
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツデータを所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮
コンテンツデータを提供するコンテンツ提供装置と、所定の特定圧縮符号化方式に対応す
る特定復号化方式が適用され、上記コンテンツ提供装置から提供される上記圧縮コンテン
ツデータを取得するコンテンツ取得装置とから構築されるコンテンツ提供取得システムで
あって、
　上記コンテンツ提供装置は、
　複数種類の圧縮符号化方式 圧縮符号化 された上記圧縮コンテンツデータを記憶
するデータ記憶手段と、
　上記コンテンツ取得装置から送信された、当該コンテンツ取得装置 適用される上記特
定復号化方式を識別する識別情報と、取得希望の指定コンテンツデータを表す指定情報と
を受信する情報受信手段と、
　上記識別情報及び上記指定情報に応じて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に
対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテ
ンツデータが上記データ記憶手段に記憶されているか否かを検出するデータ検出手段と、
　上記データ検出手段の検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテン
ツデータが記憶されているときに上記データ記憶手段から上記圧縮指定コンテンツデータ
を読み出す読出手段と、
　上記データ検出手段の検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテン
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ツデータが記憶されていないときに、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上
記指定コンテンツデータを上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して上記圧縮指定コンテ
ンツデータを生成する圧縮符号化手段と、
　上記読出手段によって上記データ記憶手段から読み出された上記圧縮指定コンテンツデ
ータ又は上記圧縮符号化手段によって生成された上記圧縮指定コンテンツデータを上記コ
ンテンツ取得装置に送信するデータ送信手段と
　

　を具え、
　
　

　上記コンテンツ取得装置は、
　上記識別情報及び上記指定情報を上記コンテンツ提供装置に送信する情報送信手段と、
　上記コンテンツ提供装置から送信された上記圧縮指定コンテンツデータを受信するデー
タ受信手段と、
　上記圧縮指定コンテンツデータを上記特定復号化方式で復号化して上記指定コンテンツ
データを生成する復号化手段と
　を具えることを特徴とするコンテンツ提供取得システム。
【請求項２】
　
　

　
【請求項３】
　
　

　
【請求項４】
　上記コンテンツ提供装置は、
　上記識別情報に基づいて、当該識別情報を送信した上記コンテンツ取得装置が上記指定
コンテンツデータの提供サービスを利用可能な正規の装置であるか否かを判別する判別手
段
　を具え、
　上記データ検出手段は、
　上記判別手段によって、上記コンテンツ取得装置が上記指定コンテンツデータの上記提
供サービスを利用可能な正規の装置であると判別されたときのみ、上記指定情報に基づい
て、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮
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、
上記圧縮符号化手段によって上記圧縮指定コンテンツデータが生成されたとき、当該生

成された上記圧縮指定コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶して当該データ記憶
手段の記憶内容を更新する更新手段と

上記更新手段は、
上記圧縮符号化手段による上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対する圧縮符号化方

式の使用頻度に応じて所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記圧縮符号化手段が上
記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテンツデータの原
データとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することに
より生成された圧縮コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶し、

上記更新手段は、
定期的に上記圧縮符号化手段による上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して最も

多く使用された上記所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記圧縮符号化手段が上記
所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテンツデータの原デ
ータとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することによ
り生成された上記圧縮コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶する

ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ提供取得システム。

上記更新手段は、
定期的に上記圧縮符号化手段による上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して、当

該圧縮指定コンテンツデータのカテゴリ毎に最も多く使用された上記所定の圧縮符号化方
式を検出すると共に、上記圧縮符号化手段が上記カテゴリ毎に上記所定の圧縮符号化方式
の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテンツデータの原データとなる上記コンテ
ンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された上記圧縮
コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶する

ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ提供取得システム。



符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に記憶
されているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ提供取得システム。
【請求項５】
　上記コンテンツ提供装置は、
　上記識別情報と、当該識別情報の割り当てられた上記コンテンツ取得装置に適用されて
いる上記特定復号化方式に対応する上記特定圧縮符号化方式の情報とを対応付けて記憶す
る情報記憶手段と、
　上記コンテンツ取得装置から送信された上記識別情報に基づいて、上記情報記憶手段内
の当該識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式を検出する情報検出手段と
　を具え、
　上記データ検出手段は、
　上記指定情報と、上記情報検出手段によって検出された上記特定圧縮符号化方式とに基
づいて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で
圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に
記憶されているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ提供取得システム。
【請求項６】
　少なくとも上記コンテンツ提供装置の上記データ記憶手段に記憶された上記圧縮コンテ
ンツデータとは異なる圧縮符号化方式 圧縮符号化 された供給用圧縮コンテンツデ
ータを記憶する供給側データ記憶手段と、
　上記コンテンツ提供装置から送信された、上記特定圧縮符号化方式及び上記指定コンテ
ンツデータを表す要求情報を受信する供給側情報受信手段と、
　上記要求情報に基づいて、上記指定コンテンツデータを上記特定圧縮符号化方式で圧縮
符号化することにより生成された上記圧縮指定コンテンツデータが上記供給側データ記憶
手段に記憶されているか否かを検出する供給側データ検出手段と、
　上記供給側データ検出手段の検出結果に応じて、上記供給側データ記憶手段に上記圧縮
指定コンテンツデータが記憶されているときに上記供給側データ記憶手段から上記圧縮指
定コンテンツデータを読み出す供給側読出手段と、
　上記供給側データ検出手段の検出結果に応じて、上記供給側データ記憶手段に上記圧縮
指定コンテンツデータが記憶されていないときに、当該圧縮指定コンテンツデータの原デ
ータとなる上記指定コンテンツデータを上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して上記圧
縮指定コンテンツデータを生成する供給側圧縮符号化手段と、
　上記供給側読出手段によって上記供給側データ記憶手段から読み出された上記圧縮指定
コンテンツデータ又は上記供給側圧縮符号化手段によって生成された上記圧縮指定コンテ
ンツデータを上記コンテンツ提供装置に送信する供給側データ送信手段と
　を有するコンテンツ供給装置を具え、
　上記コンテンツ提供装置は、
　上記データ検出手段の検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテン
ツデータが記憶されていないとき、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上記
指定コンテンツデータの有無を検出するデータ有無検出手段と、
　上記データ有無検出手段によって上記圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定
コンテンツデータの無いことが検出されたとき、上記要求情報を上記コンテンツ供給装置
に送信する要求送信手段と、
　上記コンテンツ供給装置から送信された上記圧縮指定コンテンツデータを受信する受信
手段と
　を具え、
　上記コンテンツ提供装置の上記データ送信手段は、
　上記受信手段によって受信された上記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ取得
装置に送信する
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　ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ提供取得システム。
【請求項７】
　コンテンツ提供装置からコンテンツデータを所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化するこ
とにより生成された圧縮コンテンツデータを提供し、当該提供された上記圧縮コンテンツ
データを所定の特定圧縮符号化方式に対応する特定復号化方式が適用されたコンテンツ取
得装置で取得するコンテンツ提供取得方法であって、
　上記コンテンツ提供装置は、
　上記コンテンツ取得装置から送信された当該コンテンツ取得装置 適用される上記特定
復号化方式を識別する識別情報と、取得希望の指定コンテンツデータを表す指定情報とを
受信する情報受信ステップと、
　上記識別情報及び上記指定情報に応じて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に
対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテ
ンツデータが、複数種類の上記圧縮コンテンツデータを記憶するデータ記憶手段に記憶さ
れているか否かを検出するデータ検出ステップと、
　上記データ検出ステップの検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コン
テンツデータが記憶されているときには、上記データ記憶手段から上記圧縮指定コンテン
ツデータを読み出し、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されて
いないときには、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上記指定コンテンツデ
ータを上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して上記圧縮指定コンテンツデータを生成す
る圧縮符号化ステップと、
　上記データ記憶手段から読み出した上記圧縮指定コンテンツデータ 上記生成した上
記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ取得装置に送信するデータ送信ステップと

　

　を具え、
　
　

　上記コンテンツ取得装置は、
　上記識別情報及び上記指定情報を上記コンテンツ提供装置に送信する情報送信ステップ
と、
　上記コンテンツ提供装置から送信された上記圧縮指定コンテンツデータを受信するデー
タ受信ステップと、
　上記圧縮指定コンテンツデータを上記特定復号化方式で復号化して上記指定コンテンツ
データを生成する復号化ステップと
　を具えることを特徴とするコンテンツ提供取得方法。
【請求項８】
　
　

　
【請求項９】
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に

又は

、
上記圧縮指定コンテンツデータが生成されたとき、当該生成された上記圧縮指定コンテ

ンツデータを上記データ記憶手段に記憶して当該データ記憶手段の記憶内容を更新する更
新ステップと

上記更新ステップは、
上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対する圧縮符号化方式の使用頻度に応じて所定

の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成され
ていない上記圧縮コンテンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当該所定の
圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮コンテンツデータを上記デー
タ記憶手段に記憶し、

上記更新ステップは、
定期的に上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して最も多く使用された上記所定の

圧縮符号化方式を検出すると共に、上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されて
いない上記圧縮コンテンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧
縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された上記圧縮コンテンツデータを上記デ
ータ記憶手段に記憶する

ことを特徴とする請求項７に記載のコンテンツ提供取得方法。



　
　

　
【請求項１０】
　上記コンテンツ提供装置は、
　上記識別情報に基づいて、当該識別情報を送信した上記コンテンツ取得装置が上記指定
コンテンツデータの提供サービスを利用可能な正規の装置であるか否かを判別する判別ス
テップ
　を具え、
　上記データ検出ステップは、
　上記判別ステップで上記コンテンツ取得装置が上記指定コンテンツデータの上記提供サ
ービスを利用可能な正規の装置であると判別されたときのみ、上記指定情報に基づいて、
上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号
化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に記憶され
ているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供取得方法。
【請求項１１】
　上記コンテンツ提供装置は、
　上記識別情報と、当該識別情報の割り当てられた上記コンテンツ取得装置に適用されて
いる上記特定復号化方式に対応する上記特定圧縮符号化方式の情報とを対応付けて情報記
憶手段に記憶する情報記憶ステップと、
　上記コンテンツ取得装置から送信された上記識別情報に基づいて、上記情報記憶手段内
の当該識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式を検出する情報検出ステップと
　を具え、
　上記データ検出ステップは、
　上記指定情報と、上記情報検出ステップで検出された上記特定圧縮符号化方式とに基づ
いて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で圧
縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に記
憶されているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供取得方法。
【請求項１２】
　上記コンテンツ提供装置に上記圧縮コンテンツデータを供給するコンテンツ供給装置は
、
　上記コンテンツ提供装置から送信された、上記特定圧縮符号化方式及び上記指定コンテ
ンツデータを表す要求情報を受信する供給側情報受信ステップと、
　上記要求情報に基づいて、上記指定コンテンツデータを上記特定圧縮符号化方式で圧縮
符号化することにより生成された上記圧縮指定コンテンツデータが、少なくとも上記コン
テンツ提供装置の上記データ記憶手段に記憶された上記圧縮コンテンツデータとは異なる
圧縮符号化方式 圧縮符号化 された供給用圧縮コンテンツデータを記憶する供給側
データ記憶手段に記憶されているか否かを検出する供給側データ検出ステップと、
　上記供給側データ検出ステップの検出結果に応じて、上記供給側データ記憶手段に上記
圧縮指定コンテンツデータが記憶されているときには、上記供給側データ記憶手段から上
記圧縮指定コンテンツデータを読み出し、上記供給側データ記憶手段に上記圧縮指定コン
テンツデータが記憶されていないときには、当該圧縮指定コンテンツデータの原データと
なる上記指定コンテンツデータを上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して上記圧縮指定
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上記更新ステップは、
定期的に上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して、当該圧縮指定コンテンツデー

タのカテゴリ毎に最も多く使用された上記所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記
カテゴリ毎に上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテ
ンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符
号化することにより生成された上記圧縮コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶す
る

ことを特徴とする請求項７に記載のコンテンツ提供取得方法。

７

７

の で生成



コンテンツデータを生成する供給側圧縮符号化ステップと、
　上記供給側データ記憶手段から読み出された上記圧縮指定コンテンツデータ又は上記生
成された上記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ提供装置に送信する供給側デー
タ送信ステップと
　を具え、
　上記コンテンツ提供装置は、
　上記データ検出ステップの検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コン
テンツデータが記憶されていないとき、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる
上記指定コンテンツデータの有無を検出するデータ有無検出ステップと、
　上記データ有無検出ステップで上記圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定コ
ンテンツデータの無いことが検出されたとき、上記要求情報を上記コンテンツ供給装置に
送信する要求送信ステップと、
　上記コンテンツ供給装置から送信された上記圧縮指定コンテンツデータを受信する受信
ステップと
　を具え、
　上記データ送信ステップは、
　上記受信ステップで受信された上記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ取得装
置に送信する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供取得方法。
【請求項１３】
　コンテンツデータを所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮
コンテンツデータを、所定の特定圧縮符号化方式に対応する特定復号化方式が適用された
コンテンツ取得装置に提供するコンテンツ提供装置であって、
　 の圧縮符号化方式 圧縮符号化 された上記圧縮コンテンツデータを記憶す
るデータ記憶手段と、
　上記コンテンツ取得装置から送信された当該コンテンツ取得装置 適用される上記特定
復号化方式を識別する識別情報と、取得希望の指定コンテンツデータを表す指定情報とを
受信する情報受信手段と、
　上記識別情報及び上記指定情報に応じて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に
対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテ
ンツデータが上記データ記憶手段に記憶されているか否かを検出するデータ検出手段と、
　上記データ検出手段の検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテン
ツデータが記憶されているときに上記データ記憶手段から上記圧縮指定コンテンツデータ
を読み出す読出手段と、
　上記データ検出手段の検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテン
ツデータが記憶されていないときに、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上
記指定コンテンツデータを上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して上記圧縮指定コンテ
ンツデータを生成する圧縮符号化手段と、
　上記読出手段によって上記データ記憶手段から読み出された上記圧縮指定コンテンツデ
ータ又は上記圧縮符号化手段によって生成された上記圧縮指定コンテンツデータを上記コ
ンテンツ取得装置に送信するデータ送信手段と
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７

１以上 の で生成

に

、
上記圧縮符号化手段によって上記圧縮指定コンテンツデータが生成されたとき、当該生

成された上記圧縮指定コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶して当該データ記憶
手段の記憶内容を更新する更新手段と

を具え、
上記更新手段は、
上記圧縮符号化手段による上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対する圧縮符号化方

式の使用頻度に応じて所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記圧縮符号化手段が上
記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテンツデータの原
データとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することに



　 とを特徴とするコンテンツ提供装置。
【請求項１４】
　
　

　
【請求項１５】
　
　

　
【請求項１６】
　上記識別情報に基づいて、当該識別情報を送信した上記コンテンツ取得装置が上記指定
コンテンツデータの提供サービスを利用可能な正規の装置であるか否かを判別する判別手
段
　を具え、
　上記データ検出手段は、
　上記判別手段によって、上記コンテンツ取得装置が上記指定コンテンツデータの上記提
供サービスを利用可能な正規の装置であると判別されたときのみ、上記指定情報に基づい
て、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮
符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に記憶
されているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供装置。
【請求項１７】
　上記識別情報と、当該識別情報の割り当てられた上記コンテンツ取得装置に適用されて
いる上記特定復号化方式に対応する上記特定圧縮符号化方式の情報とを対応付けて記憶す
る情報記憶手段と、
　上記コンテンツ取得装置から送信された上記識別情報に基づいて、上記情報記憶手段内
の当該識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式を検出する情報検出手段と
　を具え、
　上記データ検出手段は、
　上記指定情報と、上記情報検出手段によって検出された上記特定圧縮符号化方式とに基
づいて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で
圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に
記憶されているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供装置。
【請求項１８】
　上記データ検出手段の検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテン
ツデータが記憶されていないとき、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上記
指定コンテンツデータの有無を検出するデータ有無検出手段と、
　上記データ有無検出手段によって上記圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定
コンテンツデータの無いことが検出されたとき、上記特定圧縮符号化方式及び上記指定コ
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より生成された圧縮コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶する
こ

上記更新手段は、
定期的に上記圧縮符号化手段による上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して最も

多く使用された上記所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記圧縮符号化手段が上記
所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテンツデータの原デ
ータとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することによ
り生成された上記圧縮コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶する

ことを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツ提供装置。

上記更新手段は、
定期的に上記圧縮符号化手段による上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して、当

