810、
ＩＳＯ7811、ＩＳＯ7812、ＩＳＯ7813、ＩＳＯ7816、ＩＳＯ9992、ＩＳＯ10102 を含む標
準のＩＳＯ（国際標準化機構）シリーズを参照されたい。
【００８９】
　図９をさらに詳細に参照すると、データおよび通信バス204 は、カードのコンポーネン
トをリンクし、カードのコンポーネントはプロセッサ210 と、動作メモリ212 と、タイミ
ングおよび制御論理装置208 と、カード202 からデータを読取りそこにデータを書込むた
めにバス204 へ外部アクセスを行うコンタクト（ＩＳＯ7816）を有するまたはコンタクト
レス（ＩＳＯ10536 ）の外部インターフェースを含んでいる。バスには永久的プログラム
メモリ216 、不揮発性データメモリ218 、および不揮発性（フラッシュ）コンテントデー
タメモリ214 も結合されている。不揮発性データメモリ218 はＥＥＰＲＯＭを具備しても
よく、永久的プログラムメモリ216 はＲＯＭ、例えばマスクプログラムされたＲＯＭを具
備してもよい。図９の全てのコンポーネントは１つの基板、好ましい実施形態では外部イ
ンターフェース206 のベアリング接触部に取付けられている。
【００９０】
　プロセッサ200 は永久的プログラムメモリ216 からプログラムコードをロードし実行す
る。このコードはカードに少なくとも外部通信用の基本オペレーティングシステムを与え
るオペレーティングシステムコードと、ダウンロードされたコンテントの支払いをするた
めに不揮発性データメモリ218 から支払データを供給するための支払管理コードを含み、
データおよびプログラム機能へのパスワード制御されたアクセスを行うためのコンテント
データ使用ルールおよびコードを実行するためのコードを含むＤＲＭ（デジタル権管理）
およびセキュリティコードと、ＣＲＭ関連ルールを実行するためのＣＲＭコードと、完全
なコンテント項目データを合成するために外部インターフェース206 を経て与えられる付
加的なデータに記憶されたコンテントデータを結合するためのコンテント合成コードを含
んでいる。
【００９１】
　不揮発性データメモリ218 は、カードアイデンティティデータを含むデータと、ユーザ
のパスワードを確認するためのパスワードデータを含んでいるアクセス制御データと、ア
クセスの試行とその結果のレコードを記憶するアクセスレコードデータと、スキームオー
ナのウエブサイトアドレスと小売業者／分配業者のウエブサイトアドレス等のコンテント
供給データとを記憶している。
【００９２】
　データメモリ218 はさらに公共的に照合可能なデジタル署名等のＥ－マネーを含むカー
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ド値データと、支払額および支払先についてのデータを含む支払監査証跡を記憶するため
の支払データを記憶している。メモリ218 はまたマーケットのリサーチとカスタマ報酬目
的のトランザクションレコードを与えるためＲＦＭ（最新の頻繁な流通）データと、カス
タマ報酬ポイントを記憶するＣＲＭデータとを記憶している。データメモリ218 はまた、
フラッシュメモリ214 に記憶されているコンテントデータ項目のインデックスおよび関連
するコンテント使用ルールと、権利管理の追跡のための使用歴の監査証跡を維持するため
のＤＲＭおよび使用料データを記憶している。随意的に、データメモリ218 はデータをコ
ンテントプロバイダから獲得する供給チェーンルートを特定する供給チェーンデータを記
憶し、これはコミッションまたは報酬ポイントに基づいて供給チェーン仲介に報酬を与え
るために使用されてもよい。
【００９３】
　コンテントデータメモリ214 は、記憶されたコンテントタイプと一致するように選択さ
れたサイズのデータブロックとして区分されている少なくとも１００ＭＢのデータ記憶を
有することが好ましい。ビデオデータをレコードするため、フラッシュメモリ214 は１Ｇ
Ｂを超えるデータ記憶を具備し、データメモリが区分されるデータブロックがさらに大き
いことが好ましい。
【００９４】
　図１０を参照すると、これはポータブルオーディオ／ビデオプレーヤ等のデータアクセ
ス装置220 の概略図を示している。データアクセス装置220 は、通常の専用のコンピュー
タシステムを具備し、このシステムはプロセッサ238 、ＲＯＭ等の永久的プログラムメモ
リ236 、ＲＡＭ等の動作メモリ234 、タイミングおよび制御論理装置226 を含んでおり、
全てデータおよび通信バス222 により結合されている。またオーディオインターフェース
228 、ディスプレイ230 、ユーザインターフェースを与えるためのユーザ制御装置232 も
バスに結合されている。スマートフラッシュカードインターフェース224 は、記憶された
コンテントデータを検索し再生するようにスマートフラッシュカードとインターフェース
するためバス222 に結合されている。
【００９５】
　永久的プログラムメモリ236 はプロセッサ238 により実行するためのプログラムコード
を記憶し、このコードはＲＯＭチップまたはディスク240 のようなデータ記憶媒体に与え
られてもよい。プロセッサ238 はＳＦＣインターフェース238a、ユーザインターフェース
238b、装置へインターフェースするスマートフラッシュカードから記憶されたコンテント
データを検索して、検索されたコンテントデータ（圧縮されたオーディオおよび／または
ビデオデータを含んでもよい）から得られるオーディオおよび／またはビデオデータを装
置のユーザへ出力するコンテントプレーヤ238dを具備している。
【００９６】
　プロセッサ238 はまたコンテントアクセス装置のユーザによりスマートフラッシュカー
ドに記憶されたコンテントへのアクセスおよびその使用を制御する使用制御装置238cを具
備している。使用制御ルーチン238cおよび／またはスマートカード上の永久的メモリ216
のセキュリティコードはまた、デジタル透かしおよび、本出願の参考文献とするＳＤＭＩ
ポータブル装置仕様のパート１、バージョン1.0 （www.sdmi.org参照）に特定されている
ようなその他の秘密保護デジタル音楽イニシアチブ（ＳＤＭＩ）コンテント保護コードを
含んでもよい。
【００９７】
　図１１ａおよび図１１ｂはデータ記憶媒体またはスマートフラッシュカードを、図６で
示されているようなデータ供給システムを動作するデータ供給業者またはスキームオーナ
に登録するプロセスのフロー図を示している。スマートフラッシュカードは全体的にブラ
ンク、即ち予め記憶されたコンテントまたは値がないか、予め記憶された値があるが予め
記憶されたコンテントがないか、予め記憶されたコンテントがあるが予め記憶された値が
ないか（コンテントはフリーで与えられている）、または予め記憶された値と予め記憶さ
れたコンテントの両者が存在して発行されてもよい。したがって、例えばユーザは値が記
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憶されているがコンテントが記憶されていないカードを小売業者のカウンタで購入しても
よい。図１１ａおよび１１ｂのプロセスは予め記憶されたコンテントも予め記憶された値
もないカードの登録を示している。示されているように、登録プロセスはユーザの登録デ
ータを図６のアクセス制御データ記憶装置138 にレコードし、値データをブランクカード
に書込む。
【００９８】
　ステップＳ10では、スマートフラッシュカードがコンテントアクセス端末のスマートフ
ラッシュカードインターフェースへ挿入される。スキームオーナのウエブページはその後
、コンテントアクセス端末にロードされ、ユーザに表示される（Ｓ11）。その後ユーザ登
録データは制御アクセス端末に入力され（Ｓ12）、スキームオーナへ送信され（Ｓ13）、
ユーザ登録データはユーザアイデンティティ、使用するのに好ましいｅ－支払システム、
随意的にコンテントアクセスＰＩＮまたはパスワード、サービスレベル（例えばブロンズ
、シルバー、ゴールド）を含んでもよい。随意的なパスワードはカードによるユーザの支
払を確認するためにｅ－支払システムによって必要とされるパスワードであるか、または
例えばカードの盗難の場合、記憶されたデータを保護するためにスマートフラッシュカー
ドのコンテントに対する権限のないアクセスを防止するためのパスワードであってもよい
。１つのパスワードがこれらの両機能を行ってもよい。コンテントアクセス端末のウエブ
ブラウザが構成され、それによって端末とスキームオーナとの間を通過する全ての感知可
能データは例えばＰＩＫ（公開鍵インフラストラクチャ）のような通常の暗号化システム
を使用することにより保護されて送信される。
【００９９】
　ステップＳ14で、支払リクエストがコンテントアクセス端末のスキームオーナから検索
されユーザに表示される。ステップＳ15でユーザはコンテントアクセス端末に支払データ
を入力し、この支払データは値をカードに付加するためにスキームオーナに送られる。こ
れは例えば通常インターネットにおける購入で使用されるようなクレジットカードトラン