該圧縮指定コンテンツデータのカテゴリ毎に最も多く使用された上記所定の圧縮符号化方
式を検出すると共に、上記圧縮符号化手段が上記カテゴリ毎に上記所定の圧縮符号化方式
の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテンツデータの原データとなる上記コンテ
ンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された上記圧縮
コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶する

ことを特徴とする請求項１３に記載のコンテンツ提供装置。

１３

１３



ンテンツデータを表す要求情報を、少なくとも上記データ記憶手段に記憶された上記圧縮
コンテンツデータとは異なる圧縮符号化方式 圧縮符号化 された供給用圧縮コンテ
ンツデータを記憶する供給側データ記憶手段を有するコンテンツ供給装置に送信する要求
送信手段と、
　上記コンテンツ供給装置に上記要求情報を送信した結果、当該コンテンツ供給装置から
上記供給側データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されているときには上
記供給側データ記憶手段から読み出されて送信された上記圧縮指定コンテンツデータを受
信し、上記供給側データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないと
きには当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上記指定コンテンツデータを上記
特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して生成されて送信された上記圧縮指定コンテンツデー
タを受信する受信手段と
　を具え、
　上記データ送信手段は、
　上記受信手段によって受信された上記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ取得
装置に送信する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供装置。
【請求項１９】
　コンテンツデータを所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮
コンテンツデータを、所定の特定圧縮符号化方式に対応する特定復号化方式が適用された
コンテンツ取得装置に提供するコンテンツ提供方法であって、
　上記コンテンツ取得装置から送信された当該コンテンツ取得装置 適用される上記特定
復号化方式を識別する識別情報と、取得希望の指定コンテンツデータを表す指定情報とを
受信する情報受信ステップと、
　上記識別情報及び上記指定情報に応じて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に
対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテ
ンツデータが、複数種類の圧縮符号化方式 圧縮符号化 された上記圧縮コンテンツ
データを記憶するデータ記憶手段に記憶されているか否かを検出するデータ検出ステップ
と、
　上記データ検出ステップの検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コン
テンツデータが記憶されているときには、上記データ記憶手段から上記圧縮指定コンテン
ツデータを読み出し、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されて
いないときに、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上記指定コンテンツデー
タを上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して上記圧縮指定コンテンツデータを生成する
圧縮符号化ステップと、
　上記データ記憶手段から読み出された上記圧縮指定コンテンツデータ 上記生成され
た上記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ取得装置に送信するデータ送信ステッ
プと
　

　
　
　

　 とを特徴とするコンテンツ提供方法。
【請求項２０】
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の で生成

１３

に

の で生成

又は

、
上記圧縮指定コンテンツデータが生成されたとき、当該生成された上記圧縮指定コンテ

ンツデータを上記データ記憶手段に記憶して当該データ記憶手段の記憶内容を更新する更
新ステップと

を具え、
上記更新ステップは、
上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対する圧縮符号化方式の使用頻度に応じて所定

の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成され
ていない上記圧縮コンテンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当該所定の
圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮コンテンツデータを上記デー
タ記憶手段に記憶する

こ

上記更新ステップは、



　

　
【請求項２１】
　
　

　
【請求項２２】
　上記識別情報に基づいて、当該識別情報を送信した上記コンテンツ取得装置が上記指定
コンテンツデータの提供サービスを利用可能な正規の装置であるか否かを判別する判別ス
テップ
　を具え、
　上記データ検出ステップは、
　上記判別ステップで上記コンテンツ取得装置が上記指定コンテンツデータの上記提供サ
ービスを利用可能な正規の装置であると判別されたときのみ、上記指定情報に基づいて、
上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号
化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に記憶され
ているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供方法。
【請求項２３】
　上記識別情報と、当該識別情報の割り当てられた上記コンテンツ取得装置に適用されて
いる上記特定復号化方式に対応する上記特定圧縮符号化方式の情報とを対応付けて情報記
憶手段に記憶する情報記憶ステップと、
　上記コンテンツ取得装置から送信された上記識別情報に基づいて、上記情報記憶手段内
の当該識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式を検出する情報検出ステップと
　を具え、
　上記データ検出ステップは、
　上記指定情報と、上記情報検出ステップで検出された上記特定圧縮符号化方式とに基づ
いて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で圧
縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に記
憶されているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供方法。
【請求項２４】
　上記データ検出ステップの検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コン
テンツデータが記憶されていないとき、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる
上記指定コンテンツデータの有無を検出するデータ有無検出ステップと、
　上記データ有無検出ステップによって上記圧縮指定コンテンツデータの原データとなる
指定コンテンツデータの無いことが検出されたとき、上記特定圧縮符号化方式及び上記指
定コンテンツデータを表す要求情報を、少なくとも上記データ記憶手段に記憶された上記
圧縮コンテンツデータとは異なる圧縮符号化方式 圧縮符号化 された供給用圧縮コ
ンテンツデータを記憶する供給側データ記憶手段を有するコンテンツ供給装置に送信する
要求送信ステップと、
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定期的に上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して最も多く使用された上記所定の
圧縮符号化方式を検出すると共に、上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されて
いない上記圧縮コンテンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧
縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された上記圧縮コンテンツデータを上記デ
ータ記憶手段に記憶する

ことを特徴とする請求項１９に記載のコンテンツ提供方法。

上記更新ステップは、
定期的に上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して、当該圧縮指定コンテンツデー

タのカテゴリ毎に最も多く使用された上記所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記
カテゴリ毎に上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテ
ンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符
号化することにより生成された上記圧縮コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶す
る

ことを特徴とする請求項１９に記載のコンテンツ提供方法。

１９

１９

の で生成



　上記コンテンツ供給装置に上記要求情報を送信した結果、当該コンテンツ供給装置から
上記供給側データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されているときには上
記供給側データ記憶手段から読み出されて送信された上記圧縮指定コンテンツデータを受
信し、上記供給側データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないと
きには当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上記指定コンテンツデータを上記
特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して生成されて送信された上記圧縮指定コンテンツデー
タを受信する受信ステップと
　を具え、
　上記データ送信ステップは、
　上記受信ステップで受信された上記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ取得装
置に送信する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供方法。
【請求項２５】
　コンテンツ提供装置に対して、
　所定の特定圧縮符号化方式に対応する特定復号化方式が適用され、コンテンツデータを
所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮コンテンツデータを取
得する上記コンテンツ取得装置から送信された当該コンテンツ取得装置

識別情報と、取得希望の指定コンテンツデータを表す指定情報
とを受信する情報受信ステップと、
　上記識別情報及び上記指定情報に応じて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に
対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテ
ンツデータが、複数種類の 上記圧縮コンテンツ
データを記憶するデータ記憶手段に記憶されているか否かを検出するデータ検出ステップ
と、
　上記データ検出ステップの検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コン
テンツデータが記憶されているときには、上記データ記憶手段から上記圧縮指定コンテン
ツデータを読み出し、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されて
いないときに、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上記指定コンテンツデー
タを上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して上記圧縮指定コンテンツデータを生成する
圧縮符号化ステップと、
　上記データ記憶手段から読み出された上記圧縮指定コンテンツデータ 上記生成され
た上記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ取得装置に送信するデータ送信ステッ
プと
　

　を実行させるためのコンテンツ提供プログラム。
【請求項２６】
　
　

　
【請求項２７】
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１９

に適用される上記
特定復号化方式を識別する

圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成された

又は

、
上記圧縮指定コンテンツデータが生成されたとき、当該生成された上記圧縮指定コンテ

ンツデータを上記データ記憶手段に記憶して当該データ記憶手段の記憶内容を更新するよ
うにして、上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対する圧縮符号化方式の使用頻度に応
じて所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で
生成されていない上記圧縮コンテンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当
該所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮コンテンツデータを
上記データ記憶手段に記憶する更新ステップと

上記更新ステップは、
定期的に上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して最も多く使用された上記所定の

圧縮符号化方式を検出すると共に、上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されて
いない上記圧縮コンテンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧
縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された上記圧縮コンテンツデータを上記デ
ータ記憶手段に記憶する

ことを特徴とする請求項２５に記載のコンテンツ提供プログラム。



　
　

　
【請求項２８】
　上記識別情報に基づいて、当該識別情報を送信した上記コンテンツ取得装置が上記指定
コンテンツデータの提供サービスを利用可能な正規の装置であるか否かを判別する判別ス
テップ
　を具え、
　上記データ検出ステップは、
　上記判別ステップで上記コンテンツ取得装置が上記指定コンテンツデータの上記提供サ
ービスを利用可能な正規の装置であると判別されたときのみ、上記指定情報に基づいて、
上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で圧縮符号
化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に記憶され
ているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供プログラム。
【請求項２９】
　上記識別情報と、当該識別情報の割り当てられた上記コンテンツ取得装置に適用されて
いる上記特定復号化方式に対応する上記特定圧縮符号化方式の情報とを対応付けて情報記
憶手段に記憶する情報記憶ステップと、
　上記コンテンツ取得装置から送信された上記識別情報に基づいて、上記情報記憶手段内
の当該識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式を検出する情報検出ステップと
　を具え、
　上記データ検出ステップは、
　上記指定情報と、上記情報検出ステップで検出された上記特定圧縮符号化方式とに基づ
いて、上記指定コンテンツデータを上記識別情報に対応する上記特定圧縮符号化方式で圧
縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが上記データ記憶手段に記
憶されているか否かを検出する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供プログラム。
【請求項３０】
　上記データ検出ステップの検出結果に応じて、上記データ記憶手段に上記圧縮指定コン
テンツデータが記憶されていないとき、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる
上記指定コンテンツデータの有無を検出するデータ有無検出ステップと、
　上記データ有無検出ステップによって上記圧縮指定コンテンツデータの原データとなる
指定コンテンツデータの無いことが検出されたとき、上記特定圧縮符号化方式及び上記指
定コンテンツデータを表す要求情報を、少なくとも上記データ記憶手段に記憶され 記
圧縮コンテンツデータとは異なる 供給用圧縮コ
ンテンツデータを記憶する供給側データ記憶手段を有するコンテンツ供給装置に送信する
要求送信ステップと、
　上記コンテンツ供給装置に上記要求情報を送信した結果、当該コンテンツ供給装置から
上記供給側データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されているときには上
記供給側データ記憶手段から読み出されて送信された上記圧縮指定コンテンツデータを受
信し、上記供給側データ記憶手段に上記圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないと
きには当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる上記指定コンテンツデータを上記
特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して生成されて送信された上記圧縮指定コンテンツデー
タを受信する受信ステップと
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上記更新ステップは、
定期的に上記圧縮指定コンテンツデータの生成に対して、当該圧縮指定コンテンツデー

タのカテゴリ毎に最も多く使用された上記所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、上記
カテゴリ毎に上記所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されていない上記圧縮コンテ
ンツデータの原データとなる上記コンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧縮符
号化することにより生成された上記圧縮コンテンツデータを上記データ記憶手段に記憶す
る

ことを特徴とする請求項２５に記載のコンテンツ提供プログラム。

２５

２５

た上
圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成された



　を具え、
　上記データ送信ステップは、
　上記受信ステップで受信された上記圧縮指定コンテンツデータを上記コンテンツ取得装
置に送信する
　ことを特徴とする請求項 に記載のコンテンツ提供プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はコンテンツ提供取得システムに関し、例えばインターネットを利用して顧客に音
楽及び映画等の各種コンテンツデータや広告等の各種配信情報のデータ（以下、これを配
信データと呼ぶ）を提供するデータ提供システムに適用して好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、研究や学術用を目的として世界的規模で多数の研究施設等が利用していたコンピュ
ータ通信ネットワークであるインターネットは、近年、商品の販売やコンテンツデータの
配信、企業や商品の宣伝等のような商用への利用により企業や顧客の間にもコンピュータ
通信のツールとして急激に普及している。
【０００３】
そして、インターネットを商用に利用すれば、顧客は例えば家に居ながらにしてパーソナ
ルコンピュータにより所望の商品の購入や所望のコンテンツデータの取得を実行し得ると
共に、当該パーソナルコンピュータにより企業や商品の宣伝等のように種々の配信データ
を取得し得るようになされている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、インターネットを利用したコンテンツデータの配信は、圧縮符号化したコンテ
ンツデータを顧客のパーソナルコンピュータに送信することによりコンテンツデータの送
信効率を上げている。
【０００５】
そして、顧客のパーソナルコンピュータは、取得した圧縮符号化されているコンテンツデ
ータを復号化することによりコンテンツデータに基づくコンテンツを視聴させ得るように
なされている。
【０００６】
ところが、近年、コンテンツデータの圧縮符号化方式として、複数種類の方式が市場に導
入され、コンテンツデータの制作会社等によって、使用する圧縮符号化方式が異なってい
る。
【０００７】
これに対して、顧客のパーソナルコンピュータは、通常、特定の圧縮符号化方式に対応す
る復号化用のソフトウェアがインストールされ、又は当該特定の圧縮符号化方式に対応す
る復号化回路のみが設けられることにより回路規模等の増加を抑えている。
【０００８】
このため、顧客のパーソナルコンピュータは、取得したコンテンツデータの圧縮符号化に
使用された圧縮符号化方式に、復号化用のソフトウェア及び復号化回路が対応していなけ
れば、対応する復号化用のソフトウェアや復号化回路を新たに取得しないとコンテンツデ
ータを復号化することができず、コンテンツを容易には視聴させ難い問題があった。
【０００９】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、コンテンツデータに基づくコンテンツを容
易に視聴させ得るコンテンツ提供取得システムを提案しようとするものである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、コンテンツデータを所定の圧縮符号化方
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２５



式で圧縮符号化することにより生成された圧縮コンテンツデータを
提供する ン

テンツ取得装置から送信された当該コンテンツ取得装置 適用される特定復号化方式を識
別する識別情報と、取得希望の指定コンテンツデータを表す指定情報とを受信 、

識別情報及び指定情報に応じて、指定コンテンツデータを識別情報に対応する特定
圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが

データ
記憶手段に記憶されているか否かを検出 の検出結果に応じて、データ記憶手段に圧
縮指定コンテンツデータが記憶されているときに データ記憶手段から圧縮指定コンテン
ツデータを読み出 ータ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないと
きに 当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータを特定圧縮
符号化方式で圧縮符号化して圧縮指定コンテンツデータを生成 ータ記憶手段から
読み出 た圧縮指定コンテンツデータ又は生成 た圧縮指定コンテンツデータをコンテン
ツ取得装置に送信

るようにした。
【００１１】
従って、コンテンツ取得装置に予め適用された特定復号化方式とは異なる他の復号化方式
を新たに適用させることなく、当該コンテンツ取得装置から指定コンテンツデータの取得
が要求される毎に、その指定コンテンツデータを特定復号化方式に対応する特定圧縮符号
化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータを適確に提供す
ることができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１３】
（１）データ提供システムによるインターネットの利用形態
図１に示すように、データ提供システム１においては、当該データ提供システムを統括的
に管理するシステム管理サイト２が顧客３と、小売店やレンタルショップ等のように顧客
３が直接来店する複数種類の店（以下、これを取扱店と呼ぶ）４Ａ乃至４Ｎと、これら各
取扱店４Ａ乃至４Ｎに後述する商品を販売する販売会社５と、広告主や企業が開設した配
信データ提供用のサイト（以下、これを広告主企業サイトと呼ぶ）６との間でそれぞれイ
ンターネット（図示せず）を利用して通信し得るようになされている。
【００１４】
この場合、図１と共に図２に示すように、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、音楽、映画、ゲームソ
フト、小説、写真及び漫画等のコンテンツ（音響データや映像データ及びテキストデータ
等からなる）をＣＤ（ Compact Disc）やＤＶＤ（ Digital Versatile Disc ）、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ（ Compact Disc-Read Only Memory）及び書籍（ハードカバーの小説や写真集、絵本
、漫画本）等の市販のパッケージメディアとして販売及び貸出すレンタルショップや受験
用の参考書及び問題集並びに文献等のコンテンツ（テキストデータ等からなる）を書籍の
市販のパッケージメディアとして販売及び貸出す予備校等のようにコンテンツを商品とし
て取り扱う店である。
【００１５】
そして、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、新たな事業の立ち上げや、すでに事業を立ち上げて商売
を行っている状態でインターネットの利用を希望したときには、パーソナルコンピュータ
等を用いてその旨をシステム管理サイト２に通知する。
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、所定の特定圧縮符号
化方式に対応する特定復号化方式が適用されたコンテンツ取得装置に 際に、コ

に
し 当該受

信した
、１

以上の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成された圧縮コンテンツデータを記憶する
し、そ

は
し、デ

は
して、デ

し し
し、圧縮指定コンテンツデータを生成したとき、当該生成した圧縮指定

コンテンツデータをデータ記憶手段に記憶して当該データ記憶手段の記憶内容を更新する
ようにして、圧縮指定コンテンツデータの生成に対する圧縮符号化方式の使用頻度に応じ
て所定の圧縮符号化方式を検出すると共に、圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されてい
ない圧縮コンテンツデータの原データとなるコンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方
式で圧縮符号化することにより生成した圧縮コンテンツデータをデータ記憶手段に記憶す



【００１６】
システム管理サイト２は、取扱店４Ａ乃至４Ｎからインターネットの利用が希望されると
、当該取扱店４Ａ乃至４Ｎからその名称、取り扱うコンテンツの種類、取引銀行の口座番
号等の取扱店情報を取得して取扱店登録を実行する。
【００１７】
そして、システム管理サイト２は、予めコンテンツデータベース（図示せず）に記憶して
いる音楽、映画、ゲームソフト、小説、写真、漫画、参考書、問題集及び文献等の各種コ
ンテンツデータのうちから取扱店４Ａ乃至４Ｎによって指定された種類毎にそれぞれ多数
のコンテンツデータをその取扱店４Ａ乃至４Ｎに提供することにより当該取扱店４Ａ乃至
４Ｎにこれらコンテンツデータをデータベース化させて取扱店固有のコンテンツデータベ
ースを生成させる。
【００１８】
また、販売会社５は、この際システム管理サイト２からの指示に従い取扱店４Ａ乃至４Ｎ
にコンテンツデータの記録再生機能を有する専用の携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを商品と
して販売すると共に、当該取扱店４Ａ乃至４Ｎ毎に商品として取り扱うＣＤ、ＤＶＤ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭ及び本等の市販のパッケージメディアを販売する。
【００１９】
一方、インターネットの利用を希望する顧客３は、例えばＫＩＯＳＫ等の簡易小売店に設
置されたシステム管理サイト専用のリクエスト端末（図示せず）を操作することにより当
該システム管理サイト２にアクセスしてインターネットの利用を希望していることを通知
する。
【００２０】
システム管理サイト２は、顧客３によりインターネットの利用が希望されると、当該顧客
３からその氏名、性別、年齢及び取引銀行の口座番号等からなる個人情報（以下、これを
顧客情報と呼ぶ）を取得して顧客登録を実行し、当該顧客情報を顧客登録情報としてデー
タベース化して顧客データベース８を生成する。
【００２１】
そして、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客登録した顧客３に複数種類のコンテンツデータを買
取形式及び貸出形式の２種類の形式で提供しており、顧客３によりリクエスト端末が利用
されてシステム管理サイト２経由で所望のコンテンツデータを指定するコンテンツ指定情
報と、当該コンテンツデータに対する買取形式及び貸出形式のうちの取得形態を表す形式
指定情報とが通知されると、これに応じてコンテンツデータの購入及びレンタルの予約を
受け付けるようになされている。
【００２２】
取扱店４Ａ乃至４Ｎは、このようにして顧客３からの予約を受け付けると、システム管理
サイト２の顧客データベース８から読み出した顧客３の顧客登録情報（顧客３の口座番号
）を用いてコンテンツデータの購入（販売価格）及びレンタル（レンタル期間）に対する
電子的な課金処理を実行した後、コンテンツデータベースから要求に応じた所望のコンテ
ンツデータを読み出して携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの内部に設けられている所定の記録
媒体に記録する。
【００２３】
ここで、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎも買取形態と貸出形態のい
ずれの形態でも顧客３に使用させ得るようになされており、コンテンツデータの要求時に
は顧客登録情報を用いて当該携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの購入（販売価格）及びレンタ
ル（レンタル期間）に対する電子的な課金処理も同時に実行している。
【００２４】
従って、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、例えば顧客３により携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎをレン
タルで使用するように希望されたときには、その顧客３の要求に応じてコンテンツデータ
を記録した携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを、当該顧客３の希望する引き渡しの形態に応じ
て店頭で直接引き渡してレンタルし、又は配送会社９によって配送してレンタルする。
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【００２５】
これによりリクエスト端末を用いて、コンテンツデータ及び携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎ
に対する購入及びレンタルをそれぞれ事前に予約した顧客３は、その携帯型専用端末７Ａ
乃至７Ｎを手にすると、当該携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎでコンテンツデータを再生して
楽しむことができるようになされている。
【００２６】
そして、このような携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎは、内部に設けられた通信機能によりコ
ンテンツデータを記録した取扱店４Ａ乃至４Ｎにのみシステム管理サイト２を介してアク
セスしてコンテンツデータの購入及びレンタル処理（課金処理を含む）を実行し得るよう
になされている。
【００２７】
従って、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３からレンタル中の携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを
用いて新たなコンテンツデータの購入及びレンタルが要求されると、要求されたコンテン
ツデータをシステム管理サイト２経由でレンタル中の携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに送信
して記録することができ、かくしてパーソナルコンピュータ等のインターネットに接続し
得る機器（以下、これをネット接続機器と呼ぶ）を所有していない顧客３にも当該ネット
接続機器を所有している顧客３と同様にインターネットを介してコンテンツデータを容易
に配信し得るようになされている。
【００２８】
ところで、システム管理サイト２は、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎ及びリクエスト端末か
ら取扱店４Ａ乃至４Ｎに送信されるコンテンツデータの購入及びレンタルの要求を中継す
ることにより、その要求の内容を追加顧客情報として顧客データベース８内の顧客登録情
報に付加して当該顧客登録情報を更新しており、これにより顧客登録情報から顧客の嗜好
（例えば、顧客の取得するコンテンツデータのジャンル）やインターネットの利用状況等
を把握し得るようになされている。
【００２９】
また、システム管理サイト２は、広告主企業サイト６で各種配信データを提供している広
告主や企業から広告主名情報や企業名情報と、当該提供している配信データのジャンル等
を表す事業内容情報等とからなる広告主企業情報を取得して、これを広告主企業登録情報
としてデータベース化することにより広告主企業データベース１０を生成している。
【００３０】
そして、システム管理サイト２は、顧客３によりレンタル中の携帯型専用端末７Ａ乃至７
Ｎから自分の顧客情報を広告主や企業に対して公開することを許可する公開許可情報が顧
客許可データとして送信されると、当該顧客許可データを送信した顧客の顧客登録情報に
基づいて広告主企業データベース１０を検索することによりその顧客３の嗜好にあった配
信データを提供している広告主及び企業を選定し、当該選定した広告主及び企業を携帯型
専用端末７Ａ乃至７Ｎを介して顧客３に紹介する。
【００３１】
この結果、システム管理サイト２は、顧客３に紹介した広告主及び企業のうちから当該顧
客３により契約の意志のある広告主及び企業が選択されると、その選択された広告主及び
企業に対して顧客３の顧客登録情報の一部を投資情報として提供してその顧客３を広告主
及び企業に紹介する。
【００３２】
これによりシステム管理サイト２は、インターネットを利用する顧客３と当該顧客３の選
択した広告主及び企業との間で交渉させて契約を結ばせることができ、その契約が成立し
たときには広告主企業サイト６からシステム管理サイト２を介して顧客３のレンタルして
いる携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに当該顧客３の所望する商品の広告等の各種配信データ
を提供する。
【００３３】
このようにしてデータ提供システム１においては、顧客３に所望の配信データのみを提供
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する広告主及び企業を紹介して容易に選定させることができると共に、当該顧客３にネッ
ト接続機器を所有していなくてもレンタル中の携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを介して所望
の配信データのみを効率良く提供し得るようになされている。
【００３４】
因みに、システム管理サイト２は、顧客３から顧客許可データが与えられると、広告主及
び企業にとって有益な顧客３を紹介することになるため、広告主及び企業に投資情報を送
信したときにはその対価を当該広告主及び企業から受け取るようにする。
【００３５】
また、システム管理サイト２は、顧客３に広告主及び企業を紹介したときには契約を希望
する広告主及び企業の存在の有無に拘わらずに当該顧客３の投資情報をデータベース化し
て顧客紹介データベース１１を生成し、当該顧客紹介データベース１１をこの後、顧客３
に新たに紹介すべき広告主及び企業を選定するときに利用する。
【００３６】
ここで、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３により携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎからシステム
管理サイト２を介してコンテンツデータの要求のためにアクセスされたときには、当該コ
ンテンツデータを選択するためのコンテンツ選択画面を携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに返
送し、そのコンテンツ選択画面上で所望のコンテンツデータを選択させている。
【００３７】
そして、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの表示部に表示させるコン
テンツ選択画面を顧客３の要求に応じてカスタマイズ化するようになされており、これに
よりコンテンツデータの要求時には携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの表示部に顧客３の要求
に合ったコンテンツ選択画面を表示させ得るようになされている。
【００３８】
因みに、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎのレンタル中に顧客３によ
り筐体に対する好みの色が指定されたときには当該レンタル中の携帯型専用端末７Ａ乃至
７Ｎを筐体が顧客３の好みの色に塗装された別の携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに交換する
ようになされており、コンテンツ選択画面のソフトウェア的なカスタマイズに加えて筐体
のハードウェア的なカスタマイズも行うことができるようになされている。
【００３９】
そして、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、レンタル中の携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに対して筐体
のカスタマイズ化（すなわち、筐体の色の変更）が要求されたときには、顧客３が先にレ
ンタルしている携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎ内の全てのデータ（すなわち、コンテンツデ
ータ及び広告主等から提供された所望の配信データ）をその顧客３の指定した色の携帯型
専用端末７Ａ乃至７Ｎ内に移してこれら携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎ同士を交換する。
【００４０】
ところで、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎと共にコンテンツデータ
をレンタルする場合、当該携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎのレンタル期間と、コンテンツデ
ータのレンタル期間とをそれぞれレンタル開始時に顧客３に任意に選定させると共に、一
度選定したレンタル期間を顧客３の希望に応じて自由に延滞させることもできる。
【００４１】
そして、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３にレンタルしたコンテンツデータのレンタル期間
が終了するか否かを監視しており、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎのレンタル期間が終了す
る前にコンテンツデータのレンタル期間が終了するときには、これを顧客のレンタルして
いる携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに通知する。
【００４２】
この結果、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３にレンタルしている携帯型専用端末７Ａ乃至７
Ｎからシステム管理サイト２を介してコンテンツデータのレンタルを期間通りに終了する
ように返答されると、当該取扱店４Ａ乃至４Ｎに携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを持参して
来店するように促し、その携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎが持ち込まれたときに内部の記録
媒体からコンテンツデータを消去して返却したものとする。
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【００４３】
これに対して、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３にレンタルしている携帯型専用端末７Ａ乃
至７Ｎからシステム管理サイト２を介してコンテンツデータのレンタル期間を延長するよ
うに返答されると、当該コンテンツデータに対してその延長されたレンタル期間が終了す
るか否かを監視する。
【００４４】
因みに、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、コンテンツデータのレンタル期間が終了しても顧客３が
その携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを持参して来店しなければ、例えば携帯型専用端末７Ａ
乃至７Ｎにレンタル期間の終了したコンテンツデータを返却のために消去する消去命令を
送信し、これにより携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎにおいて内部の記録媒体から指定したコ
ンテンツデータを消去して不正な利用を防止する。
【００４５】
また、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３からレンタルしている携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎ
が返却されれば、当該携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの内部の記録媒体からコンテンツデー
タを消去してその携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを再びレンタル可能な状態にする。
【００４６】
これに加えて、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを使用して購入及び
レンタルすることにより顧客の占有しているコンテンツデータ（例えば、シングル曲のコ
ンテンツデータ）を、当該顧客から同一のコンテンツデータが格納されたパッケージメデ
ィア（例えば、シングルＣＤ）と交換するように要求されると、当該顧客の占有している
コンテンツデータの取得価格（すなわち、購入価格又はレンタル価格）と、パッケージメ
ディアの販売価格と、これら双方の価格の差分とからなる等価交換情報をシステム管理サ
イト２経由で携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに送信する。
【００４７】
この結果、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３から携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを用いて交換
の承諾がシステム管理サイト２を介して通知されると、パッケージメディアに格納されて