ザクションであってもよい。カード値データとカード値アクセスコードはステップＳ16で
スキームオーナからコンテントアクセス端末によって受信される。カード値はユーザによ
り行われる支払に対応し、値アクセスコードはステップＳ12でユーザにより入力されたパ
スワードであるか、図６で示されているように支払プロセッサ128 またはｅ－支払システ
ム121 により生成されたＰＩＮ用のパスワードを含んでいてもよい。好ましい実施形態で
は、ユーザはスキームオーナに支払い、スキームオーナはその後、スマートフラッシュカ
ードに書込むために、値を表すデジタル署名データをコンテントアクセス端末に直接提供
する。
【０１００】
　ステップＳ17で、カード登録データはコンテントアクセス端末によりスキームオーナか
ら受信され、スマートフラッシュカードに書込まれる。このカード登録データはユーザア
イデンティティデータ、アクセス制御データ、支払システム特定データ、スキームオーナ
ウエブページアドレスのようなスキームオーナアクセスデータ、他のダイヤルアップ情報
を含んでいる。この段階で、例えば、ユーザ嗜好データ、小売店およびＣＲＭデータを含
む他のデータはユーザにより入力され、カードに書込まれる（代わりにユーザ嗜好データ
はステップＳ12で捕捉されてもよい）。ステップＳ16で受信されたカード値データとカー
ド値アクセスコードはステップＳ18でカードに書込まれ、視覚的におよび随意的に印刷さ
れたレコードとしてユーザに出力される。カードはその後ステップＳ19で使用を可能にさ
れる。
【０１０１】
　図１１ｂはスキームオーナのデータ供給システム120 により実行される対応した登録ス
テップを示している。ステップＳ20で、スマートカード登録ウエブページのリクエストは
コンテントアクセス装置から受信され、ステップＳ21で、装置に送信される。ユーザ登録
データはその後、ステップＳ22でコンテントアクセス端末から受信され、コンテントアク
セス制御データ記憶装置138 に記憶される。スキームオーナのコンピュータシステムはそ
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の後、ステップＳ23で支払リクエストをコンテントアクセス端末に送信し、ステップＳ24
で回答として支払データを受信し、この支払はその後ステップＳ25で、図６で示されてい
る支払システム121aまたはb のようなＥ－支払システムにより確認され、確認後、コンピ
ュータシステムの支払プロセッサ128 はステップＳ26で、スマートフラッシュカードに書
込むために値データおよび値アクセスコードをコンテントアクセス端末に送信する。支払
プロセッサはその後、支払レコードデータ記憶装置136 をトランザクションに関するデー
タで更新し（ステップＳ27）、ステップＳ28で、先にアクセス制御データ記憶装置に書込
まれたカード登録データを検索し、この登録データをコンテントアクセス端末に送信する
。ステップＳ29でトランザクションはその後終了する。
【０１０２】
　図１２ａ乃至ｃを参照すると、これらはデータアクセス端末を使用してデータをスマー
トフラッシュカードにダウンロードするためのフローチャートを示している。ステップＳ
30で、スマートフラッシュカードはコンテントアクセス端末に挿入され、ユーザはステッ
プＳ31で、スマートフラッシュカードの機能へのアクセスを獲得するためにそれらのパス
ワードを入力する。ステップＳ32で、コンテントアクセス端末は照合のためにスマートカ
ードにパスワードを送信し、ステップＳ33でアクセスが許容されるか否かがチェックされ
る。アクセスが許容されないならば、ステップＳ34で警告が端末により表示され、アクセ
ス否認カウントが実行される。しきい値のカウントはその後、否認されたカードへの総ア
クセス回数のカウントと共にカードから読取られる（ステップＳ35）。ステップＳ36で、
端末は否認されたアクセスの総数がカードしきい値の３内であるか否かをチェックし、ノ
ーであるならばステップＳ31に戻り、イエスならばステップＳ37に進み、ここで端末はさ
らに否認されたアクセスがカードに記憶されているコンテントの消去を生じるという警告
を表示する。ステップＳ38で、端末は否認されたアクセスのそのカウントがそのしきい値
よりも大きいか否かをチェックし、ノーであるならばステップＳ31に戻り、許容されたア
クセスの総数が超過したならばステップＳ39でアクセス拒否メッセージを表示する。シス
テムはその後、ステップＳ39で、コンテントアクセス端末からのスマートフラッシュカー
ドの取出しを待機する。
【０１０３】
　アクセスがステップＳ33で許容されるならば、端末はアウトラインＣＲＭデータをカー
ドからロードし（ステップＳ40）、ターゲットとする広告等の小売データを小売業者のＬ
ＡＮ／ＷＡＮからロードする（ステップＳ41）。ステップＳ42で、端末はオプションメニ
ュー、広告のような小売データ、または稼いだ報酬ポイント数のようなＣＲＭ関連データ
およびアウトラインＣＲＭデータをコンテントアクセス端末で表示する。多数のオプショ
ンは（スキームオーナからの）ダウンロードコンテントを含み、金額を（カードに）加算
し、カードに記憶されたＣＲＭ値をチェック／支出し、ウエブサイトリンクに従い、出口
を出る。ステップＳ43で、ユーザは、示されているフローチャートではダウンロードオプ
ションであるメニューオプションを入力する。システムはしたがってステップＳ44に移り
、スキームオーナのコンテントアクセスウエブページをコンテントアクセス端末にロード
し、これをユーザに表示する。
【０１０４】
　ステップＳ45で、ユーザはコンテントサーチリクエストを入力し、これはスキームオー
ナ分配業者のプロセッサ134 へ送信される。少なくとも１つの支払いオプションに対して
コンテント識別子、簡単な記述、コンテント価格データを含むコンテントサーチ結果はコ
ンテント分配プロセッサから返送されて受信され、これらの結果はコンテントアクセス端
末でユーザに表示される。ユーザはその後、ステップＳ47で１以上のコンテント項目を選
択し、選択はさらにコンテント価格データと購入オプションデータがデータ記憶装置140
から検索されるコンテント分配プロセッサ134 へ送信される。ステップＳ48で、（ユーザ
ルールデータを含む）このコンテント価格および購入データはスキームオーナから受信さ
れ、端末ユーザに表示される。ユーザはその後、ステップＳ49で購入オプションを選択し
、購入リクエストを確認し、または代わりにステップＳ42のメニューディスプレイに戻る
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ため“出口”を選択する。１以上のコンテント項目が選択された後、購入オプションと共
に、ハード値およびＣＲＭデータがステップＳ50でスマートフラッシュカードから読取ら
れ、ステップＳ51で、スマートフラッシュカードに記憶されている金額および／またはＣ
ＲＭ（報酬ポイント）値が選択された購入データ項目の購入に十分であるか否かを決定す
るためにチェックが行われる。カード値が不十分であるならば、警告がステップＳ52で表
示され、システムはステップＳ42でメニューディスプレイに戻る。カード値が十分である
ならば、ステップＳ53で、コンテントアクセス端末はスマートフラッシュカードへ支払リ
クエストを送信する。
【０１０５】
　リクエストされた１つのデータ項目または複数のデータ項目の支払いはスキームオーナ
へ直接行われるか、または図６のｅ－支払システム121aと121bのようなｅ－支払システム
に対して行われてもよく、これらのシステムにより支払確認データがスキームオーナコン
ピュータシステムに転送される。その代わりに、コンテントアクセス端末は著作権のオー
ナであり、通常支払のほとんどを受けるコンテントプロバイダと直接にトランザクション
を設定するためデータをカードに送信してもよい。
【０１０６】
　ステップＳ54で、スキームオーナへ支払を行うための支払データは、コンテントアクセ
ス端末によりスマートフラッシュカードから受信され、図６のＥ－支払システム121 のよ
うなｅ－支払システムへ転送される。カードによりスキームオーナへの支払を確認する支
払レコードデータは、その後、コンテントアクセス端末によりステップＳ55でｅ－支払シ
ステムから返送されて受信され、カード上の支払データを更新するためカードに転送され
る。別の実施形態では、カードからの支払データは確認のため、および随意的にスキーム
オーナのコンピュータによりｅ－支払システムでさらに確認するためにスキームオーナの
データ供給コンピュータに直接与えられてもよい。
【０１０７】
　カードからスキームオーナにより受信される支払の分配は説明したようにスキームオー
ナのコンピュータシステムにより実行される。このような支払分配は総支払額のうち小さ
い割合が制御アクセス端末の“オーナ”またはオペレータ、例えば小売業者、分配業者、
または他の実施形態では移動体通信ネットワークオペレータまたはケーブルＴＶネットワ
ークオペレータへ与えられる。
【０１０８】
　現在説明している実施形態では、ステップＳ55で受信される支払レコードデータはカー
ドによる支払を確認するためにスキームオーナへ送信され、したがって説明した実施形態
では支払がスキームオーナに対して行われる前にコンテントアクセス端末が支払を認証す
る。
【０１０９】
　ステップＳ56では、支払レコードデータと共に、購入リクエストおよびカード登録デー
タは購入する１以上のコンテントデータ項目を識別し、購入者を識別するためにスキーム
オーナへ送信される。その後ステップＳ57で、コンテントアクセス端末は、データ供給業
者からスマートフラッシュカードへリクエストされた識別されたコンテント項目をダウン
ロードするため、スキームオーナデータ供給コンピュータとスマートフラッシュカードと
の間にトランザクションを設定する。ダウンロードは好ましくは（ディスクキャッシュの
一時記憶装置は許容可能であるが）コンテントアクセス端末にダウンロードされたデータ
の永久記憶がないようにアレンジされ、コンテントデータ項目の完全なデータのコンテン
トアクセス端末に一時記憶装置がないことがさらに好ましい。これはデータのセキュリテ
ィと再保証をコンテントプロバイダに与える。
【０１１０】
　図１１に関して説明したカード登録と同様の方法で、秘密保護され、信頼されたリンク
がコンテントアクセス端末および／またはスマートフラッシュカードとデータ供給コンピ
ュータ間で当業者によく知られているように通常の方法で（例えば公開キーデータ暗号化
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を使用して）設定される。データトランザクションはスマートフラッシュカードとデータ
供給コンピュータとの間で直接設定されてもよく、その場合、コンテントアクセス端末は
暗号化されていないコンテントデータにアクセスせず、またはコンテントアクセス端末と
データ供給コンピュータ間で設定され、この場合、暗号化されていないデータはコンテン
トアクセス端末によりスマートフラッシュカードに書込まれる。標準的な送信プロトコル
は例えば正確に受信されないデータブロックの再送信によってコンテントデータ項目の完
全な送信を確実にすることに使用される。
【０１１１】
　ステップＳ57で、１以上のコンテントアクセスルールがスキームオーナデータ供給コン
ピュータから受信され、スマートフラッシュカードに書込まれ、それによって各コンテン
トデータ項目は、スマートフラッシュカードのユーザがコンテントデータ項目にアクセス
することを可能にされる状態を特定するための関連する使用ルールを有する。
【０１１２】
　ステップＳ58で、コンテントアクセス端末は例えば選択されたコンテント項目のダウン
ロードにより稼いだ報酬ポイント数を特定するＣＲＭデータをスキームオーナのコンテン
ト分配プロセッサ134 から受信する。このＣＲＭデータは通常スマートフラッシュカード
に書込まれるが（ステップＳ59）、付加的にまたは代わりにコンテントアクセス端末また
はコンテントアクセス端末のデータ記憶装置に記憶され、それによって報酬ポイントは分
配業者／小売業者／ケーブルＴＶオペレータにより保持される。最終的に、ステップＳ59
でも、スマートフラッシュカードとコンテントアクセス端末間、スマートフラッシュカー
ドとスキームオーナ間、スマートフラッシュカードとｅ－支払システム間、コンテントア
クセス端末とｅ－支払システムおよび／またはデータ供給コンピュータ間のトランザクシ
ョンの詳細の完全なレコードがスマートフラッシュカードに記憶され、監査試行が行われ
る。システムはその後ステップＳ42でメニューディスプレイに戻る。
【０１１３】
　メニューにより与えられる加算金額メニューオプションは図１１ａのステップＳ15とＳ
16および図１１ｂのステップＳ24乃至Ｓ27に関して説明したのと同様の方法で動作する。
スマートフラッシュカードがデビット（前払い）またはクレジットモードのいずれかで動
作するシステムの実施形態では、オペレーティングモードデータはステップＳ40のアウト
ラインＣＲＭデータと共にカードからロードされてもよい。カードがクレジットモードで
動作しているならば、ステップＳ41で、コンテントアクセス端末はコンテント使用データ
レコードをカードから読取り、対応して、アクセスされたコンテントの値を決定するため
にステップＳ47とＳ48へ進み、その後、アクセスされたコンテントの支払をカードオーナ
から検索するために図１１ａのステップＳ15およびＳ16と図１１ｂのステップＳ24乃至Ｓ
27にしたがって進行する。強化されたアクセス制御特徴が与えられる場合、ステップＳ31
でスマートフラッシュカードから読取られまたはコンテントアクセス端末に入力されたア
クセス制御データがステップＳ44でスキームオーナコンテントアクセスウエブページをア
クセスするために使用され、幾つかの実施形態では、ステップＳ44でコンテントアクセス
端末とスキームオーナデータ供給コンピュータとの間の秘密保護された接続を設定するた
めに使用される。
【０１１４】
　図１２ｄおよび１２ｅを参照すると、これらはコンテントデータをコンテントアクセス
端末と、スマートフラッシュカードのようなデータ記憶媒体に与えるために、スキームオ
ーナのデータ供給コンピュータで実行されるプロセスのステップを示している。ステップ
Ｓ60で、スキームオーナのコンテントアクセスウエブページはコンテントアクセス端末に
よりリクエストされ、リクエストされた端末に送信される。コンテントデータ項目をサー
チするためのサーチリクエストはステップＳ61でコンテントアクセス端末から受信され、
ステップＳ62でコンテント供給システムのコンテント分配プロセッサ134 がコンテントア
クセスおよびＤＲＭデータ記憶装置140 をサーチし、サーチ結果をコンテントアクセス端
末に送信する。サーチ結果は通常、例えばデフォルト支払オプションにおけるコンテント
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項目識別子、コンテント項目記述、随意的なコンテント項目サンプル、および少なくとも
１つのコンテント項目価格を含んでいる。サーチ結果はタイプまたはアーティストにより
選択されたコンテント項目のセットを含んでもよく、またはＣＤトラックのコンパイルと
類似した方法による幾つかの予め定められた選択肢を含んでいる。
【０１１５】
　ステップＳ63で、１以上のコンテント項目を識別するコンテント項目選択データはコン
テントアクセス端末から検索され、ステップＳ64で、選択されたコンテント項目に対する
コンテント項目購入データはコンテントアクセスおよびＤＲＭデータ記憶装置140 から検
索される。この購入データは通常、各選択されたコンテント項目に対して１以上の価格お
よび購入オプションを含んでいる。購入オプションデータは単に標準的なオプションのセ
ット、例えば明白な購入には“１”、ある期間のレンタルには“２”、複数の演奏のレン
タルには“３”、最終的な購入オプションによる借用には“４”を有する。購入オプショ
ンデータはコンテント項目が無料で利用可能であるときにも指示する。
【０１１６】
　ステップＳ65でコンテント購入データがコンテントアクセス端末に送信され、ステップ
Ｓ66において、スマートフラッシュカードからスキームオーナに対して行われた支払を示
す支払レコードデータと、購入リクエストデータと、カード登録データと、および随意に
アクセス制御データとがコンテントアクセス端末から検索される。支払レコードデータは
リクエストされたデータ項目に対する支払を確認し、購入リクエストデータは選択された
支払オプションを選択されたコンテント項目として特定し、カード登録データは取引のレ
コードを保持すると共に報酬ポイントを与えるデータを提供し、付加的なデータセキュリ
ティのためにアクセス制御データが要求されてもよい。ステップＳ67において、支払レコ
ードデータは、システムの示されている実施形態では、図６のＥ－支払システム121 のよ
うなｅ支払システムにより確認される。フローチャートに示されているように、データ供
給システムのコンピュータは、スキームオーナに対して実際に支払がなされたかをｅ支払
システムによりチェックする。システムの別の実施形態において、支払はコンテントアク
セスおよびダウンロード手順と同時に、あるいはその後の段階でスキームオーナに対して
直接行われることができ、スマートフラッシュカードから受取られた支払データはスキー
ムオーナの返済のためにｅ支払システムにより確認されることができる。
【０１１７】
　ステップＳ68において、支払分配データがコンテントアクセスデータ記憶装置140 から
読出される。このデータは、カードによるデータに対する支払いが受信者間でどのように
分配されるかを示す。１実施形態において、受信者の支払い割合はコンテントアクセスデ
ータ記憶装置において、たとえば、著作権所有者0.90、スキームオーナ0.01、小売業者／