いるコンテンツデータと同一な顧客３の占有しているコンテンツデータに対しては既に購
入価格及びレンタル価格が支払われているため、システム管理サイト２の顧客データベー
ス８から読み出した顧客３の占有しているコンテンツデータの取得価格とパッケージメデ
ィアの販売価格との差分に対してのみ電子的に課金処理した後、顧客３にパッケージメデ
ィアを店頭で引き渡し又は販売会社５から配送会社９によって配送して引き渡す。
【００４８】
このようにして取扱店４Ａ乃至４Ｎは、パッケージメディアと顧客の占有するコンテンツ
データとの交換価値をほぼ等価にして当該パッケージメディアをコンテンツデータと交換
（以下、この交換を等価交換と呼ぶ）することにより、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎで購
入及びレンタルしたコンテンツデータをその携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの返却時に無駄
にすることを防止すると共に、顧客３にコンテンツデータとパッケージメディアとの双方
に対してそれぞれ無駄な投資をさせることなく、最小限の投資でパッケージメディアを提
供し得るようになされている。
【００４９】
因みに、システム管理サイト２は、顧客３がインターネットを利用する（すなわち、コン
テンツデータや携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの購入及びレンタル等を行う）毎に、当該顧
客３からインターネットの使用料等を徴収しているものの、当該インターネットの利用状
況に応じて顧客３に割引等の特典を与えるためのポイントを発行して顧客データベース８
に蓄積している。
【００５０】
従って、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３がコンテンツデータや携帯型専用端末７Ａ乃至７
Ｎを購入及びレンタルするときや、コンテンツデータをパッケージメディアに交換すると
き等の電子的な課金処理に金銭の一部又は全てに代えて当該顧客３の取得しているポイン
トを利用することもできるようになされている。
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【００５１】
また、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３がコンテンツデータや携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎ
を購入及びレンタルするときや、コンテンツデータをパッケージメディアに交換するとき
等の電子的な課金処理に代えて店頭で現金やプリペイドカードによる支払いも受け付ける
ことができるようになされている。
【００５２】
ここで、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３によりリクエスト端末やレンタル中の携帯型専用
端末７Ａ乃至７Ｎからシステム管理サイト２を介して通知される携帯型専用端末７Ａ乃至
７Ｎの購入要求に応じて当該携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの購入に対する電子的な課金処
理を実行すると、その携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを店頭で直接顧客３に引き渡し、又は
販売会社５から配送会社９によって顧客３に配送する。
【００５３】
因みに、取扱店４Ａ乃至４Ｎは、顧客３から携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎの購入が要求さ
れたときには、当該顧客３の指定した色の筐体を有する携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを販
売する。
【００５４】
そして、図３に示すように、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを購入した顧客３は、図２につ
いて上述した場合と同様に、当該携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎによりインターネットを介
して販売元の取扱店４Ａ乃至４Ｎのみから所望のコンテンツデータを購入及びレンタルし
得ると共に、広告主及び企業と契約を結んで所望の配信データを取得し得るようになされ
ている。
【００５５】
また、携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎを購入した顧客３は、当該携帯型専用端末７Ａ乃至７
Ｎによってコンテンツデータの購入及びレンタルを要求するときに取扱店４Ａ乃至４Ｎか
ら送信されるコンテンツ選択画面をカスタマイズ化し得ると共に、購入及びレンタルによ
り顧客３の占有したコンテンツデータと、同一のコンテンツデータが格納されたパッケー
ジメディアとの交換価値をほぼ等価にして当該パッケージメディアと顧客の占有するコン
テンツデータとを交換し得るようになされている。
【００５６】
そして、かかるデータ提供システム１においては、顧客３が携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎ
に代えてパーソナルコンピュータ等のネット接続機器を用いても図２及び図３について上
述した場合と同様にインターネットを利用することができる。
【００５７】
このようにしてデータ提供システム１においては、インターネットを利用したビジネス形
態と、小売店等を利用して実際に商品を販売及びレンタルするような既存のビジネス形態
とを共存させることによりネット接続機器を所有していない顧客３や、インターネットの
普及に危機感を抱いている取扱店４Ａ乃至４Ｎが自由にかつ容易に参加してインターネッ
トを商用に利用し得る新たなビジネスモデルを構築することができる。
【００５８】
（２）第１の実施の形態
図４において、５０は全体として第１の実施の形態によるデータ提供システムを示し、図
１乃至図３について上述したシステム管理サイト２、取扱店４Ａ乃至４Ｎ及び販売会社５
に対応するデータ提供サーバ５１に、図１乃至図３について上述した顧客３に対応するリ
クエスト端末５２（すなわち、顧客３の使用したリクエスト端末）と、図１乃至図３につ
いて上述した携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに対応する取扱店４Ａ乃至４Ｎ専用の携帯型専
用端末５３とが接続されて構成されている。
【００５９】
データ提供サーバ５１は、顧客登録情報及び顧客登録画面データを記憶する顧客データベ
ース５５と、多数のコンテンツデータ及びコンテンツ選択画面データ等を記憶するコンテ
ンツデータベース５６と、コンテンツデータの販売価格及びレンタル価格と、当該コンテ
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ンツデータと交換し得るパッケージメディアの販売価格及びタイトル等をリスト化したデ
ータテーブルを記憶するパッケージメディアデータベース５７と、広告主企業サイトを開
設している広告主及び企業から取得した広告主企業登録情報を記憶する広告主企業データ
ベース５８とを有している。
【００６０】
そして、データ提供サーバ５１は、リクエスト端末５２から顧客の登録を要求する登録要
求データが送信されると、これを受信部５９によって受信し、更新部６０によりその登録
要求データに基づいて顧客データベース５５から顧客登録画面データを読み出すと共に、
当該読み出した顧客登録画面データを送信部６１からリクエスト端末５２に送信する。
【００６１】
この結果、データ提供サーバ５１は、リクエスト端末５２から顧客登録画面データに基づ
く顧客登録画面上で入力された顧客情報が顧客情報データとして送信されると、これを受
信部５９によって受信し、更新部６０によりその顧客情報データに基づく顧客情報を顧客
登録情報として記憶して顧客を登録することにより当該顧客にインターネットを利用し得
るようにする。
【００６２】
また、データ提供サーバ５１は、顧客登録した顧客の操作に応じてリクエスト端末５２か
らコンテンツデータの取得を要求する取得要求データが送信されると、これを受信部５９
によって受信し、コンテンツ検索部６２によりその取得要求データに基づいてコンテンツ
データベース５６からコンテンツ選択画面データを読み出すと共に、当該読み出したコン
テンツ選択画面データを送信部６１からリクエスト端末５２に送信する。
【００６３】
この結果、データ提供サーバ５１は、リクエスト端末５２からコンテンツ選択画面データ
に基づくコンテンツ選択画面上で所望のコンテンツデータが選択指定され、かつコンテン
ツデータと携帯型専用端末５３とをそれぞれ購入及びレンタルのいずれの形式で取得する
か等が選択指定されることによりこれら指定された情報（以下、これを顧客予約情報と呼
ぶ）を表す予約データが送信されると、これを受信部５９によって受信する。
【００６４】
このときデータ提供サーバ５１は、コンテンツ検索部６２により予約データに基づいてコ
ンテンツデータベース５６から指定されたコンテンツデータを読み出すと共に、当該読み
出したコンテンツデータを送信部６１から、顧客に引き渡す前の携帯型専用端末５３に送
信して記録する。
【００６５】
このようにしてデータ提供サーバ５１は、顧客の要求に応じて購入用及びレンタル用とし
てコンテンツデータを記録した携帯型専用端末５３を用意することができ、かくしてその
携帯型専用端末５３を顧客に直接又は配送して引き渡すようにして販売及びレンタルする
ことができる。
【００６６】
そして、データ提供サーバ５１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末５３から
コンテンツデータの取得を要求する取得要求データが送信されると、これを受信部５９に
よって受信し、コンテンツ検索部６２によりその取得要求データに基づいてコンテンツデ
ータベース５６からコンテンツ選択画面データを読み出すと共に、当該読み出したコンテ
ンツ選択画面データを送信部６１から顧客の携帯型専用端末５３に送信する。
【００６７】
この結果、データ提供サーバ５１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末５３か
らコンテンツ選択画面データに基づくコンテンツ選択画面上で所望のコンテンツデータが
指定され、かつそのコンテンツデータを購入及びレンタルのいずれで取得するか等が指定
されることによりこれら指定された情報（以下、これを指定情報と呼ぶ）を表すコンテン
ツ指定データが送信されると、これを受信部５９によって受信する。
【００６８】
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このときデータ提供サーバ５１は、コンテンツ検索部６２によりそのコンテンツ指定デー
タに基づいてコンテンツデータベース５６から指定されたコンテンツデータを読み出すと
共に、当該読み出したコンテンツデータを送信部６１から顧客の携帯型専用端末５３に送
信して記録する。
【００６９】
このようにしてデータ提供サーバ５１は、顧客に携帯型専用端末５３を用いてインターネ
ットのコンテンツ配信を容易に利用させ、所望のコンテンツデータを自由に取得させる。
【００７０】
ところで、データ提供サーバ５１は、顧客登録の際に顧客に固有の顧客識別情報（以下、
これを顧客ＩＤと呼ぶ）を発行して顧客情報に付加することにより当該顧客情報及び顧客
ＩＤを顧客登録情報として顧客データベース５５に記憶し、当該記憶した顧客登録情報を
顧客ＩＤによって管理する。
【００７１】
また、データ提供サーバ５１は、顧客登録時に顧客に対して発行した顧客ＩＤを送信部６
１からリクエスト端末５２に送信して顧客に通知しており、この後、顧客がリクエスト端
末５２や携帯型専用端末５３を用いて各種取扱店に種々の要求を出すときにはその顧客Ｉ
Ｄを使用させることによりこれら各種取扱店に要求を出した顧客を顧客ＩＤによって識別
している。
【００７２】
従って、データ提供サーバ５１は、リクエスト端末５２や、顧客に販売及びレンタルした
携帯型専用端末５３から送信された種々のデータ（例えばコンテンツ指定データ）を受信
部５９によって受信したときには、更新部６０によりそのデータの内容（顧客が購入及び
レンタルするコンテンツデータのタイトルやレンタル期間等の情報）を追加顧客情報とし
て顧客データベース５５に送出することによりコンテンツデータの取得を要求した顧客の
顧客登録情報にその追加顧客情報を追加して当該顧客登録情報を更新する。
【００７３】
これによりデータ提供サーバ５１は、顧客データベース５５内の顧客登録情報に基づいて
顧客の嗜好等を把握し得るようにしている。
【００７４】
そして、データ提供サーバ５１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末５３から
顧客情報を広告主や企業に対して公開することを許可する顧客許可データが送信されると
、これを受信部５９によって受信し、マッチング部６３によりその顧客許可データに基づ
いて顧客データベース５５から、顧客情報の公開を許可した顧客の顧客登録情報を読み出
すと共に、当該読み出した顧客登録情報に基づいて広告主企業データベース５８内の広告
主企業登録情報を検索する。
【００７５】
これによりデータ提供サーバ５１は、マッチング部６３により広告主企業登録情報を検索
した結果、顧客の嗜好に合った配信データを提供している広告主及び企業を選定すると、
当該選定した広告主及び企業の広告主企業登録情報に基づき広告主企業紹介データを生成
して送信部６１から顧客の携帯型専用端末５３に送信し、かくして顧客に自分の嗜好にあ
った配信データを提供している広告主及び企業を紹介する。
【００７６】
このようにしてデータ提供サーバ５１は、多数の広告主及び企業のうちから顧客に所望の
配信データを提供する広告主及び企業を容易に選択させることができると共に、広告主及
び企業についても顧客に要求通りの配信データを効率良く適確に提供させることができる
。
【００７７】
また、データ提供サーバ５１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末５３をカス
タマイズするカスタマイズ要求データが送信されると、これを受信部５９によって受信し
、当該受信したカスタマイズ要求データに基づいてコンテンツ検索部６２によりコンテン
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ツデータベース５６からこれに予め記憶しているカスタマイズ登録画面データを読み出す
と共に、当該読み出したカスタマイズ登録画面データを送信部６１から顧客の携帯型専用
端末５３に送信する。
【００７８】
この結果、データ提供サーバ５１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末５３か
らカスタマイズ登録画面データに基づくカスタマイズ登録画面上で入力されたコンテンツ
選択画面に対する画面カスタマイズ情報が送信されると、これを受信部５９によって受信
し、更新部６０によりその画面カスタマイズ情報を顧客データベース５５に送出すること
により当該顧客の顧客登録情報にその画面カスタマイズ情報を追加してその顧客登録情報
を更新する。
【００７９】
これによりデータ提供サーバ５１は、この後、コンテンツ選択画面のカスタマイズを要求
した顧客から携帯型専用端末５３を用いて取得要求データが送信されると、これを受信部
５９によって受信し、更新部６０により顧客データベース５５からその顧客の顧客登録情
報に付加している画面カスタマイズ情報を読み出すと共に、当該読み出した画面カスタマ
イズ情報をコンテンツ検索部６２に送出する。
【００８０】
そして、データ提供サーバ５１は、コンテンツ検索部６２によりコンテンツデータベース
５６からコンテンツ選択画面データを読み出すと共に、当該読み出したコンテンツ選択画
面データを画面カスタマイズ情報に基づいて加工処理し、得られたカスタマイズ画面デー
タを送信部６１から顧客の携帯型専用端末５３に送信する。
【００８１】
このようにしてデータ提供サーバ５１は、コンテンツ選択画面のカスタマイズを要求した
顧客から携帯型専用端末５３を用いて取得要求データが送信される毎に、カスタマイズ画
面データに基づいてコンテンツ選択画面をカスタマイズしたカスタマイズ画面上でコンテ
ンツデータを選択させることができる。
【００８２】
因みに、データ提供サーバ５１は、顧客にレンタルした携帯型専用端末５３において、カ
スタマイズ登録画面上で当該携帯型専用端末５３の筐体の色をカスタマイズするための情
報も選定させることができ、その携帯型専用端末５３から筐体の色を指定する筐体カスタ
マイズ情報が送信されると、これを受信部５９によって受信し、更新部６０によりその筐
体カスタマイズ情報を顧客データベース５５に送出することにより当該顧客の顧客登録情
報にその筐体カスタマイズ情報を追加して更新する。
【００８３】
これによりデータ提供サーバ５１は、この後、顧客に携帯型専用端末５３をレンタルする
ときや、当該顧客に携帯型専用端末５３を販売するとき等に筐体カスタマイズ情報によっ
て指定されている色の携帯型専用端末５３を引き渡す。
【００８４】
さらに、データ提供サーバ５１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末５３から
購入及びレンタルしているコンテンツデータ（例えば、シングル曲）をパッケージメディ
ア（例えば、シングルＣＤ）と等価交換することを希望する等価交換要求データが送信さ
れると、これを受信部５９によって受信する。
【００８５】
そして、データ提供サーバ５１は、更新部６０によりその等価交換要求データに基づいて
顧客データベース５５から等価交換を要求した顧客の顧客登録情報を読み出してその等価
交換を要求しているコンテンツデータの利用形態（すなわち、購入及びレンタルのいずれ
であるか）を検出した後、顧客パッケージ検索部６４によりその等価交換要求データと更
新部６０による検出結果とに基づいてパッケージメディアデータベース５７内のデータテ
ーブルを検索することにより等価交換の対象として顧客の占有しているコンテンツデータ
の取得価格と当該コンテンツデータが格納されたパッケージメディアの販売価格及びタイ