分配業者0.02、出版業者0.02、作成者0.05等の一般的タームで特定される。誰が正当な著
作権所有者であるかの識別は、コンテント項目識別子と共にデータ記憶装置の中に記憶さ
れているが、データ項目に対する２以上の可能性のあるコンテントプロバイダから選択さ
れてもよく、誰が妥当な小売業者／分配業者であるかの識別は、たとえば、ステップＳ60
でスキームオーナのコンテントアクセスウエブページがアクセスされたときに、コンテン
トアクセス端末から受取られたコンテントアクセスアイデンティティ情報から決定される
ことができる。ステップＳ69において、支払の分配は支払分配データにしたがって、値所
有デジタル署名を適切なパーティに直接分配するか、あるいはｅ支払システム121 に支払
分配命令を発生するかのいずれかによって行われる。データ供給システムは、個々のカー
ド支払レコードを記憶し、ときどき複数の個々のレコードに対する支払分配データを組合
せて、データ供給システムによって受取られる全支払を分配するために支払データを個々
の支払のバッチから出力することが好ましい。
【０１１８】
　ステップＳ70において、購入されたサービスレベルに対するコンテントアクセスルール
がコンテントアクセスデータ記憶装置から読出される。これらのルールでは、たとえば、
コンテントへのアクセスは予め定められた数、たとえば１０回の再生しか許されないこと
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等が定められている。その代りに、そのルールにおいてアクセス可能期間がダウンロード
した日からたとえば１か月と定められることができる。別のルールでは再生の回数は無制
限であるが、それを行われるプレーヤ、たとえば特定のケーブルテレビジョンネットワー
クにより所有されているセットトップボックス（コンテントアクセス装置からスマートフ
ラッシュカードに供給されたコンテントアクセス装置識別データによって決定された）等
が特定されることができる。リクエストされたコンテントデータに対するコンテントプロ
バイダの識別はまた、ステップＳ70において、報酬ポイントを発行するＣＲＭデータと共
にコンテントアクセスデータ記憶装置から読出される。
【０１１９】
　ステップＳ71において、リクエストされたコンテントデータ項目に対するコンテントア
クセスルールがデータ記憶装置140 から検索され、コンテントアクセス端末に送信される
。その後、ステップＳ72において、データ供給システムのＤＲＭプロセッサ130 が取引リ
クエストおよび認証データをステップＳ70で識別されたコンテントプロバイダに送信する
。このリクエストは、スキームオーナのデータ供給システムからコンテントプロバイダへ
の専用接続のような物理的セキュリティ、または暗号化接続のような電子的に秘密保護さ
れた安全な接続のいずれかによって秘密保護された安全な方法でコンテントプロバイダに
対してスキームオーナデータ供給システムを識別する。その後、ステップＳ73において、
コンテントアクセスウエブサーバ124 は、コンテントアクセス端末によりリクエストされ
たデータ項目を含む保護されたコンテントをコンテントプロバイダから受取って、この保
護されたコンテントをコンテントアクセス端末に送信する。このコンテントは、データ暗
号化によって保護されていることが好ましいが、しかし、たとえばデジタル透かし、ある
いは単にインターネットにより任意のある時点で行われる非常に多数の別の取引等によっ
て、別の方法で保護されてもよい。データ供給システムのコンピュータはこの時点で本質
的に、それ自身が実効的に透明であることが好ましく、データをコンテントプロバイダか
らコンテントアクセス端末に転送する透明なデータ転送装置として動作し、データ交換イ
ンターフェース200cを使用してスマートフラッシュカードに保護されたコンテントデータ
を直接送信する。図１２ｄに関して説明したように、コンテントダウンロードプロトコル
には、実質的にエラーのないデータ伝送を確実するためにエラー保護および伝送再試行プ
ロトコルが含まれている。
【０１２０】
　コンテントがコンテントアクセス端末（および、したがってスマートカード）にダウン
ロードされると、ステップＳ74において、アクセスされた購入データおよびコンテントの
レコードが、検査痕跡を提供するために支払レコードデータ記憶装置136 に書込まれる。
その後、ステップＳ75において、更新されたＣＲＭデータは、ＣＲＭデータ（すなわち、
報酬ポイント）を計算するためにダウンロードされたデータ項目のレコードと共に、コン
テントアクセスデータ記憶装置140 中に記憶されているルールを使用してそのコンテント
アクセスデータ記憶装置に書込まれる。その後、更新されたＣＲＭデータはまたコンテン
トアクセス端末に送信され、このコンテントアクセス端末においてそれはスマートフラッ
シュカードに転送されることができる。その後、ステップＳ76でこのプロセスが終了する
。
【０１２１】
　図１３を参照すると、これは、スマートフラッシュカード上に記憶されているデータへ
の、図１のＭＰ３プレーヤのようなデータアクセス装置の使用によるユーザアクセスに関
するフローチャートを示している。ステップＳ77においてスマートフラッシュカードがプ
レーヤ中に挿入され、ステップＳ78においてユーザは、確認のためにスマートフラッシュ
カードに送信されるパスワードをプレーヤ中に入力する（このステップは随意である）。
カード上に記憶されているデータへのアクセスが許可された場合、手順はステップＳ79に
進み、このステップにおいてカード上に記憶されているコンテントデータ項目のインデッ
クスがカードからロードされてメニューと共に表示される。メニューには、コンテントへ
のアクセス、価格（カード上に記憶されている）のチェック、カード上に記憶されている
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ＣＲＭデータ（報酬ポイントのような）のチェック、およびオプション（ビデオなし、繰
返し再生、ランダム再生他）の再生が含まれている。ユーザがスマートフラッシュカード
上に記憶されているコンテントデータ項目へのアクセスを希望した場合、ステップＳ80で
、たとえばカーソルキーまたはポインタを使用して、このような項目のユーザ選択がプレ
ーヤに入力され、さらに、あるいはその代わりに、たとえば最近のダウンロードされたデ
ータを再生するために、デフォルト再生オプションが表示されてもよい。
【０１２２】
　ステップＳ81において、選択されたコンテント項目に対するコンテント使用状態データ
が、関連したコンテント使用ルールと共にスマートフラッシュカードからロードされる。
その後、ステップＳ82において、選択されたコンテント項目のそれぞれに対する使用ルー
ルおよび現在の使用状態が比較され、その結果がコンテント再生メニューと共に表示され
る。このコンテント再生メニューには、アクセスに利用できない項目が例えば赤色で強調
されている選択されたコンテント項目の簡単なリストが含まれていてもよい。その代わり
、コンテントデータ項目に対する購入されたコンテント使用、これまで行われたデータ項
目の実際の使用および残りの利用可能な使用のようなさらに詳細なコンテントアクセス許
可データが表示されてもよい。その後、ステップＳ83において、この層は、コンテント使
用が許可されるか否かを決定する。コンテント使用が許可されない場合、手順はステップ
Ｓ79に戻ってメニューを再表示し、コンテント使用が許可された場合には、システムはス
テップＳ84に進む。
【０１２３】
　ステップＳ84において、その使用を許可された選択されたコンテントデータ項目がカー
ドから順次検索され、必要に応じてデコードされ、デコードされたオーディオおよび／ま
たはビデオデータはユーザに対して、たとえばプレーヤ上のヘッドホンソケットにおいて
オーディオ出力を与え、プレーヤディスプレイ上にビデオ出力を表示することによってユ
ーザが利用することができる。プレーヤはまた、商品またはサービスの販売、とくにアク
セスされたコンテントデータ項目に関連したもの、またはそのデータ項目にアクセスした
ユーザの興味をそそると識別されたもの［ロック音楽／ビデオに対するポップグループの
マーチャンダイジングまたはハーレイダビッドソン（商標名）モーターバイクのような］
の販売のために広告データまたはウエブエネーブルプレーヤ、ウエブサイトへのホットリ
ンクのような補助データを検索することが好ましく、このような補助データはコンテント
データ項目と関連されて記憶されている。
【０１２４】
　プレーヤは“一時停止”および“続行”機能および対応したユーザ制御装置を備えてい
ることが好ましい。“一時停止”が選択されたとき、手順はステップＳ85に進んで、アク
セスされたコンテントデータ項目が使用された量を特定するデータを含むレコードをスマ
ートフラッシュカードに書込む。音楽またはビデオデータの場合、これは開始および終了
時間マーカー、あるいは単に再生持続時間（その開始時間は予め定められており、たとえ
ばデータ項目の開始時である）を含んでいてもよい。ゲームの場合には、部分的な使用デ
ータは、経過プレイ時間または残存ライフ数を含んでいてもよい。株式および株価へのア
クセスまたは気象情報のようなサービスあるいは株式取引サービスを提供するデータ項目
の場合、部分的使用情報は、中断された取引の状態を示す状態レードを含んでいてもよい
。“続行”機能がプレーヤ上で選択された場合、手順はステップＳ84に戻る。
【０１２５】
　スマートフラッシュカードが一時停止事象と続行事象との間にプレーヤから取出される
ことを可能にするために、ステップＳ78において、部分的使用状態データをカードから読
出すことによりチェックを行い、カードがもはや使用されていない状態だったときにコン
テントデータ項目が一時停止状態のままであったか否かを決定することができる。コンテ
ントデータ項目に対してこのような一時停止状態が存在していると決定された場合、手順
は直接ステップＳ85にジャンプして、ユーザがコンテントデータ項目を再開または続行し
、直接ステップＳ84に進むことを可能にすることができる。
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【０１２６】
　再生が終了すると、手順はステップＳ85に移行し、このステップにおいて、更新された
コンテント使用データがスマートフラッシュカードに書込まれる。この更新されたコンテ
ント使用データは、ステップＳ84で行われたコンテントの使用のレコードを提供する。そ
の後、このレコードは、コンテントデータ項目をさらに使用することが次の機会に許可さ
れるか否かを決定するためにステップＳ81乃至Ｓ83において使用されることができる。最
後に、ステップＳ86において、顧客報酬管理報酬ルールがスマートフラッシュカード上に
記憶されているＣＲＭデータと共にこのカードからロードされる。その後、ＣＲＭデータ
は、ステップＳ84で行われたコンテントデータ項目の使用を反映するようにＣＲＭ報酬ル
ールを使用して更新され、更新されたデータはスマートフラッシュカードに再び書込まれ
る。
【０１２７】
　１実施形態において、ＣＲＭ報酬ルールはコンテントアクセス端末の所有者（小売業者
／分配業者／ケーブルまたは移動ネットワークオペレータ）によって決定され、カードを
登録するときにカード上に書込まれる。更新されたＣＲＭデータはその後、スマートフラ
ッシュカードが次にコンテントアクセス端末中に挿入されたときに、消費またはその他の
使用のためにコンテントアクセス端末によりアクセスされることができる。ＣＲＭデータ
が更新されると、手順はステップＳ79に戻って、コンテントインデックスおよびメニュー
を表示する。
【０１２８】
　上述された本発明の特定の実施形態は、インターネットおよびウエブベースの技術によ
る通信を使用しているが、しかし、これは必須ではなく、本発明は広域ネットワーク、構
内ネットワーク、無線ネットワーク、または通常の地上ラインネットワークのような任意
の電子通信ネットワークを使用して実施されてもよい。
【０１２９】
　同様に、本発明は、インターネット、イントラネット、エクストラネットおよび他のイ
ンターネットプロトコルネットワークに対して適応できる。
【０１３０】
　当業者は、このシステムに対する多くの変形が可能であり、本発明が記載されている実
施形態に制限されず、本発明はその技術的範囲内で行われる修正を含むものであることを
認識するであろう。
【０１３１】
　以下の項において本発明の別の特徴を示す：
　１．取外し可能なデータ記憶手段と、
　そのデータ記憶手段上にダウンロードされたデータにアクセスするためのデータアクセ
ス手段と、
　データ記憶手段およびデータアクセス手段と結合するように構成させられた記憶インタ
ーフェース手段と、
　ダウンロードされたデータを有用な形態で装置のユーザに供給するためのデータ出力手
段とを備えており、
　データ記憶手段はさらに、ダウンロードされたデータに対する支払を確認するための支
払確認手段を備えている移動データ検索装置。
【０１３２】
　２．データ記憶手段は、検索装置に接続されたときに、この装置からパワーを受取り、
パワーを与えられない場合には、ダウンロードされたデータにより記憶を維持する第１項
記載の移動データ検索装置。
【０１３３】
　３．データ記憶手段は記憶するために外部ソースからカード上にダウンロードされたデ
ータを受取る外部データインターフェース手段を備えており、支払確認手段は外部ソース
への支払を確認する手段を備えている第１または第２項記載の移動データ検索装置。
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【０１３４】
　４．支払確認手段は、データ記憶手段によって確認可能な取引のキャッシュ値に関する
取引値情報を記憶するメモリ手段を備えている第１乃至第３項のいずれか１項記載の移動
データ検索装置。
【０１３５】
　５．支払確認手段は、ダウンロードされたデータ代の支払者を識別するための情報を記
憶するメモリ手段を備えている第１乃至第４項のいずれか１項記載の移動データ検索装置
。
【０１３６】
　６．データ記憶手段および検索装置の一方はさらに、ダウンロードされたデータを少な
くとも部分的に記述するデータ記述手段を備えている第１乃至第５項のいずれか１項記載
の移動データ検索装置。
【０１３７】
　７．データ記憶手段および検索装置の一方はさらに、ダウンロードされたデータへの許
可されていないアクセスを阻止するアクセス制御手段を備えている第１乃至第６項のいず
れか１項記載の移動データ検索装置。
【０１３８】
　８．アクセス制御手段は、支払確認手段に応答している第７項記載の移動データ検索装
置。
【０１３９】
　９．支払確認手段は、外部データインターフェース手段と同時に動作可能な支払確認手
段インターフェースを備えている第３乃至第８項のいずれか１項記載の移動データ検索装
置。
【０１４０】
　１０．データ記憶手段は、電子メモリカードまたはスマートカードを備えている第１乃
至第９項のいずれか１項記載の移動データ検索装置。
【０１４１】
　１１．データ記憶手段を受け入れるためのスロットを備えたハウジングを有している第
１０項記載の移動データ検索装置。
【０１４２】
　１２．さらに、局部記憶手段と、データ記憶手段から局部記憶手段にデータをコピーす
る手段とを備えている第１１項記載の移動データ検索装置。
【０１４３】
　１３．検索装置は可搬であり、両方向において実質的にデータ記憶手段より大きくない
第１１項または第１２項記載の移動データ検索装置。
【０１４４】
　１４．記憶インターフェース手段は、検索装置に対するデータ記憶手段の反復的な取外
しおよび再接続に適応したものである第１乃至第１３項のいずれか１項記載の移動データ
検索装置。
【０１４５】
　１５．さらに、ダウンロードされたデータから得られた情報をユーザに表示する表示手
段を備えている第１乃至第１４項のいずれか１項記載の移動データ検索装置。
【０１４６】
　１６．さらに、ダウンロードされたデータに対応したオーディオ出力をユーザに供給す
るオーディオ出力手段を備えている第１乃至第１５項のいずれか１項記載の移動データ検
索装置。
【０１４７】
　１７．さらに、記憶インターフェース手段に対する第１のコンタクトセットと、支払確
認手段にインターフェースする第２のコンタクトセットとを備えている第１乃至第１６項
のいずれか１項記載の移動データ検索装置。
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【０１４８】
　１８．第１乃至第１７項のいずれか１項記載の移動データ検索装置と、
　データをダウンロードするためにデータ記憶手段とインターフェースし、ダウンロード
されたデータ代の支払を確認するために支払確認手段と共同するデータアクセス端末とを
備えているデータ供給システム。
【０１４９】
　１９．データアクセス端末はインターネットに接続可能であり、支払確認機関により支
払の確認をするために支払確認手段と共同し、インターネット上のデータサプライヤから
データ記憶手段にデータをダウンロードするように動作可能である第１８項記載のデータ
供給システム。
【０１５０】
　２０．データアクセス端末はデータアクセスサービスプロバイダを通って動作し、デー
タアクセスサービスプロバイダは支払確認機関と通信し、データサプライヤからのデータ
へのデータアクセス端末のアクセスを制御するように構成されている第１８項記載のデー
タ供給システム。
【０１５１】
　２１．第１乃至第２０項のいずれか１項記載の装置またはシステムにより使用されるデ
ータ記憶手段。
【０１５２】
　２２．記憶されるために外部ソースからカード上にダウンロードされたデータを受取る
外部データインターフェース手段と、外部ソースおよび、または支払確認機関への支払を
確認する手段を備えている支払確認手段とを備えているデータ記憶手段。
【０１５３】
　２３．さらに、ダウンロードされたデータを少なくとも部分的に解読するデータ解読手
段を備えている第２２項記載のデータ記憶手段。