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トルとを検出する。
【００８６】
これによりデータ提供サーバ５１は、パッケージ検索部６４によりその検出した顧客の占
有するコンテンツデータの取得価格とパッケージメディアの販売価格との差分を算出し、
当該算出した差分をこれらコンテンツデータの取得価格とパッケージメディアの販売価格
及びタイトルと共に検索結果情報として送信部６１から顧客の携帯型専用端末５３に送信
する。
【００８７】
この結果、データ提供サーバ５１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末５３か
ら等価交換を承諾する交換承諾データが送信されると、パッケージメディアに格納してい
るコンテンツデータに対しては顧客により携帯型専用端末５３を用いた購入及びレンタル
の形態で既に購入価格及びレンタル価格が支払われているため、顧客の占有するコンテン
ツデータの取得価格と、パッケージメディアの販売価格との差分のみを電子的に課金処理
した後、当該顧客に直接又は配送によりパッケージメディアを引き渡す。
【００８８】
このようにしてデータ提供サーバ５１は、顧客の占有するコンテンツデータと交換対象の
パッケージメディアとの交換価値とをほぼ等価にして当該コンテンツデータとパッケージ
メディアとを等価交換することにより、顧客が携帯型専用端末５３で購入及びレンタルし
たコンテンツデータを最小限の投資でパッケージメディアに交換して提供することができ
る。
【００８９】
因みに、データ提供サーバ５１は、顧客がリクエスト端末５２及び携帯型専用端末５３を
用いてインターネットを利用する毎に、その利用状況に応じて図示しないポイント発行部
により顧客に割引等の特典を与えるためのポイントを発行し、当該発行したポイントを更
新部６０により顧客データベース５５に送出して顧客の顧客登録情報にそのポイントを順
次付加して当該顧客登録情報を更新している。
【００９０】
そして、データ提供サーバ５１は、等価交換処理等に顧客により金銭に代えてポイントを
使用するように要求されたときには顧客の占有するコンテンツデータの取得価格と、パッ
ケージメディアの販売価格との差分を当該顧客に対して発行したポイントを使用して清算
する。
【００９１】
また、データ提供サーバ５１は、顧客にコンテンツデータをレンタルした場合、更新部６
０により定期的に顧客データベース５５内の顧客登録情報を検索してレンタル中のコンテ
ンツデータのレンタル期間が終了するか否かを検出し、当該コンテンツデータのレンタル
期間が終了間近になると、レンタル終了の有無を確認するための確認画面データを送信部
６１から顧客の携帯型専用端末５３に送信する。
【００９２】
この結果、データ提供サーバ５１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末５３か
らコンテンツデータのレンタルを期間通りに終了するレンタル終了通知が送信されると、
これを受信部５９によって受信し、更新部６０により顧客データベース５５内の対応する
顧客登録情報にそのレンタル終了通知を付加して更新すると共に、取扱店でコンテンツデ
ータを返却する（すなわち、携帯型専用端末５３からコンテンツデータを消去する）こと
を促す来店要求画面データを送信部６１から当該携帯型専用端末５３に送信する。
【００９３】
これに対して、データ提供サーバ５１は、携帯型専用端末５３に確認画面データを送信し
た結果、コンテンツデータのレンタル期間を延長するレンタル延長通知が送信されると、
これを受信部５９によって受信し、更新部６０により顧客データベース５５内の対応する
顧客登録情報にそのレンタル延長通知を付加して更新する。
【００９４】
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これに加えて、データ提供サーバ５１は、コンテンツデータがレンタル期間を終了しても
返却されないときには、更新部６０により顧客データベース５５内の対応する顧客登録情
報にコンテンツデータを強制的に消去することを表す消去情報を付加して更新すると共に
、送信部６１からレンタル期間の終了したコンテンツデータの消去命令を携帯型専用端末
５３に送信して当該携帯型専用端末５３において、そのコンテンツデータを消去する。
【００９５】
一方、リクエスト端末５２は、顧客により操作部７０を介して顧客の登録要求が入力され
ると、要求データ生成部７１によりその登録要求を表す登録要求データを生成し、当該生
成した登録要求データを送信部７２からデータ提供サーバ５１に送信する。
【００９６】
この結果、リクエスト端末５２は、データ提供サーバ５１から送信された顧客登録画面デ
ータを受信部７３によって受信すると、当該受信した顧客登録画面データを表示制御部７
４から表示部７５に送出することにより顧客登録画面データに基づく顧客登録画面を表示
する。
【００９７】
そして、リクエスト端末５２は、顧客による操作部７０の操作に応じて顧客登録画面上で
顧客情報が入力されると、要求データ生成部７１によりその顧客情報を顧客情報データと
して送信部７２からデータ提供サーバ５１に送信する。
【００９８】
また、リクエスト端末５２は、顧客により操作部７０を介してコンテンツデータの取得要
求が入力されると、要求データ生成部７１により取得要求を表す取得要求データを生成し
、当該生成した取得要求データを送信部７２からデータ提供サーバ５１に送信する。
【００９９】
この結果、リクエスト端末５２は、データ提供サーバ５１から送信されたコンテンツ選択
画面データを受信部７３によって受信すると、当該受信したコンテンツ選択画面データを
表示制御部７４から表示部７５に送出してコンテンツ選択画面データに基づくコンテンツ
選択画面を表示する。
【０１００】
そして、リクエスト端末５２は、顧客による操作部７０の操作に応じてコンテンツ選択画
面上で顧客予約情報が入力されると、要求データ生成部７１により予約データを生成して
、当該生成した予約データを送信部７２からデータ提供サーバ５１に送信する。
【０１０１】
これにより顧客に販売及びレンタルされる前の携帯型専用端末５３は、データ提供サーバ
５１から送信されたコンテンツデータを受信部８０によって受信し、当該受信したコンテ
ンツデータを記録制御部８１により記録媒体８２に記録することによりこの状態で顧客に
販売及びレンタルされる。
【０１０２】
そして、実際に顧客に販売及びレンタルされた携帯型専用端末５３は、当該顧客により操
作部８３を介して再生命令が入力されると、再生制御部８４によりその再生命令に基づい
て記録媒体８２からコンテンツデータを再生すると共に、当該再生したコンテンツデータ
を表示制御部、表示部及びスピーカ等からなる再生部８５に送出することにより顧客にコ
ンテンツを楽しませることができるようになされている。
【０１０３】
また、携帯型専用端末５３は、顧客により操作部８３を介してコンテンツデータの取得要
求が入力されると、要求データ生成部８６によりその取得要求を表す取得要求データを生
成し、当該生成した取得要求データを送信部８７からデータ提供サーバ５１に送信する。
【０１０４】
この結果、携帯型専用端末５３は、データ提供サーバ５１から送信されたコンテンツ選択
画面データを受信部８０によって受信すると、当該受信したコンテンツ選択画面データを
再生部８５に送出することによりコンテンツ選択画面データに基づくコンテンツ選択画面
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を表示する。
【０１０５】
そして、携帯型専用端末５３は、操作部８３の操作に応じてコンテンツ選択画面上でコン
テンツデータが選択指定（購入及びレンタルの指定を含む）されると、要求データ生成部
８６によりコンテンツ指定データを生成して送信部８７からデータ提供サーバ５１に送信
する。
【０１０６】
これにより携帯型専用端末５３は、データ提供サーバ５１から送信されたコンテンツデー
タを受信部８０によって受信すると、当該受信したコンテンツデータを記録制御部８１に
より記録媒体８２に記録することにより、この後、操作部８３の操作に応じて再生制御部
８４により記録媒体８２からそのコンテンツデータを再生する。
【０１０７】
さらに、携帯型専用端末５３は、顧客により操作部８３を介して顧客情報の公開が許可さ
れると、要求データ生成部８６によりその許可を表す顧客許可データを生成し、当該生成
した顧客許可データを送信部８７からデータ提供サーバ５１に送信する。
【０１０８】
この結果、携帯型専用端末５３は、データ提供サーバ５１から送信された広告主企業紹介
データを受信部８０によって受信すると、当該受信した広告主企業紹介データを再生部８
５に送出して表示し、この状態で操作部８３の操作により顧客に所望の広告主及び企業を
選択させる。
【０１０９】
そして、携帯型専用端末５３は、顧客の選択した広告主及び企業の情報を要求データ生成
部８６及び送信部８７を順次介してデータ提供サーバ５１に送信し、この結果、選択した
広告主及び企業と契約を結ぶと、広告主企業サイトから送信される広告等の所望の配信デ
ータを受信部８０によって受信して記録制御部８１により記録媒体８２に記録する。
【０１１０】
これにより携帯型専用端末５３は、操作部８３の操作に応じて再生制御部８４により記録
媒体８２からその配信データを再生し、当該再生した配信データを再生部８５に送出する
ことにより広告主企業サイトから提供された配信データを顧客に楽しませることができる
。
【０１１１】
これに加えて、携帯型専用端末５３は、顧客により操作部８３を介してカスタマイズ要求
が入力されると、要求データ生成部８６によりそのカスタマイズ要求を表すカスタマイズ
要求データを生成し、当該生成したカスタマイズ要求データを送信部８７からデータ提供
サーバ５１に送信する。
【０１１２】
この結果、携帯型専用端末５３は、データ提供サーバ５１から送信されるカスタマイズ登
録画面データを受信部８０によって受信すると、当該受信したカスタマイズ登録画面デー
タを再生部８５に送出することによりそのカスタマイズ登録画面データに基づくカスタマ
イズ登録画面を表示する。
【０１１３】
これにより携帯型専用端末５３は、操作部８３の操作に応じてカスタマイズ登録画面上で
コンテンツ選択画面をカスタマイズするための画面カスタマイズ情報が入力されると、当
該入力された画面カスタマイズ情報を要求データ生成部８６及び送信部８７を順次介して
データ提供サーバ５１に送信する。
【０１１４】
また、携帯型専用端末５３は、操作部８３の操作に応じてカスタマイズ登録画面上で当該
携帯型専用端末５３の筐体の色をカスタマイズするための筐体カスタマイズ情報を入力さ
せることもでき、その筐体カスタマイズ情報が入力されると、これも要求データ生成部８
６を介して送信部８７からデータ提供サーバ５１に送信する。
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【０１１５】
このようにして携帯型専用端末５３は、データ提供サーバ５１に対してコンテンツ選択画
面及び携帯型専用端末５３の筐体に対するカスタマイズを要求することができ、かくして
このようなカスタマイズを要求した後には、コンテンツ選択画面を画面カスタマイズ情報
に基づいて加工処理して得られた顧客固有のカスタマイズ選択画面を再生部８５で表示し
ながらコンテンツデータを選択指定することができると共に、顧客の指定した色の携帯型
専用端末５３に交換することもできる。
【０１１６】
また、携帯型専用端末５３は、顧客により操作部８３を介して等価交換要求が入力される
と、要求データ生成部８６によりその等価交換要求を表す等価交換要求データを生成し、
当該生成した等価交換要求データを送信部８７からデータ提供サーバ５１に送信する。
【０１１７】
この結果、携帯型専用端末５３は、データ提供サーバ５１から等価交換に関する検索結果
情報が送信されると、これを受信部８０によって受信して再生部８５に送出することによ
りその検索結果情報に基づいて顧客が購入及びレンタルによって占有しているコンテンツ
データの取得価格とパッケージメディアの販売価格及びタイトルとこれら価格の差分とを
表示する。
【０１１８】
　このようにして携帯型専用端末５３は、顧客により操作部８３を介して等価交換 承諾
されると、要求データ生成部８６によりその承諾を表す交換承諾データを生成し、当該生
成した交換承諾データを送信部８７からデータ提供サーバ５１に送信することにより、こ
の後、顧客の占有するコンテンツデータの取得価格とパッケージメディアの販売価格との
差分を顧客の指定する方法（すなわち、金銭による支払いやポイントによる支払い）で電
子的に課金処理させ、かくしてパッケージメディアを最小限の投資で取得させることがで
きる。
【０１１９】
因みに、携帯型専用端末５３は、データ提供サーバ５１からレンタル期間の終了間近なコ
ンテンツデータに対する確認画面データが送信されると、これを受信部８０によって受信
して再生部８５に送出してその確認画面データに基づく確認画面を表示させることにより
当該確認画面によって顧客にコンテンツデータのレンタル期間が終了することを報知する
。
【０１２０】
そして、携帯型専用端末５３は、このとき顧客により操作部８３を介してレンタル期間の
終了又は延長が指定されると、要求データ生成部８６を介して送信部８７からデータ提供
サーバ５１に通知する。
【０１２１】
また、携帯型専用端末５３は、コンテンツデータを返却する前にそのレンタル期間が終了
したためにデータ提供サーバ５１からレンタル期間の終了したコンテンツデータの消去命
令が送信されると、これを受信部８０によって受信することにより記録制御部によりその
消去命令に基づいて記録媒体からレンタル期間の終了したコンテンツデータを消去し、か
くしてコンテンツデータの不当な利用（再生）を防止する。
【０１２２】
以上の構成において、このデータ提供システム５０では、データ提供サーバ５１が顧客の
操作するリクエスト端末５２から送信された予約データに応じて当該顧客の指定する取扱
店専用の携帯型専用端末５３をその顧客が指定したコンテンツデータを記録して販売及び
レンタルする。
【０１２３】
そして、このデータ提供サーバ５１は、顧客から携帯型専用端末５３を用いてコンテンツ
指定データが与えられると、コンテンツデータベース５６からコンテンツ指定データに応
じてコンテンツデータを読み出すと共に、当該読み出したコンテンツデータをその携帯型
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専用端末５３に送信して記録するようにした。
【０１２４】
また、データ提供サーバ５１は、携帯型専用端末５３を購入及びレンタルしている顧客の
顧客登録情報を顧客データベース５５に登録し、当該顧客が携帯型専用端末５３をコンテ
ンツデータの購入及びレンタルに利用する毎にその利用状況に応じて顧客登録情報を更新
し、その顧客から携帯型専用端末５３を用いて顧客情報の公開が許可されると、顧客登録
情報により広告主企業データベース５８内の広告主企業登録情報を検索して顧客の嗜好に
合った配信データを提供している広告主及び企業を選定して紹介するようにした。
【０１２５】
さらに、データ提供サーバ５１は、顧客から携帯型専用端末５３を用いてコンテンツ選択
画面に対するカスタマイズが要求されると、その要求に応じてコンテンツ選択画面をカス
タマイズし、当該コンテンツ選択画面をカスタマイズして得られたカスタマイズ画面を顧
客の携帯型専用端末５３に提供してコンテンツデータを選択させるようにした。
【０１２６】
これに加えて、データ提供サーバ５１は、顧客から携帯型専用端末５３を用いて購入及び
レンタルしているコンテンツデータとパッケージメディアとの等価交換が要求されると、
当該顧客の占有しているコンテンツデータの取得価格とパッケージメディアの販売価格と
の差分の支払いにより顧客にパッケージメディアを提供するようにした。
【０１２７】
従って、このデータ提供システム５０では、顧客がネット接続機器を所有していなくても
ＫＩＯＳＫ等に設置したリクエスト端末５２により、コンテンツデータを記録再生可能な
携帯型専用端末５３の購入及びレンタルを事前に予約し、当該予約した携帯型専用端末５
３を受け取った後にはその携帯型専用端末５３を用いて配信対象のコンテンツデータを取
得することができる。
【０１２８】
また、このデータ提供システム５０では、顧客がその携帯型専用端末５３を利用すれば、
自分の要求に合わせてカスタマイズしたカスタマイズ画面を用いてコンテンツデータを容
易に選択することができると共に、配信によって取得したコンテンツデータを最小限の投
資でそのコンテンツデータを格納したパッケージメディアに交換することもでき、さらに
は多数の広告主企業サイトから自分の嗜好に合った配信データを提供している広告主及び
企業を容易に選択してその配信データの配信も利用することができる。
【０１２９】
この結果、データ提供システム５０では、ネット接続機器を所有していない顧客にも、イ
ンターネットの利便性を充分に享受して容易に利用させることができる。
【０１３０】
そして、このデータ提供システム５０では、取扱店専用の携帯型専用端末５３を用いてこ
れを顧客に販売及びレンタルして使用させるため、インターネットと共に取扱店を利用す
る顧客を容易に確保することができ、かくして取扱店によるインターネットの参入及び利
用を容易にすることができる。
【０１３１】
以上の構成によれば、データ提供サーバ５１において、リクエスト端末５２から送信され
る予約データに応じてコンテンツデータの記録再生可能な取扱店専用の携帯型専用端末５
３を販売及びレンタルし、当該販売及びレンタルした携帯型専用端末５３から送信される
コンテンツ指定データに応じてコンテンツデータを配信してその携帯型専用端末５３に記
録すると共に、その携帯型専用端末５３から送信される顧客の許可に応じて顧客登録情報
により広告主及び企業を選定して紹介し、当該携帯型専用端末５３から送信されるカスタ
マイズ要求に応じてコンテンツ選択画面をカスタマイズしてその携帯型専用端末５３に提
供すると共に、その携帯型専用端末５３から送信される等価交換要求に応じて配信により
顧客の占有しているコンテンツデータと、当該コンテンツデータが格納されたパッケージ
メディアとを交換価値をほぼ等価にして等価交換するようにしたことにより、ネット接続
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機器を所有していない顧客にインターネットの利便性を充分に享受して容易に利用させる