【０１５４】
　２４．さらに、ダウンロードされたデータへの許可されていないアクセスを阻止するア
クセス制御手段を備えている第２２または２３項記載のデータ記憶手段。
【０１５５】
　２５．アクセス制御手段は、支払確認手段に応答する第２４項記載のデータ記憶手段。
【０１５６】
　２６．支払確認手段は、外部データインターフェース手段と同時に動作可能な支払確認
手段インターフェースを備えている第２２乃至第２５項のいずれか１項記載のデータ記憶
手段。
【０１５７】
　２７．データ記憶手段は、電子メモリカードまたはスマートカードを備えている第２２
乃至第２６のいずれか１項記載のデータ記憶手段。
　以下に、本出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[１]　ダウンロードされたデータの記憶手段と支払確認手段とを備えた可搬データ記憶装
置を設け、
　インターネットアクセス用の端末を設け、
　可搬データ記憶装置をその端末に結合し、
　その端末を使用して支払情報を支払確認手段から読出し、
　支払情報を確認し、
　データを可搬記憶装置中にデータサプライヤからダウンロードすることを備えている可
搬データ提供方法。
[２]　更新された支払情報を支払確認手段中に書込むことをさらに備えている付記[１]記
載の方法。
[３]　支払情報確認の結果をデータサプライヤに通信することをさらに備えている付記[
１]または[２]記載の方法。
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[４]　インターネットに結合された制御データ処理システムを使用してデータサプライヤ
からのデータへの端末によるアクセスを制御することをさらに備えている付記[１]乃至[
３]のいずれか１項記載の方法。
[５]　制御データ処理システムは前記支払情報の確認を行う付記[４]記載の方法。
[６]　前記結合は移動データ検索装置によって行われ、この移動データ検索装置は、
　取外し可能なデータ記憶手段と、
　そのデータ記憶手段上にダウンロードされたデータにアクセスするためのデータアクセ
ス手段と、
　データ記憶手段およびデータアクセス手段とを結合するように構成させられた記憶イン
ターフェース手段と、
　ダウンロードされたデータから得られたデータを装置のユーザに出力するためのデータ
出力手段とを備えている付記[１]乃至[５]のいずれか１項記載の方法。
[７]　ダウンロードされたデータ項目を識別するデータおよび、または利用されたデータ
サプライヤを識別するデータおよび、またはユーザ消費パターンを特徴付けるデータを含
むダウンロードされたデータから行われた過去の使用に関するデータをデータ記憶装置中
に書込むことをさらに備えている付記[１]乃至[６]のいずれか１項記載の方法。
[８]　前記可搬データ記憶装置は電子メモリカードまたはスマートカードを備えている付
記[１]乃至[７]のいずれか１項記載の方法。
[９]　ダウンロードされたデータは、圧縮されたオーディオおよび、またはビデオデータ
を備えている付記[１]乃至[８]のいずれか１項記載の方法。
[１０]　記憶媒体からおよび記憶媒体に、データの読出しおよび書込みを行うインターフ
ェースと、
　インターフェースに結合され、記憶媒体にデータを記憶する不揮発性データメモリと、
　インターフェースに結合され、支払データを外部装置に供給する不揮発性支払データメ
モリとを備えている可搬データ記憶媒体。
[１１]　プロセッサによって実行可能なコードを記憶するプログラム記憶装置と、
　コンテントデータメモリ、支払データメモリ、インターフェースおよびプログラム記憶
装置に結合され、プログラム記憶装置中のコードを実行するプロセッサとをさらに備えて
おり、
　コードは、支払データを支払データメモリからインターフェースに出力するためのコー
ドと、データメモリへの外部アクセスを行うためのコードとを備えている付記[１０]記載
の可搬データ記憶媒体。
[１２]　プロセッサに結合され、データメモリに対してなされたアクセスのレコードと、
データメモリに対してなされた外部アクセスに応答して使用レコードメモリを更新するた
めのコードとを記憶する不揮発性使用レコードメモリをさらに備えている付記[１１]記載
の可搬データ記憶媒体。
[１３]　プロセッサに結合され、データ使用ルールを記憶する不揮発性使用ルールメモリ
をさらに備えており、コードはさらに、少なくとも１つのデータ項目をデータメモリ中に
記憶し、少なくとも１つの対応した使用ルールを使用ルールメモリ中に記憶するためのコ
ードと、使用ルールにしたがってデータ項目への外部アクセスを行うためのコードとを備
えている付記[１２]記載の可搬データ記憶媒体。
[１４]　プロセッサに結合され、アクセス制御データを記憶する不揮発性アクセス制御メ
モリをさらに備えており、前記データメモリへの外部アクセスを行うためのコードは、ア
クセスリクエストデータをインターフェースから受取るためのコードと、記憶されたアク
セス制御データを使用してアクセス許可を決定するためのコードと、その決定結果に応答
してデータメモリへの外部アクセスを行うためのコードとを備えている付記[１１]、[１
２]または[１３]記載の可搬データ記憶媒体。
[１５]　プロセッサに結合され、データメモリへの外部アクセスに対するリクエストのレ
コードを記憶する不揮発性アクセスレコードデータメモリをさらに備えており、前記コー
ドは前記アクセスレコードデータと前記アクセスリクエストデータとを比較し、前記比較
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結果に応答して記憶されているコンテントデータを消去するためのコードをさらに備えて
いる付記[１４]記載の可搬データ記憶媒体。
[１６]　補助データを前記データメモリ中に記憶するように構成されており、さらに、デ
ータメモリの読出しを求める外部リクエストに応答して記憶されているデータに付加して
補助データをインターフェースから出力するためのコードをさらに備えている付記[１１]
乃至[１５]のいずれか１項記載の可搬データ記憶媒体。
[１７]　データの第１の部分をインターフェースから受取って、その第１の部分をデータ
メモリ中に記憶されているデータの第２の部分と組合せ、その結果をデータメモリ中に記
憶するためのデータ合成コードをさらに備えている付記[１１]乃至[１６]のいずれか１項
記載の可搬データ記憶媒体。
[１８]　通信ネットワークからデータを受取ってデータメモリ中に記憶するために通信ネ
ットワークにアクセスするためのデータを記憶する不揮発性通信パラメータメモリをさら
に備えている付記[１０]乃至[１７]のいずれか１項記載の可搬データ記憶媒体。
[１９]　データメモリはブロック単位でアクセスするために分割されており、各ブロック
は１セットとして読出しまたは書込みを行われる複数のデータバイトを備えている付記[
１０]乃至[１８]のいずれか１項記載の可搬データ記憶媒体。
[２０]　前記データメモリは１Ｍバイトより大きい容量を有し、その容量は１００Ｍバイ
トより大きいことが好ましく、１Ｇバイトより大きいことが最も好ましい付記[１０]乃至
[１９]のいずれか１項記載の可搬データ記憶媒体。
[２１]　実質的にＩＣカードまたはスマートカードとして構成されている付記[１０]乃至
[２０]のいずれか１項記載の可搬データ記憶媒体。
[２２]　データアクセスリクエストを受取り、
　使用状態データおよび使用ルールをメモリから読出し、
　使用ルールを使用して使用状態データを評価して、記憶されているデータへのアクセス
が許可されるか否かを決定することを備えている、使用状態データおよび使用ルールを記
憶している不揮発性データメモリおよび不揮発性パラメータメモリを備えているデータ記
憶媒体上のデータへのアクセス制御方法。
[２３]　前記パラメータメモリは支払データをさらに記憶し、さらに前記支払データに応
じて前記使用ルールを選択する付記[２２]記載の方法。
[２４]　通信インターフェースと、
　システムから入手可能なデータ項目のレコードを記憶するデータアクセスデータ記憶装
置とを備えており、各レコードはデータ項目記述とそのデータ項目に対するデータプロバ
イダへのポインタとを備えており、
　プロセッサによって実行可能なコードを記憶するプログラム記憶装置と、
　通信インターフェース、データアクセスデータ記憶装置およびプログラム記憶装置に結
合され、記憶されているコードを実行するプロセッサを備えており、そのコードは、
　データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取るためのコードと、
　リクエストされたデータ項目の支払に関するデータを含む支払データを通信インターフ
ェースから受取るためのコードと、
　リクエストおよび受取られた支払データに応答して、リクエストデータ項目に対するデ
ータをコンテントプロバイダから読出すためのコードと、
　読出されたデータを通信インターフェースによってリクエスタに送信するためのコード