ことができると共に、インターネットを利用する取扱店に専用の携帯型専用端末５３によ
って顧客を容易に確保させることができ、かくしてインターネットをさらに普及させ得る
データ提供システムを実現することができる。
【０１３２】
なお、上述した第１の実施の形態においては、リクエスト端末５２を用いて顧客登録を要
求すると共に、携帯型専用端末５３の購入及びレンタルを要求するようにした場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、リクエスト端末５２に代えてパーソナルコンピュー
タ等のネット接続機器を用いて顧客登録を要求し、携帯型専用端末５３の購入及びレンタ
ルを要求するようにしても良い。これによりネット接続機器を所有していない顧客のみな
らずに、当該ネット接続機器を所有している顧客にも携帯型専用端末５３を利用してイン
ターネットの利便性を今まで以上に享受させることができる。
【０１３３】
（３）第２の実施の形態
図５は第２の実施の形態によるデータ提供システム１００を示し、図１乃至図３について
上述したシステム管理サイト２及び取扱店４Ａ乃至４Ｎに対応するデータ提供サーバ１０
１に図１乃至図３について上述した携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎと同様な携帯型専用端末
１０２が直接接続されると共に、当該データ提供サーバ１０１に図１乃至図３について上
述した顧客３に対応するリクエスト端末１０３（すなわち、顧客３の使用したリクエスト
端末）と、決済処理サーバ１０４とがそれぞれインターネット１０５を介して接続されて
構成されている。
【０１３４】
データ提供サーバ１０１は、顧客データベース１１０及びコンテンツデータベース１１１
を有しており、当該顧客データベース１１０に図１及び図４について上述した顧客登録と
同様の顧客登録を実行して生成した顧客登録情報（顧客の氏名、顧客ＩＤ、顧客の取引銀
行の口座番号等からなる）を記憶している。
【０１３５】
また、データ提供サーバ１０１は、コンテンツデータベース１１１に多数のコンテンツデ
ータを記憶すると共に、当該コンテンツデータ毎の固有のコンテンツ識別情報（以下、こ
れをコンテンツＩＤと呼ぶ）と、タイトル（例えば、曲名）と、価格（販売価格及びレン
タル価格）等からなるコンテンツ付随情報をリスト化して生成したデータテーブルを記憶
している。
【０１３６】
そして、データ提供サーバ１０１は、コンテンツデータのレンタルを希望する顧客の操作
によりリクエスト端末１０３からレンタルの形式でコンテンツデータを予約する顧客予約
情報（以下、これを特にレンタル予約情報と呼ぶ）がレンタル予約要求データとしてイン
ターネット１０５を介して送信されると、これを受信部１１５によって受信し、当該受信
したレンタル予約要求データを課金処理部１１６により記録制御データに変換して記録制
御部１１ 7に送出する。
【０１３７】
ここで、データ提供サーバ１０１は、記録制御部１１７により顧客によってレンタルが希
望されたコンテンツデータを記録する携帯型専用端末１０２固有の専用端末識別情報（以
下、これを専用端末ＩＤと呼ぶ）を含むレンタル予約受付データを生成し、当該生成した
レンタル予約受付データを送信部１１８からインターネット１０５を介してリクエスト端
末１０３に送信することにより顧客に希望するコンテンツデータのレンタルの予約を受け
付けたことを通知する。
【０１３８】
また、データ提供サーバ１０１は、記録制御部１１７により記録制御データに基づいてコ
ンテンツデータベース１１１から顧客によりレンタルが希望されたコンテンツデータを読
み出すと共に、当該読み出したコンテンツデータを顧客に通知した専用端末ＩＤを有する
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携帯型専用端末１０２に送出することによりその携帯型専用端末１０２内の記録媒体にコ
ンテンツデータを記録する。
【０１３９】
このようにしてデータ提供サーバ１０１は、コンテンツデータの記録再生機能を有する携
帯型専用端末１０２に対して顧客から要求されたコンテンツデータを記録しておき、この
後、顧客が当該データ提供サーバ１０１の設置されている例えば取扱店に来店すると、そ
の顧客にレンタル希望のコンテンツデータを携帯型専用端末１０２と共に引き渡す。
【０１４０】
これによりデータ提供サーバ１０１は、顧客にレンタル期間に応じてコンテンツデータを
携帯型専用端末１０２と共にレンタルし、当該顧客に携帯型専用端末１０２でコンテンツ
データを再生させて楽しませることができるようになされている。
【０１４１】
ところで、図５と共に図６に示すように、リクエスト端末１０３から送信されるレンタル
予約要求データＤ２は、顧客の氏名、顧客ＩＤ、パスワード、レンタルを希望するコンテ
ンツデータＤ１のタイトル、レンタル期間及びレンタル料の支払い方法（店頭での現金及
びプリペイドカードによる支払い、リクエスト端末でのプリペイドカードによる支払い、
クレジットによる支払い）等の情報を有している。
【０１４２】
従って、データ提供サーバ１０１は、リクエスト端末１０３から送信されたレンタル予約
要求データＤ２を受信部１１５によって受信したとき、課金処理部１１６によりそのレン
タル予約要求データＤ２からレンタル料の支払い方法の情報（以下、これを支払い情報と
呼ぶ）を抽出する。
【０１４３】
そして、データ提供サーバ１０１は、支払い情報がクレジットによる支払いを指定してい
るときには、課金処理部１１６によりレンタル予約要求データＤ２に含まれる顧客ＩＤに
基づいて顧客データベース１１０からコンテンツデータＤ１のレンタルを希望している顧
客の顧客登録情報を読み出すと共に、当該レンタル予約要求データＤ２に含まれるコンテ
ンツデータＤ１のタイトルに基づいてコンテンツデータベース１１１内のデータテーブル
を検索することにより顧客によってレンタルの希望されたコンテンツデータＤ１の付随情
報を読み出す。
【０１４４】
これによりデータ提供サーバ１０１は、課金処理部１１６により予め記憶している携帯型
専用端末１０２のレンタル料及び取扱店の取引銀行の口座番号と、レンタル予約要求デー
タＤ２と、顧客登録情報と、コンテンツデータＤ１の付随情報とに基づいて課金処理を実
行することにより、コンテンツデータＤ１のレンタル期間に応じた顧客への請求金額と、
顧客及び取扱店の口座番号等を表す課金情報を生成し、当該生成した課金情報を送信部１
１８からインターネット１０５を介して決済処理サーバ１０４に送信する。
【０１４５】
この結果、データ提供サーバ１０１は、決済処理サーバ１０４から課金情報に基づく電子
的な決済処理が終了して決済終了通知が送信されると、これを受信部１１５によって受信
して課金処理部１１６で認識することより当該課金処理部１１６によりレンタル予約要求
データＤ２に取扱店ＩＤを付加して記録制御データＤ３を生成し、当該生成した記録制御
データＤ３を記録制御部１１７に送出する。
【０１４６】
因みに、データ提供サーバ１０１は、課金処理部１１６により記録制御データＤ３を生成
するとき、レンタル予約要求データＤ２に含まれている顧客の氏名を顧客登録情報として
登録しているコード化した顧客の氏名に変更すると共に、コンテンツデータＤ１のタイト
ルをコンテンツＩＤに変更し、またレンタル期間の日数をコード化すると共に、顧客の口
座番号を追加している。
【０１４７】
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そして、データ提供サーバ１０１は、課金処理部１１６から記録制御データＤ３を記録制
御部１１７に送出すると、当該記録制御部１１７によりレンタル予約受付データを生成し
て送信部１１８からリクエスト端末１０３に送信する。
【０１４８】
この後、データ提供サーバ１０１は、記録制御部１１７によりその記録制御データＤ３に
基づいて、当該記録制御データＤ３の内容に顧客がレンタルを希望したコンテンツデータ
Ｄ１を記録する携帯型専用端末１０２の専用端末ＩＤと、当該コンテンツデータＤ１が不
当にコピーされたときにそのコピー履歴を示すコピー履歴情報とを付加してヘッダデータ
Ｄ４を生成し、これを顧客がレンタルを希望したコンテンツデータＤ１に付加して携帯型
専用端末１０２に記録する。
【０１４９】
これによりデータ提供サーバ１０１は、顧客にレンタルした携帯型専用端末１０２及びコ
ンテンツデータＤ１がヘッダデータＤ４により自分の店でレンタルしたものであることを
容易に識別し得るようになされている。
【０１５０】
また、顧客にレンタルされる携帯型専用端末１０２は、ヘッダデータＤ４に格納されてい
るレンタル期間の情報に従ってコンテンツデータＤ１のレンタル期間が過ぎたかどうかを
監視しており、当該コンテンツデータＤ１がレンタル期間を過ぎても返却されないとき（
すなわち、コンテンツデータＤ１が携帯型専用端末１０２と共に返却されないとき）には
コンテンツデータＤ１を再生不可能な状態にし、かくしてレンタルされたコンテンツデー
タＤ１がレンタル期間の過ぎた後にも不当に利用され続けることを防止し得るようになさ
れている。
【０１５１】
さらに、携帯型専用端末１０２は、顧客にレンタルされている間にレンタル中のコンテン
ツデータＤ１が不当にコピーされたときにはヘッダデータＤ４内のコピー履歴情報にその
コピー回数を書き込むようにしており、これにより取扱店に返却された際にはヘッダデー
タＤ４内のコピー履歴情報により顧客がコンテンツデータＤ１を不当にコピーしたことを
知らせることができるようになされている。
【０１５２】
また、データ提供サーバ１０１は、リクエスト端末１０３から送信されたレンタル予約要
求データＤ２によりリクエスト端末１０３でのプリペイドカードによる支払いが指定され
ていると、課金処理部１１６によって携帯型専用端末１０２のレンタル料と、レンタル予
約要求データＤ２と、コンテンツデータＤ１の付随情報とに基づいて課金処理を実行する
ことによりコンテンツデータＤ１のレンタル期間に応じた顧客への請求金額を算出し、当
該算出した請求金額の情報を課金データとして送信部１１８からインターネット１０５を
介してリクエスト端末１０３に送信する。
【０１５３】
この結果、データ提供サーバ１０１は、リクエスト端末１０３から課金データに基づきプ
リペイドカードによる支払いが終了して送信されたプリペイド支払い終了データを受信部
１１５によって受信すると、課金処理部１１６により顧客の口座番号に代えてリクエスト
端末１０３でプリペイドカードによる支払いが終了したことを表す情報を格納したレンタ
ル予約要求データＤ２に取扱店ＩＤを付加して記録制御データＤ３を生成し、当該生成し
た記録制御データＤ３を記録制御部１１７に送出する。
【０１５４】
そして、データ提供サーバ１０１は、課金処理部１１６から記録制御データＤ３を記録制
御部１１７に送出すると、上述と同様にして記録制御部１１７によりレンタル予約受付デ
ータを送信部１１８からリクエスト端末１０３に送信すると共に、その記録制御データＤ
３に基づいてヘッダデータＤ４を生成してコンテンツデータＤ１と共に携帯型専用端末１
０２に記録する。
【０１５５】
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さらに、データ提供サーバ１０１は、リクエスト端末１０３から送信されたレンタル予約
要求データＤ２により店頭での現金及びプリペイドカードによる支払いが指定されている
ときには、課金処理部１１６により顧客の口座番号に代えて店頭で現金及びプリペイドカ
ードによる支払いが終了したことを表す情報を格納したレンタル予約要求データＤ２に取
扱店ＩＤを付加して記録制御データＤ３を生成すると共に、当該生成した記録制御データ
Ｄ３を記録制御部１１７に送出する。
【０１５６】
そして、データ提供サーバ１０１は、この場合も上述と同様にして課金処理部１１６から
記録制御データＤ３を記録制御部１１７に送出し、当該記録制御部１１７によりレンタル
予約受付データを送信部１１８からリクエスト端末１０３に送信すると共に、その記録制
御データＤ３に基づいてヘッダデータＤ４を生成してコンテンツデータＤ１と共に携帯型
専用端末１０２に記録する。
【０１５７】
因みに、データ提供サーバ１０１は、課金処理部１１６にプリペイドカードのスロットが
設けられており、店頭でのプリペイドカードによる支払いが指定されているときには、課
金処理部１１６によりコンテンツデータＤ１のレンタル期間に応じた顧客への請求金額を
算出しておき、顧客が携帯型専用端末１０２を受け取りに来店したときに当該顧客の所有
しているプリペイドカードがスロットに挿入されると、そのプリペイドカードにより顧客
のレンタル料を清算する。
【０１５８】
なお、かかるデータ提供サーバ１０１は、顧客が来店してコンテンツデータＤ１のレンタ
ルを要求した場合にも対応し得るようになされており、この場合には、取扱店の店員によ
り操作情報入力部を介して図６について上述したレンタル予約要求データＤ２と同様の内
容のレンタル情報が入力されることにより当該入力されたレンタル情報を課金処理部１１
６に送出し、かくして上述したリクエスト端末１０３を用いたレンタル予約時と同様にし
て携帯型専用端末１０２にコンテンツデータＤ１を記録する。
【０１５９】
一方、リクエスト端末１０２（図５）は、顧客により操作情報入力部１２０を介して上述
したレンタル予約要求データＤ２の内容と同様のレンタル予約情報が入力されると、操作
情報判別部１２１を介して要求データ生成部１２２によりそのレンタル予約情報に基づい
て上述したレンタル予約要求データＤ２を生成し、当該生成したレンタル予約要求データ
Ｄ２を送信部１２３からインターネット１０５を介してデータ提供サーバ１０１に送信す
る。
【０１６０】
この結果、リクエスト端末１０３は、データ提供サーバ１０１からインターネット１０５
を介してレンタル予約受付データが送信されると、これを受信部１２４によって受信し、
当該受信したレンタル予約受付データを判別部１２５から表示部１２６に送出することに
より顧客に希望するコンテンツデータＤ１のレンタル予約の受け付けが終了したことを報
知すると共に、当該コンテンツデータＤ１と共にレンタルする携帯型専用端末１０２の専
用端末ＩＤを報知する。
【０１６１】
因みに、リクエスト端末１０３は、プリペイドカードのスロットを有する課金処理部１２
７が設けられており、操作情報入力部１２０を介して当該リクエスト端末１０３でプリペ
イドによる支払いが指定されたときには、操作情報判別部１２１によりこれを判別して課
金処理部１２７に通知する。
【０１６２】
そして、リクエスト端末１０３は、このときレンタル予約要求データＤ２をデータ提供サ
ーバ１０１に送信することにより返送される課金データを受信部１２４によって受信し、
当該受信した課金データを判別部１２５によって判別して課金処理部１２７に送出する。
【０１６３】
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これによりリクエスト端末１０３は、顧客の所有しているプリペイドカードが課金処理部
１２７のスロットに挿入されると、当該課金処理部１２７により課金データに基づいてそ
のプリペイドカードで顧客のレンタル料を清算した後、プリペイド支払い終了データを生
成して送信部１２３からインターネット１０５を介してデータ提供サーバ１０１に送信す
る。
【０１６４】
ここで、データ提供システム１００のデータ提供サーバ１０１及びリクエスト端末１０３
によるレンタル予約処理手順について、レンタル料の支払い（すなわち、課金処理）を除
いて説明すると、図７（Ａ）に示すように、まずリクエスト端末１０３は、ルーチンＲＴ
１の開始ステップから入ってステップＳＰ１に移る。
【０１６５】
ステップＳＰ１において、リクエスト端末１０３は、顧客により操作情報入力部１２０を
介してレンタル予約情報が入力されることを待ち受け、当該レンタル予約情報が入力され
ると、続くステップＳＰ２に移って要求データ生成部１２２によりレンタル予約要求デー
タＤ２を生成し、当該生成したレンタル予約要求データＤ２を送信部１２３からインター
ネット１０５を介してデータ提供サーバ１０１に送信してステップＳＰ３に移る。
【０１６６】
このとき、図７（Ｂ）に示すように、データ提供サーバ１０１は、ルーチンＲＴ２の開始
ステップから入って続くステップＳＰ１１に移り、当該ステップＳＰ１１においてリクエ
スト端末１０３からのレンタル予約要求データＤ２の送信を待ち受け、当該リクエスト端
末１０３から送信されたレンタル予約要求データＤ２を受信部１１９で受信すると、ステ
ップＳＰ１２に移る。
【０１６７】
ステップＳＰ１２において、データ提供サーバ１０１は、課金処理部１１６によりレンタ
ル予約要求データＤ２を用いて記録制御データＤ３を生成し、続くステップＳＰ１３に移
る。
【０１６８】
ステップＳＰ１３において、データ提供サーバ１０１は、レンタル予約受付データを生成
して送信部１１８からインターネット１０５を介してリクエスト端末１０３に送信し、ス
テップＳＰ１４に移る。
【０１６９】
このとき、リクエスト端末１０３は、ステップＳＰ３において、データ提供サーバ１０１
からレンタル予約受付データが送信されることを待ち受けており、当該ステップＳＰ３に
おいて、データ提供サーバ１０１から送信されたレンタル予約受付データを受信すると、
続くステップＳＰ４に移る。
【０１７０】
ステップＳＰ４において、リクエスト端末１０３は、そのレンタル予約受付データを表示
部１２６に送出して表示することにより顧客にコンテンツデータＤ１のレンタル予約の受
け付けが終了したことを報知すると共に、当該コンテンツデータＤ１と共にレンタルする
携帯型専用端末１０２の専用端末ＩＤを報知し、続くステップＳＰ５に移って当該リクエ
スト端末１０３の処理を終了する。
【０１７１】
また、ステップＳＰ１４において、データ提供サーバ１０１は、記録制御データＤ３に基
づいてヘッダデータＤ４を生成してステップＳＰ１５に移り、当該ステップＳＰ１５にお
いて、その記録制御部１１７により顧客の希望しているコンテンツデータＤ１にヘッダデ
ータＤ４を付加して携帯型専用端末１０２内の記録媒体に記録した後、ステップＳＰ１６
に移って当該データ提供サーバ１０１の処理を終了する。このようにしてデータ提供シス
テム１００は、コンテンツデータＤ１に対するレンタル予約処理を終了する。
【０１７２】
以上の構成において、このデータ提供システム１００では、取扱店に設置したデータ提供

10

20

30

40

50

(31) JP 3871201 B2 2007.1.24



サーバ１０１のコンテンツデータベース１１１に多数のコンテンツデータＤ１を記憶して
おき、顧客によりリクエスト端末１０３を用いて希望するコンテンツデータＤ１のレンタ
ルの予約が要求されると、当該データ提供サーバ１０１によりそのコンテンツデータＤ１
を携帯型専用端末１０２に記録し、この後、顧客が取扱店に来店したときにその予約され
たコンテンツデータＤ１を携帯型専用端末１０２と共にレンタルする。
【０１７３】
従って、このデータ提供サーバ１００では、顧客がパーソナルコンピュータのようにコン
テンツデータＤ１の記録再生機能を有し、インターネットに接続してコンテンツデータＤ
１を取得可能な機器（以下、これをコンテンツ取得機器と呼ぶ）を所有していない場合で
も、取扱店でレンタルする携帯型専用端末１０２によりコンテンツをデータとして容易に
提供することができる。
【０１７４】
また、データ提供システム１００では、コンテンツデータＤ１をレンタルする場合、デー
タ提供サーバ１０１に対してリクエスト端末１０３を用いて予め希望するコンテンツデー
タＤ１のレンタルを予約しておくことができるため、携帯型専用端末１０２にコンテンツ
データＤ１を記録している間、顧客を待たせるようなことはなく、取扱店に来店した顧客
にコンテンツデータＤ１と共に携帯型専用端末１０２をスムーズに手渡すことができる。
【０１７５】
さらに、このデータ提供システム１００では、顧客がリクエスト端末１０３を操作してコ
ンテンツデータＤ１のレンタルを予約するときにも携帯型専用端末１０２にコンテンツデ
ータＤ１を記録するための記録制御データＤ３を生成した時点で当該顧客にレンタル予約
を受け付けたことを通知するため、携帯型専用端末１０２にコンテンツデータＤ１を記録
している間、その顧客にリクエスト端末１０２の前で待たせることなくコンテンツデータ
Ｄ１のレンタルの予約をスムーズに行うことができる。
【０１７６】
因みに、インターネット１０５によるコンテンツデータＤ１の配信を利用するにはコンテ
ンツ取得機器が必要になることは既に述べたが、そのコンテンツデータＤ１の配信に利用
するインターネット１０５の知識も必要となり、インターネット１０５の知識がなければ
、コンテンツデータＤ１の配信を容易には受け難い場合がある。
【０１７７】
これに対して、第２の実施の形態によるデータ提供システム１００を利用すれば、顧客が
コンテンツデータＤ１のレンタルを予約する際にインターネット１０５を利用するものの
、データ提供サーバ１５１に簡易な操作で直接アクセスする専用のリクエスト端末１０３
を用いてコンテンツデータＤ１のレンタルを予約するため、コンテンツ取得機器を所有し
ていない顧客に加えてインターネット１０５に対する知識を有していない顧客にもコンテ
ンツデータを容易に取得させることができる。
【０１７８】
以上の構成によれば、多数のコンテンツデータＤ１を記憶したコンテンツデータベース１
１１を有するデータ提供サーバ１０１にリクエスト端末１０３を用いて希望するコンテン
ツデータＤ１のレンタルを予約し、当該データ提供サーバ１０１によりその希望するコン
テンツデータＤ１を携帯型専用端末１０２に記録して当該コンテンツデータＤ１と共に携
帯型専用端末１０２をレンタルするようにしたことにより、コンテンツ取得機器を所有し
ていない顧客に対してコンテンツデータを一段と容易に提供することができ、かくして使
い勝手を格段的に向上し得るデータ提供システムを実現することができる。
【０１７９】
なお、上述した第２の実施の形態においては、取扱店専用の携帯型専用端末１０２をコン
テンツデータＤ１と共にレンタルするようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、携帯型専用端末１０２を顧客に販売し、当該携帯型専用端末１０２にコンテンツ
データＤ１をレンタル用及び購入用として記録するようにしても良い。このようにすれば
、コンテンツデータＤ１の購入を希望したときでも、購入した携帯型専用端末１０２に同
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様に購入したコンテンツデータＤ１を記録して保管することができ、データ提供システム
１００の使い勝手をさらに向上させることができる。
【０１８０】
また、上述した第２の実施の形態においては、取扱店専用の携帯型専用端末１０２にレン
タル希望のコンテンツデータＤ１を記録するようにした場合について述べたが、本発明は
これに限らず、取扱店に顧客が持ち込む携帯電話機や携帯型のＭＤ（ Mini Disc ソニー商
標）プレーヤ等のような携帯型の記録再生装置等にもレンタル及び購入希望のコンテンツ
データＤ１を記録するようにしても良い。このようにすれば、コンテンツ取得機器を所有
している顧客もデータ提供システムを手軽に利用することができ、当該データ提供システ
ムの汎用性を向上させることができる。
【０１８１】
さらに、上述した第２の実施の形態においては、リクエスト端末１０３からの顧客予約情
報に応じて取扱店で携帯型専用端末１０２にコンテンツデータを記録するようにした場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば携帯型専用端末１０２に製造会社や販
売会社等にある状態でコンテンツデータをインターネット等を利用し記録するようにして
も良い。このようにすれば、携帯型専用端末１０２を工場等から直接顧客に引き渡す場合
でもコンテンツデータを適確にレンタルすることができる。
【０１８２】
（４）第３の実施の形態
図５との対応部分に同一符号を付して示す図８は、第３の実施の形態によるデータ提供シ
ステム１５０を示し、図１乃至図３について上述したシステム管理サイト２及び取扱店４
Ａ乃至４Ｎに対応するデータ提供サーバ１５１の構成と、当該データ提供サーバ１５１に
図１乃至図３について上述したシステム管理サイト２に対応するコンテンツサーバ１５２
がインターネット１０５を介して接続された構成とを除いて第２の実施の形態によるデー
タ提供システム１００と同様に構成されている。
【０１８３】
この場合、コンテンツサーバ１５２は、データ提供サーバ１５１のコンテンツデータベー
ス１５３に記憶されているコンテンツデータＤ１よりも多い多数のコンテンツデータＤ１
と、当該コンテンツデータＤ１の付随情報（コンテンツＩＤ、タイトル、販売価格及びレ
ンタル価格等からなる）をリスト化して生成したデータテーブルとを記憶したコンテンツ
データベース１５４が設けられている。
【０１８４】
また、データ提供サーバ１５１の有するコンテンツデータベース１５３には、コンテンツ
サーバ１５２のコンテンツデータベース１５４に記憶されている多数のコンテンツデータ
Ｄ１の一部が記憶されると共に、当該コンテンツサーバ１５２のコンテンツデータベース
１５４に記憶されているデータテーブルにデータ提供サーバ１５１で記憶しているコンテ
ンツデータＤ１を表す情報を対応付けて生成した新たなデータテーブルが記憶されている
。
【０１８５】
さらに、データ提供サーバ１５１は、受信部１１５によって受信したデータがどのような
データであるかを判別する受信データ判別部１５５が設けられており、リクエスト端末１
０３からインターネット１０５を介して送信されたレンタル予約要求データＤ２を受信部
１１５によって受信したときには、当該受信したレンタル予約要求データＤ２を受信デー
タ判別部１５５から課金処理部１５６に送出する。
【０１８６】
　そして、データ提供サーバ１５１は、課金処理部１５６によりそのレンタル予約要求デ
ータＤ２に基づいてコンテンツデータベース１５３内のデータテーブルを検索し、顧客に
よりレンタルが希望されているコンテンツデータＤ１をそのコンテンツデータベース