とを備えている、データをデータリクエスタに供給するコンピュータシステム。
[２５]　前記データアクセスデータ記憶装置はさらに、データ項目に対する支払がなされ
るべき支払先を示す支払分配情報と、データ項目が前記リクエスタに提供されたときに、
その項目に対する支払を行うためにそのデータ項目に対する支払データを出力するための
コードとを備えている付記[２４]記載のコンピュータシステム。
[２６]　前記データアクセスデータ記憶装置はさらに、リクエスタに前記データ項目と共
に出力されるデータ項目アクセスルールデータを備えている付記[２４]または[２５]記載
のコンピュータシステム。
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[２７]　前記支払データに応答してデータ項目と共に出力されるアクセスルールデータを
選択するためのコードをさらに備えている付記[２６]記載のコンピュータシステム。
[２８]　前記データアクセスデータ記憶装置は、前記データ項目に関連したリクエスタ報
酬データをさらに備えており、前記コードは前記支払データに応答して前記報酬データを
更新するためのコードをさらに備えている付記[２７]記載のコンピュータシステム。
[２９]　前記プロセッサに結合され、アクセス制御データを記憶するアクセス制御データ
記憶装置をさらに備えており、このアクセス制御データはリクエスタによって使用される
支払システムを識別するためにリクエスタ識別子、対応したリクエスタシステムアクセス
データおよび支払システムデータを備えている付記[２４]乃至[２８]のいずれか１項記載
のコンピュータシステム。
[３０]　実質的に完全な項目データを、２以上のソースから供給された部分的な項目デー
タから発生するためのコンテント合成コードをさらに備えている付記[２４]乃至[２９]の
いずれか１項記載のコンピュータシステム。
[３１]　データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取り、
　リクエストされたデータに対する支払に関する支払データをリクエスタから受取り、
　受取られた支払データに応答してリクエストされたデータをコンテントプロバイダから
読出し、
　読出されたデータをリクエスタに送信することを備えているデータリクエスタへのデー
タ供給方法。
[３２]　支払分配情報をデータ記憶装置から読出し、
　リクエストされたデータの支払を分配するために支払データを支払システムに出力する
ことをさらに備えている付記[３１]記載のデータリクエスタへのデータ供給方法。
[３３]　さらに、読出されたデータと共にデータアクセスルールデータをリクエスタに送
信することを備えている付記[３１]または[３２]記載のデータリクエスタへのデータ供給
方法。
[３４]　さらに、前記支払データに応じて前記アクセスルールデータを選択することを備
えている付記[３３]記載のデータリクエスタへのデータ供給方法。
[３５]　データサプライヤからデータを検索して、検索されたデータをデータ記憶媒体に
供給するデータアクセス端末において、
　データサプライヤと通信する第１のインターフェースと、
　データ記憶媒体とインターフェースするデータ記憶媒体インターフェースと、
　プロセッサによって実行可能なコードを記憶するプログラム記憶装置と、
　第１のインターフェース、データ記憶媒体インターフェースおよびプログラム記憶装置
に結合され、記憶されているコードを実行するプロセッサとを備えており、コードは、
　支払データをデータ記憶媒体から読出し、支払データを支払確認システムに転送するた
めのコードと、
　支払確認データを支払確認システムから受取るためのコードと、
　支払確認データに応答してデータサプライヤからデータを検索し、検索されたデータを
データ記憶媒体中に書込むためのコードとを備えているデータアクセス端末。
[３６]　支払確認データの少なくとも一部分をデータサプライヤまたはデータサプライヤ
から受取られた目的地に送信するためのコードをさらに備えている付記[３５]記載のデー
タアクセス端末。
[３７]　さらに、データサプライヤから検索して、データサプライヤから入手可能なデー
タ項目に対する記憶されているデータ識別子データおよび関連した値データならびに使用
ルールデータをユーザに出力するためのコードを備えている付記[３５]または[３６]記載
のデータアクセス端末。
[３８]　データ項目に対する使用ルールデータを関連したデータ項目と共にデータ記憶媒
体中に書込むためのコードをさらに備えている付記[３７]記載のデータアクセス端末。
[３９]　記憶されている値をデータ記憶媒体から読出すためのコードと、前記記憶されて
いる値を前記値データと比較するためのコードと、その比較結果に応答して、修正された
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出力を前記記憶されているデータ識別子データ、前記値データおよび前記使用ルールデー
タの１以上のもののユーザに供給するためのコードとをさらに備えている付記[３７]また
は[３８]記載のデータアクセス端末。
[４０]　アクセス制御データのユーザ入力用のコードと、アクセス制御データをデータ記
憶媒体に出力するためのコードと、アクセス許可データをカードから受取るためのコード
と、受取られたアクセス許可データに応答してデータをユーザに出力するためのコードと
をさらに備えている付記[３５]乃至[３９]のいずれか１項記載のデータアクセス端末。
[４１]　受取られたアクセス許可データに応答してデータ消去警告を出力するためのコー
ドをさらに備えている付記[４０]記載のデータアクセス端末。
[４２]　報酬データをデータ記憶媒体から読出し、データサプライヤからのデータの前記
検索に応答して修正された報酬データをデータ記憶媒体書込むためのコードをさらに備え
ている付記[３５]乃至[４１]のいずれか１項記載のデータアクセス端末。
[４３]　アイデンティティデータをデータ記憶媒体から読出すためのコードと、
　アイデンティティデータをデータサプライヤに送信するためのコードと、
　ユーザ特徴付けデータをデータサプライヤから受取るためのコードと、
　前記特徴付けデータに応答して補助データを検索するためのコードと、
　補助データを出力するためのコードとをさらに備えている付記[３５]乃至[４２]のいず
れか１項記載のデータアクセス端末。
[４４]　プロセッサに結合され、キャッシュ入力値データを供給するためのキャッシュ入
力装置と、キャッシュ入力値データにしたがってデータ記憶媒体中の支払データを更新す
るためのコードとをさらに備えている付記[３５]乃至[４３]のいずれか１項記載のデータ
アクセス端末。
[４５]　移動通信装置、パーソナルコンピュータ、オーディオ／ビデオプレーヤおよび、
またはケーブルまたは衛星テレビジョンインターフェース装置と共に集積されている付記
[３５]乃至[４４]のいずれか１項記載のデータアクセス端末。
[４６]　支払データをデータ記憶装置から読出し、
　支払データを支払確認システムに転送し、
　データサプライヤからデータを検索し、
　検索されたデータをデータ記憶媒体中に書込むステップを備えているデータサプライヤ
からデータ記憶媒体へデータを供給する方法。
[４７]　支払確認データを支払確認システムから受取り、
　支払確認データの少なくとも一部分をデータサプライヤに送信することをさらに備えて
いる付記[４６]記載のデータサプライヤからのデータ供給方法。
[４８]　支払確認システムには、データサプライヤにおける支払プロセッサが含まれてい
る付記[４７]記載のデータサプライヤからのデータ供給方法。
[４９]　記憶されたデータ項目識別子および関連した値データならびに使用ルールデータ
をデータサプライヤから検索し、
　データ項目に対する使用ルールデータをデータ記憶媒体中に書込むことをさらに備えて
いる付記[４６]、[４７]または[４８]記載のデータサプライヤからのデータ供給方法。
[５０]　記憶されている値をデータ記憶媒体から読出し、
　記憶されている値を前記値データと比較し、
　前記比較の結果を示す情報をユーザに出力することをさらに備えている付記[４８]また
は[４９]記載のデータサプライヤからのデータ供給方法。
[５１]　ユーザインターフェースと、
　データ記憶媒体インターフェースと、
　プロセッサにより実行可能なコードを記憶しているプログラム記憶装置と、　ユーザイ
ンターフェース、データ記憶媒体インターフェースおよびプログラム記憶装置に結合され
、記憶されているコードを実行するプロセッサとを備えており、前記コードは、
　記憶媒体上に記憶されたデータの使用状態を示す使用状態データと、記憶媒体上に記憶
されたデータの許可可能な使用を示す使用ルールデータとを検索するためのコードと、
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　使用ルールデータを使用して使用状態データを評価し、記憶されているデータへのアク
セスが許可されるか否かを決定するためのコードと、
　アクセスが許可された場合に記憶されているデータにアクセスするためのコードとを備
えている、記憶されているデータをデータ記憶媒体から検索するためのデータアクセス装
置。
[５２]　ユーザが記憶されているデータにアクセスした後、更新された使用状態データを
記憶媒体中に書込むためのコードをさらに備えている付記[５１]記載のデータアクセス装
置。
[５３]　ユーザアクセスデータを入力し、そのユーザアクセスデータを記憶媒体に送信し
、ユーザアクセス許可データを記憶媒体から受取るためのユーザアクセス制御コードをさ
らに備えている付記[５１]または[５２]記載のデータアクセス装置。
[５４]　ユーザアクセスデータを使用して使用状態および使用ルールデータを選択するた
めのコードをさらに備えている付記[５３]記載のデータアクセス装置。
[５５]　補助データを検索して、それをユーザに出力するためのコードをさらに備えてい
る付記[５３]または[５４]記載のデータアクセス装置。
[５６]　前記使用ルールは記憶媒体上に記憶されているデータ項目の部分的な使用を許可
し、さらに記憶されているデータ項目の一部分だけがアクセスされたときに部分的使用状
態データをデータ記憶媒体中に書込むためのコードを備えている付記[５１]乃至[５５]の
いずれか１項記載のデータアクセス装置。
[５７]　装置は可搬であり、データ記憶媒体インターフェースは取外し可能なデータ記憶
媒体とインターフェースするように構成されている付記[５１]乃至[５６]のいずれか１項
記載のデータアクセス装置。
[５８]　付記[１０]乃至[２１]のいずれか１項記載のデータ記憶媒体とインターフェース
するように構成されている付記[５７]記載のデータアクセス装置。
[５９]　記憶されているデータの過去の使用を示す使用状態データをデータ記憶媒体から
検索し、
　使用ルールをデータ記憶媒体から検索し、
　使用ルールを使用して使用状態データを評価して、記憶媒体上に記憶されているデータ
へのアクセスが許可されるか否かを決定し、
　前記評価の結果に応じてデータ記憶媒体上に記憶されているデータへのアクセスを許可
することを備えている、データ記憶媒体からのデータへのアクセス制御方法。
[６０]　アクセスが試みられた後、更新された使用状態データを記憶媒体中に書込むこと
をさらに備えている付記[５９]記載のアクセス制御方法。
[６１]　前記使用ルールはデータ項目への部分的なアクセスを許可し、前記書込みにおい
て、データ項目の一部分だけがアクセスされたとき、データ項目のどの部分がアクセスさ
れたかのレコードが書込まれる付記[６０]記載のアクセス制御方法。
[６２]　ユーザアクセスデータを入力し、
　ユーザアクセスデータに応じて使用ルールを選択することをさらに備えている付記[５
９]乃至[６１]のいずれか１項記載のアクセス制御方法。
[６３]　データをデータプロバイダからデータアクセス端末に転送するデータ供給コンピ
ュータシステムと、電子支払を確認する電子支払システムと、データ供給システムと通信
してデータ供給システムからのデータをデータ記憶媒体中に書込むデータアクセス端末と
、データ供給システムからのデータおよび支払データを記憶するデータ記憶媒体とを備え
ており、データ記憶媒体から電子支払システムに供給された支払データの確認時にデータ
プロバイダからデータ記憶媒体にデータが転送されるデータアクセスシステム。
[６４]　支払分配記憶装置をさらに備えており、電子支払システムは支払の確認時および
、またはカードへの転送されたデータの供給時に、転送されたデータと関連した支払分配
記憶装置中のデータにしたがって支払を行う付記[６３]記載のデータアクセスシステム。
[６５]　データ使用ルールデータ記憶装置をさらに備えており、データ使用ルールデータ
は転送されたデータと共にデータ記憶媒体に供給され、転送されたデータへのユーザアク
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セスを制御する付記[６３]または[６４]記載のデータアクセスシステム。
[６６]　データ使用ルールデータは支払データに応じて選択される付記[６５]記載のデー
タアクセスシステム。
[６７]　記憶媒体との間でデータの送受信を行うインターフェースと、
　このインターフェースに結合され、データを記憶媒体上に記憶する不揮発性データメモ
リと、
　記憶されたデータへのアクセスを制御するデジタル権利管理プロセッサとを備えている
可搬データ記憶媒体。
[６８]　記憶媒体との間でデータの送受信を行うインターフェースと、
　このインターフェースに結合され、データを記憶媒体上に記憶する不揮発性データメモ
リと、
　アクセス制御プロセッサとを備えており、
　データメモリはデータブロックとして分割されており、アクセス制御プロセッサがデー
タブロックへの外部アクセスを制御する可搬データ記憶媒体。
[６９]　通信インターフェースと、
　システムから入手可能なデータ項目のレコードを記憶するデータアクセスデータ記憶装
置とを備え、各レコードはデータ項目記述およびそのデータ項目に対するデータプロバイ
ダであるリソースロケータとを備えており、
　さらに、プロセッサによって実行可能なコードを記憶するプログラム記憶装置と、
　通信インターフェース、データアクセスデータ記憶装置およびプログラム記憶装置に結
合され、記憶されているコードを実行するプロセッサとを備えており、そのコードは、
　データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取り、リクエストされたデータ項目
の支払に関するデータを含む支払データを通信インターフェースから受取るためのコード
と、
　リクエストおよび受取られた支払データに応答して、項目データを通信インターフェー
スによってリクエスタに出力するためのコードとを備えており、
　前記データアクセスデータ記憶装置はさらに、データ項目に対する支払がなされるべき
支払先を示す支払分配情報を備えており、
　データ項目が前記リクエスタに提供されたときにその項目に対する支払を行うためにデ
ータ項目に対する支払データを出力するためのコードをさらに備えている、データをデー
タリクエスタに供給するコンピュータシステム。
[７０]　通信インターフェースと、
　システムから入手可能なデータ項目のレコードを記憶するデータアクセスデータ記憶装
置とを備え、各レコードはデータ項目記述およびそのデータ項目のプロバイダの電子アド
レスを識別する位置データとを備えており、
　さらに、プロセッサによって実行可能なコードを記憶するプログラム記憶装置と、
　通信インターフェース、データアクセスデータ記憶装置およびプログラム記憶装置に結
合され、記憶されているコードを実行するプロセッサとを備えており、そのコードは、
　データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取り、リクエストされたデータ項目
の支払に関するデータを含む支払データを通信インターフェースから受取るためのコード
と、
　リクエストおよび受取られた支払データに応答して、項目データを通信インターフェー
スによってリクエスタに出力するためのコードとを備えており、
　前記データアクセスデータ記憶装置はさらに、前記データ項目と共にリクエスタに出力
されるデータ項目アクセスルールデータを備えており、
　さらに、前記支払データに応答して、データ項目と共に出力されるアクセスルールデー
タを選択するためのコードを備えている、データをデータリクエスタに供給するコンピュ
ータシステム。
[７１]　データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取り、
　リクエストされたデータに対する支払に関する支払データをリクエスタから受取り、
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　リクエストされたデータをリクエスタに送信し、
　支払分配情報をデータ記憶装置から読出し、
　リクエストされたデータに対する支払を分配するために支払データを支払システムに出
力することを備えている、データをデータリクエスタに供給する方法。
[７２]　データ項目に対するリクエストをリクエスタから受取り、
　リクエストされたデータに対する支払に関する支払データをリクエスタから受取り、
　リクエストされたデータをリクエスタに送信し、
　データアクセスルールデータを読出されたデータと共にデータリクエスタに送信するこ
とを備えている、データリクエスタへデータを供給する方法。
[７３]　付記[１]乃至[９]、[２２]、[２３]、[３１]乃至[３４]、[４６]乃至[５０]、[
５９]乃至[６２]、[７１]、[７２]のいずれか１項記載の方法を、動作時に実行するコン
ピュータプログラム。
[７４]　付記[７３]記載のコンピュータプログラムを所持しているコンピュータ読出し可
能媒体。
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