に記憶しているか否かを判断する。
【０１８７】
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この結果、データ提供サーバ１５１は、課金処理部１５６により顧客によってレンタルが
希望されているコンテンツデータＤ１をコンテンツデータベース１５３内に記憶している
ことを確認すると、引き続き課金処理部１５６により記録制御データＤ３を記録制御部１
５７に送出する。
【０１８８】
これによりデータ提供サーバ１５１は、記録制御部１５６によりレンタル予約受付データ
を送信部１１８からリクエスト端末１０３に送信すると共に、その記録制御データＤ３に
基づいてヘッダデータＤ４を生成してコンテンツデータＤ１と共に携帯型専用端末１０２
に記録する。
【０１８９】
これに対して、図８と共に図９に示すように、データ提供サーバ１５１は、課金処理部１
５６によりコンテンツデータベース１５３内に顧客の希望しているコンテンツデータＤ１
を記憶していないことを確認したときには、引き続き課金処理部１５６により図５及び図
６について上述した第２の実施の形態によるデータ提供サーバ１０１（図５）の課金処理
部１１６と同様にしてレンタル予約要求データＤ２を用いて記録制御データＤ３を生成す
る（課金処理も実行している）ものの記録制御データＤ３をコンテンツ取得要求データと
して送信部１１８からインターネット１０５を介してコンテンツサーバ１５２に送信する
。
【０１９０】
この結果、データ提供サーバ１５１は、コンテンツサーバ１５２から、要求したコンテン
ツデータＤ１がコンテンツ取得要求データと共にインターネット１０５を介して返送され
ると、これを受信部１１５によって受信して受信データ判別部１５５に取り込み、当該コ
ンテンツデータＤ１及びコンテンツ取得要求データを受信データ判別部１５５から記録制
御部１５７に送出する。
【０１９１】
これによりデータ提供サーバ１５１は、記録制御部１５６によりコンテンツ取得要求デー
タ（すなわち、記録制御データＤ３である）に専用端末ＩＤ及びコピー履歴の情報を付加
してヘッダデータＤ４を生成すると共に、当該生成したヘッダデータＤ４をコンテンツサ
ーバ１５２から取得したコンテンツデータＤ１と共に携帯型専用端末１０２に記録する。
【０１９２】
このようにしてデータ提供サーバ１５１は、コンテンツデータベース１５３内に記憶して
いないコンテンツデータＤ１のレンタルが要求されたときでも、そのコンテンツデータＤ
１をコンテンツサーバ１５２から取得して顧客にレンタルし得るようになされている。
【０１９３】
因みに、このデータ提供サーバ１５１は、コンテンツサーバ１５２からコンテンツデータ
Ｄ１を取得するときには当該データ提供サーバ１５１のコンテンツデータベース１５３に
顧客の希望したコンテンツデータＤ１を記憶している場合に比べてレンタルの予約の受付
処理に時間がかかる。
【０１９４】
このため、データ提供１５１は、受信データ判別部１５５によりレンタル予約受付データ
を生成し、当該生成したレンタル予約受付データを送信することによりコンテンツサーバ
１５２からコンテンツデータＤ１を取得した時点で顧客にレンタルの予約を受け付けたこ
とを通知している。
【０１９５】
また、データ提供サーバ１５１は、顧客が来店してコンテンツデータＤ１のレンタルを要
求したときには取扱店の店員により操作情報入力部１１９を介して入力されるレンタル予
約要求データＤ２と同様の内容のレンタル情報を操作情報判別部１５８から課金処理部１
５６に送出し、かくして上述したリクエスト端末１０３を用いたレンタル予約時と同様に
して携帯型専用端末１０２にコンテンツデータＤ１を記録する。
【０１９６】
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さらに、データ提供サーバ１５１は、コンテンツデータベース１５３に新たにコンテンツ
データＤ１を記憶するためのコンテンツＩＤを含むコンテンツ情報が操作情報入力部１１
９を介して入力されると、当該コンテンツ情報を操作情報判別部１５８から要求データ生
成部１５９に送出し、当該要求データ生成部１５９によりそのコンテンツ情報を表すコン
テンツ要求データを生成して送信部１１８からインターネット１０５を介してコンテンツ
サーバ１５２に送信する。
【０１９７】
この結果、データ提供サーバ１５１は、コンテンツサーバ１５２から所望のコンテンツデ
ータＤ１と共にその付随情報が送信されると、これを受信部１１５によって受信し、当該
受信したコンテンツデータＤ１及び付随情報を受信データ判別部１５５から記録制御部１
５７に送出することにより当該記録制御部１５７によりコンテンツデータベース１５３に
そのコンテンツデータＤ１及び付随情報を記憶する。
【０１９８】
これによりデータ提供サーバ１５１は、コンテンツサーバ１５２からコンテンツデータＤ
１を取得するには比較的時間がかかるものの、コンテンツデータベース１５３に記憶して
いないコンテンツデータＤ１のなかでも例えばレンタルの要求が比較的多いものについて
はコンテンツサーバ１５２から取得してコンテンツデータベース１５３に記憶しておき、
かくして顧客によるレンタルの要求に迅速に対応し得るようになされている。
【０１９９】
一方、コンテンツサーバ１５２（図８）は、データ提供サーバ１５１からインターネット
１０５を介してコンテンツ取得要求データが送信されると、これを受信部１６０によって
受信し、コンテンツＩＤ抽出部１６１によりそのコンテンツ取得要求データからコンテン
ツＩＤを抽出してコンテンツ検索部１６２に送出すると共に、当該コンテンツ取得要求デ
ータを送信データ生成部１６４に送出する。
【０２００】
これによりコンテンツサーバ１５２は、コンテンツ検索部１６２によりそのコンテンツＩ
Ｄに基づいてコンテンツデータベース１５４内を検索し、対応するコンテンツデータＤ１
を読み出して送信データ生成部１６４に送出すると共に、当該送信データ生成部１６４に
よりそのコンテンツデータＤ１にコンテンツ取得要求データを付加して送信部１６５から
インターネット１０５を介してデータ提供サーバ１５１に送信する。
【０２０１】
また、コンテンツサーバ１５２は、データ提供サーバからインターネット１９５を介して
コンテンツ要求データが送信されると、これを受信部１６０によって受信し、コンテンツ
ＩＤ抽出部１６１によりそのコンテンツ要求データからコンテンツＩＤを抽出してコンテ
ンツ検索部１６２に送出する。
【０２０２】
これによりコンテンツサーバ１５２は、コンテンツ検索部１６２によりそのコンテンツＩ
Ｄに基づいてコンテンツデータベース１５４内を検索し、対応するコンテンツデータＤ１
と付随情報とを読み出すと共に、当該読み出したコンテンツデータＤ１及び付随情報を送
信データ生成部１６４を介して送信部１６５からインターネット１０５を介してデータ提
供サーバ１５１に送信する。
【０２０３】
このようにしてコンテンツサーバ１５２は、データ提供サーバ１５１にコンテンツデータ
Ｄ１を提供することができる。
【０２０４】
ここで、データ提供システム１５０のデータ提供サーバ１５１及びリクエスト端末１０３
並びにコンテンツサーバ１５２によるレンタル予約処理手順について、レンタル料の支払
い（すなわち、課金処理）を除いて説明すると、図１０（Ａ）に示すように、まずリクエ
スト端末１０３は、ルーチンＲＴ１の開始ステップから入って図７（Ａ）について上述し
た場合と同様の処理を実行する。
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【０２０５】
一方、図７（Ｂ）との対応部分に同一符号を付して図１０（Ｂ）に示すように、データ提
供サーバ１５１は、ルーチンＲＴ３の開始ステップから入って続くステップＳＰ１１及び
ステップＳＰ１２の処理を順次実行するとステップＳＰ２１に移り、当該ステップＳＰ２
１において課金処理部１５６によってコンテンツデータベース１５３内のデータテーブル
を検索することにより、顧客によりレンタルの希望されているコンテンツデータＤ１をコ
ンテンツサーバ１５２から取得する必要があるか否かを判断する。
【０２０６】
このステップＳＰ２１で肯定結果を得ることは、顧客によってレンタルの希望されたコン
テンツデータＤ１をデータ提供サーバ１５１のコンテンツデータベース１５３に記憶して
いないことを表し、このときデータ提供サーバ１５１は、ステップＳＰ２２に移り、課金
処理部１５６によって生成している記録制御データＤ３をコンテンツ取得要求データとし
て送信部１１８からインターネット１０５を介してコンテンツサーバ１５２に送信してス
テップＳＰ２３に移る。
【０２０７】
ここで、図１０（Ｃ）に示すように、コンテンツサーバ１５２は、ルーチンＲＴ４の開始
ステップから入って続くステップＳＰ３１に移り、当該ステップＳＰ３１においてデータ
提供サーバ１５１からのコンテンツ取得要求データの送信を待ち受けており、当該データ
提供サーバ１５１から送信されたコンテンツ取得要求データを受信部１１９で受信すると
、ステップＳＰ３２に移る。
【０２０８】
ステップＳＰ３２において、コンテンツサーバ１５２は、コンテンツＩＤ抽出部１６１に
よりコンテンツ取得要求データから抽出したコンテンツＩＤに基づいて、コンテンツ検索
部１６２によってコンテンツデータベース１５４内を検索し、当該コンテンツデータベー
ス１５４からそのコンテンツＩＤを有するコンテンツデータＤ１を読み出した後、ステッ
プＳＰ３３に移る。
【０２０９】
ステップＳＰ３３において、コンテンツサーバ１５２は、コンテンツデータベース１５４
から読み出したコンテンツデータＤ１に送信データ生成部１６４によりコンテンツ取得要
求データを付加して送信部１６５からインターネット１０５を介してデータ提供サーバ１
５１に送信し、続くステップＳＰ３４に移って当該コンテンツサーバ１５２の処理を終了
する。
【０２１０】
また、ステップＳＰ２３において、コンテンツサーバ１５２にコンテンツ取得要求データ
を送信したデータ提供サーバ１５１は、当該コンテンツサーバ１５２からコンテンツデー
タＤ１が送信されることを待ち受けており、当該コンテンツサーバ１５２から送信された
コンテンツデータＤ１を受信部１１５によって受信すると（コンテンツデータＤ１と共に
コンテンツ取得要求データも受信する）、ステップＳＰ２４に移る。
【０２１１】
ステップＳＰ２４において、データ提供サーバ１５１は、受信したコンテンツデータＤ１
及びコンテンツ取得要求データを受信データ判別部１５５から記録制御部１５７に送出す
ると共に、当該受信データ判別部１５５によりレンタル予約受付データを生成して送信部
１１８からインターネット１０５を介してリクエスト端末１０３に送信し、引き続きステ
ップＳＰ１４及びステップ１５の処理を順次実行した後、ステップ２５に移って当該デー
タ提供サーバ１５１の処理を終了する。このようにしてデータ提供システム１５０は、コ
ンテンツデータＤ１に対するレンタル予約処理を終了する。
【０２１２】
因みに、上述したステップＳＰ２１において否定結果を得ることは、顧客によりレンタル
の希望されたコンテンツデータＤ１をデータ提供サーバ１５１のコンテンツデータベース
１５３内に記憶していることを意味し、このときデータ提供サーバ１５１はステップＳＰ
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２４に移り、課金処理部１５６から記録制御データＤ３を受け取った記録制御部１５７に
よりレンタル予約受付データを生成して送信部１８からインターネット１０５を介してリ
クエスト端末１０３に送信した後、ステップＳＰ１４に移る。
【０２１３】
以上の構成において、このデータ提供システム１５０では、多数のコンテンツデータＤ１
を記憶したコンテンツデータベース１５３を有するデータ提供サーバ１５１に、インター
ネット１０５を介して当該データ提供サーバ１５１よりもさらに多数のコンテンツデータ
Ｄ１を記憶したコンテンツデータベース１５４を有するコンテンツサーバ１５２を接続す
る。
【０２１４】
そして、このデータ提供システム１５０では、データ提供サーバ１５１において、顧客の
操作したリクエスト端末１０３から送信されるレンタル予約要求データＤ２を受信したと
きには、その顧客によりレンタルの希望されたコンテンツデータＤ１を当該データ提供サ
ーバ１５１のコンテンツデータベース１５３に記憶しているか否かを判断して、顧客の希
望するコンテンツデータＤ１を記憶していないときにはコンテンツサーバ１５２からその
コンテンツデータＤ１を取得して顧客にレンタルする携帯型専用端末１０２に記録するよ
うにした。
【０２１５】
従って、このデータ提供システム１５０では、データ提供サーバ１５１に設けるコンテン
ツデータベース１５３の規模を比較的小型化することができると共に、このようにコンテ
ンツデータベース１５３の規模を小型化しても顧客によって要求される種々のコンテンツ
データＤ１を適確にレンタルすることができる。
【０２１６】
因みに、このデータ提供システム１５０では、データ提供サーバ１５１に設けるコンテン
ツデータサーバ１５３の規模を小型化することができるため、当該データ提供サーバ１５
１を設置する取扱店の設備投資を大幅に低減させることができる。
【０２１７】
以上の構成によれば、多数のコンテンツデータＤ１を記憶したコンテンツデータベース１
５３を有するデータ提供サーバ１５１に、当該データ提供サーバ１５１よりもさらに多数
のコンテンツデータＤ１を記憶したコンテンツデータベース１５４を有するコンテンツサ
ーバ１５２を接続し、顧客からレンタルの要求を受けるデータ提供サーバ１５１において
、当該レンタルの希望されたコンテンツデータＤ１をコンテンツデータベース１５３に記
憶していないときにはコンテンツサーバ１５２からそのコンテンツデータＤ１を取得して
顧客にレンタルするようにしたことにより、上述した第２の実施の形態によって得られる
効果に加えて、データ提供サーバ１５１に設けるコンテンツデータベース１５３の規模を
大幅に小型化することができると共に、このようにコンテンツデータベース１５３の規模
を小型化しても顧客によって要求される種々のコンテンツデータＤ１を適確にレンタルす
ることができるデータ提供システムを実現することができる。
【０２１８】
なお、上述した第３の実施の形態においては、コンテンツサーバ１５２のコンテンツデー
タベース１５４に記憶している多数のコンテンツデータＤ１の一部をデータ提供サーバ１
５１のコンテンツデータベース１５３に記憶するようにした場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、コンテンツサーバ１５２及びデータ提供サーバ１６１のコンテンツデ
ータベース１５４及び１５３にそれぞれ異なるコンテンツデータＤ１を記憶しても良い。
また、多数のデータ提供サーバ１５１及びコンテンツサーバ１５２のコンテンツデータベ
ースにそれぞれ異なるコンテンツデータＤ１を分散して記憶するようにしても良く、この
ようにすれば、データ提供サーバ１５１及びコンテンツサーバ１５２に設けるコンテンツ
データベースの規模を全体的にさらに小型化することができる。
【０２１９】
また、上述した第３の実施の形態においては、データ提供サーバ１５１がコンテンツサー
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バ１５２からコンテンツデータＤ１を取得するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、取扱店にレンタル及び販売用に購入しているパッケージメディアからコ
ンテンツデータＤ１を自動で選択して再生するチェンジャーを設置し、データ提供サーバ
１５１がそのチェンジャーからコンテンツデータＤ１を取得し、又はコンテンツサーバ１
５２とそのチェンジャーを併用して使用するようにしても良い。
【０２２０】
さらに、上述した第３の実施の形態においては、取扱店専用の携帯型専用端末１０２をコ
ンテンツデータＤ１と共にレンタルするようにした場合について述べたが、本発明はこれ
に限らず、携帯型専用端末１０２を顧客に販売し、当該携帯型専用端末１０２にコンテン
ツデータＤ１をレンタル用及び購入用として記録するようにしても良い。
【０２２１】
さらに、上述した第３の実施の形態においては、取扱店専用の携帯型専用端末１０２にレ
ンタル希望のコンテンツデータＤ１を記録するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、取扱店に顧客が持ち込む携帯電話機や携帯型のＭＤプレーヤ等のような
携帯型の記録再生装置等にもレンタル及び購入希望のコンテンツデータＤ１を記録するよ
うにしても良い。
【０２２２】
（５）第４の実施の形態
図１１は、第４の実施の形態によるデータ提供システム２００を示し、図１乃至図３につ
いて上述したシステム管理サイト２に対応する仲介サーバ２０１に、図１乃至図３につい
て上述した携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに対応する携帯型専用端末２０２及び図１及び図
３について上述した広告主企業サイト６に対応する広告主企業サーバ２０３がそれぞれイ
ンターネット２０４を介して接続されて構成されている。
【０２２３】
仲介サーバ２０１は、当該仲介サーバ２０１を介してインターネット２０４を利用する顧
客を登録するための顧客データベース２１０と、インターネット２０４を利用して広告等
の配信データを顧客に提供することを希望する広告主及び企業を登録するための広告主企
業データベース２１１とを有している。
【０２２４】
そして、仲介サーバ２０１は、広告主企業データベース２１１に予め広告主企業登録画面
データを記憶しており、広告主企業登録を希望する広告主及び企業の広告主企業サーバ２
０３から登録を要求する登録要求データが送信されると、これを受信部２１２によって受
信し、広告主企業情報更新部２１３によってその登録要求データに基づいて広告主企業デ
ータベース２１１から広告主企業登録画面データを読み出すと共に、当該読み出した広告
主企業登録画面データを送信部２１４からインターネット２０４を介して広告主企業サー
バ２０３に送信する。
【０２２５】
この結果、仲介サーバ２０１は、広告主及び企業サーバ２０３から広告主企業登録画面デ
ータに基づく広告主企業登録画面上でオペレータによって入力された図１２（Ａ）に示す
ような広告主企業情報が広告主企業登録情報データとして送信されると、これを受信部２
１２によって受信する。
【０２２６】
ここで、図１２（Ａ）に示すように、広告主企業サーバ２０３から仲介サーバ２０１に提
供される広告主企業情報は、会社名（すなわち、広告主名情報及び企業名情報）、電話番
号及びメールアドレスと、提供する配信データの内容が属するジャンル（例えば、国産車
や外車、ロックミュージックやクラシックミュージック、ハリウッド映画や邦画等）を表
す配信ジャンル情報及び広告主や企業のキャッチフレーズ等のコメントによって表す事業
内容情報と、顧客と契約を結ぶ際の条件を表す条件番号等とのように広告主及び企業固有
の各種情報によって構成されており、広告主及び企業のオペレータによって直接入力し、
又は仲介サーバ２０１が提示した各種選択肢のなかから選択するようにして生成されてい
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る。
【０２２７】
仲介サーバ２０１は、このような広告主企業情報を取得すると、広告主企業情報更新部２
１３により、登録を要求した広告主や企業に対して固有の広告主企業識別情報（以下、こ
れを広告主企業ＩＤと呼ぶ）を発行し、当該発行した広告主企業ＩＤを送信部２１４から
インターネット２０４を介してその登録を要求している広告主及び企業の広告主企業サー
バ２０３に送信する。
【０２２８】
これに加えて、仲介サーバ２０１は、図１２（Ｂ）に示すように、広告主企業情報更新部
２１３により、当該広告主及び企業から取得した広告主企業情報に広告主企業ＩＤを付加
して広告主企業登録情報として広告主企業データベース２１１に記憶することにより当該
広告主及び企業を登録し、このようにして広告主及び企業から随時登録の要求を受け付け
て広告主企業登録処理を実行する。
【０２２９】
また、仲介サーバ２０１は、顧客データベース２１０に予め顧客登録画面データを記憶し
ており、登録を希望する顧客の操作により携帯型専用端末２０２から登録を要求する登録
要求データが送信されると、これを受信部２１２によって受信し、顧客情報更新部２１５
によりその登録要求データに基づいて顧客データベース２１０から顧客登録画面データを
読み出すと共に、当該読み出した顧客登録画面データを送信部２１４からインターネット
２０４を介して携帯型専用端末２０２に送信する。
【０２３０】
この結果、仲介サーバ２０１は、登録を希望する顧客の操作により携帯型専用端末２０２
から顧客登録画面データに基づく顧客登録画面上で入力された図１３（Ａ）に示すような
顧客情報が顧客登録情報データとして送信されると、これを受信部２１２によって受信す
る。
【０２３１】
ここで、図１３（Ａ）に示すように、顧客から仲介サーバ２０１に提供される顧客情報は
、氏名、性別及び年齢と、興味を持っているジャンル（例えば、国産車や外車、ロックミ
ュージックやクラシックミュージック、ハリウッド映画や邦画等）の情報（以下、これを
顧客嗜好ジャンル情報と呼ぶ）及び自分の嗜好等をコメントによって表す嗜好情報と、広
告主や企業と契約を結ぶ際の条件を表す条件番号及び顧客の使用する携帯型専用端末２０
２に予め割り当てられているメールアドレス等とのように各種個人情報によって構成され
ており、顧客が直接入力し、又は仲介サーバ２０１が提示した各種選択肢のなかから選択
するようにして生成されている。
【０２３２】
因みに、図１４に示すように、顧客と広告主及び企業との間で契約を結ぶ際の条件として
は、１乃至６までの条件番号を付して表すように、「顧客の通信料の一部を契約した広告
主及び企業が負担する」、「広告主及び企業が顧客による商品等の購入に対して価格を割
り引く」、「顧客の獲得したネットマイレージのポイントを商品等の購入時の支払いに利
用する」、「顧客の獲得したネットマイレージのポイントに応じて広告主及び企業から顧
客にプレゼントを進呈する」、「顧客が、契約を結んだ広告主及び企業のサイトに毎月一
定時間以上アクセスする」、「顧客が、契約を結んだ広告主及び企業から毎月一定額以上
の商品等を購入する」、等がある。
【０２３３】
そして、仲介サーバ２０１は、このような顧客情報を取得すると、顧客情報更新部２１５
により顧客に対して顧客ＩＤを発行し、当該発行した顧客ＩＤを送信部２１４からインタ
ーネット２０４を介してその顧客の携帯型専用端末２０２に送信して記憶させる。
【０２３４】
また、仲介サーバ２０１は、図１３（Ｂ）に示すように、このとき顧客情報更新部２１５
によって顧客情報に顧客ＩＤを付加して顧客登録情報として顧客データベース２１０に記
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憶することにより顧客を登録し、このようにして顧客から随時登録の要求を受け付けて顧
客登録処理を実行する。
【０２３５】
この後、仲介サーバ２０１は、顧客登録した顧客の操作により携帯型専用端末２０２から
、各種取扱店に例えばコンテンツデータの配信を要求するために顧客ＩＤを含むコンテン
ツ指定データが送信されると、これを受信部２１２によって一旦受信する。
【０２３６】
このとき、仲介サーバ２０１は、顧客情報更新部２１５によりコンテンツ指定データに含
まれている顧客ＩＤに基づいて顧客データベース２１０内を検索して顧客の顧客登録情報
を検出し、当該検出した顧客登録情報をこれにコンテンツ指定データの内容を追加顧客情
報として追加して更新した後、そのコンテンツ指定データを送信部２１４からインターネ
ット２０４を介して取扱店に送信する。
【０２３７】
このようにして仲介サーバ２０１は、顧客がインターネット２０４を介して取扱店を利用
する毎に、携帯型専用端末２０２から取扱店に送信されるコンテンツ指定データを中継す
ることにより図１５に示すように、顧客情報更新部２１５によって顧客登録情報に顧客が
取扱店から取得したコンテンツデータのジャンルを表すアクセスジャンル情報や、そのジ
ャンルのコンテンツデータの取得回数を表すアクセスカウンタ情報、当該コンテンツデー
タの取得に対して支払った金額の情報を追加してその顧客登録情報の内容を順次更新する
。
【０２３８】
因みに、仲介サーバ２０１は、顧客が携帯型専用端末２０２を用いて取扱店を利用する毎
にその利用状況（コンテンツデータの購入やレンタルの価格、インターネットの利用時間
等）に応じて顧客情報更新部２１５により顧客に割引等の特典を与えるためのポイント（
ネットマイレージ）を発行しており、そのポイントも発行する毎に顧客登録情報に追加し
ている。
【０２３９】
これにより仲介サーバ２０１は、顧客データベース２１０内の顧客登録情報に基づいて顧
客の嗜好等を把握し得るようになされている。
【０２４０】
ところで、仲介サーバ２０１（図１１）は、顧客の操作により携帯型専用端末２０２から
配信データの取得用に広告主及び企業と契約するために自分の顧客情報を広告主や企業に
対して公開することを許可する顧客許可データ（顧客ＩＤを含む）が送信されると、これ
を受信部２１２によって受信し、当該受信した顧客許可データをマッチング部２１６に取
り込む。
【０２４１】
この場合、図１５に示すように、マッチング部２１６は、受信部２１２によって受信した
顧客許可データをモニタ部２２０に取り込んでおり、当該モニタ部２２０で顧客許可デー
タに含まれる顧客ＩＤに基づいて顧客データベース２１０から公開を許可した顧客の顧客
登録情報を読み出して判別部２２１に送出すると共に、遅延部２２２を介して広告主企業
情報抽出部２２３にも送出する。
【０２４２】
そして、マッチング部２１６は、判別部２２１により顧客登録情報内のアクセスジャンル
情報及びアクセスカウンタ情報から顧客の取得したコンテンツデータのジャンルとして当
該コンテンツデータの取得回数が予め設定された閾値（例えば  100回）以上の取得回数を
示すジャンルがあるか否かを判断する。
【０２４３】
ここで、マッチング部２１６は、判別部２２１により顧客登録情報に閾値以上の取得回数
を表すジャンルが存在するときには当該ジャンルを顧客の現時点の嗜好に合ったジャンル
と判断してその顧客を広告主及び企業に紹介可能であると判別し、この結果、閾値以上の
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取得回数を示すジャンルを顧客嗜好情報として広告主企業情報抽出部２２３に通知する。
【０２４４】
これによりマッチング部２１６は、広告主企業情報抽出部２２３によって広告主企業デー
タベース２１１内の広告主企業登録情報をこれに含まれる配信ジャンル情報と顧客嗜好情
報とを比較して検索し、当該顧客嗜好情報の示すジャンルの配信データを提供している広
告主及び企業の広告主企業登録情報（図１２（Ｂ））を読み出すと共に、読み出した広告
主企業登録情報から図１７に示すように広告主企業ＩＤを除いて顧客に広告主及び企業を
紹介するための広告主企業紹介情報を生成する。
【０２４５】
そして、マッチング部２１６は、広告主企業情報抽出部２２３により、遅延部２２２から
与えられた顧客登録情報に示すメールアドレスに従ってその広告主企業紹介情報を広告主
企業紹介データとして送信部２１４からインターネット２０４を介して携帯型専用端末２
０２に送信することにより顧客に自分の嗜好に合った配信データを提供する広告主及び企
業を紹介する。
【０２４６】
これに対して、マッチング部２１６は、判別部２２１により顧客登録情報に閾値以上の取
得回数を表すジャンルが存在しないときには顧客の嗜好が不明確でありその顧客を広告主
及び企業に紹介できないと判別し、当該判別結果を広告主企業情報抽出部２２３に通知す
る。
【０２４７】
そして、マッチング部２１６は、広告主企業情報抽出部２２３により顧客の嗜好に合った
配信データを提供している広告主及び企業を探し出せなかったことを表す広告主企業紹介
不可情報を生成し、遅延部２２２から与えられた顧客登録情報に示すメールアドレスに従
ってその広告主企業紹介不可情報を広告主企業紹介不可データとして送信部２１４からイ
ンターネット２０４を介して携帯型専用端末２０２に送信することにより顧客に自分の嗜
好に合った配信データを提供する広告主及び企業を現時点では探し出せなかったことを通
知する。
【０２４８】
このようにして仲介サーバ２０１は、顧客に広告主及び企業を紹介した結果、当該顧客の
操作により携帯型専用端末２０２から、紹介した広告主及び企業のうちから顧客の選択し
た広告主及び企業を示す広告主企業選択データ（顧客ＩＤを含む）が送信されると、これ
を受信部２１２によって受信し、当該受信した広告主企業選択データをマッチング部２１
６のモニタ部２２０から判別部２２１を介して広告主企業情報抽出部２２３に取り込む。
【０２４９】
ここで、マッチング部２１６は、広告主企業紹介情報を生成したときにはその生成の際に
用いた顧客登録情報及び顧客嗜好情報を広告主企業情報抽出部２２３に一時的に保存して
いる。
【０２５０】
従って、マッチング部２１６は、広告主企業情報抽出部２２３に広告主企業選択データを
取り込むと、その顧客嗜好情報に基づいて顧客登録情報（図１３（Ｂ））から図１８に示
すように広告主及び企業に顧客を紹介するためにマッチングした嗜好の情報を選択的に用
いた顧客紹介情報を生成し、広告主企業選択データに従ってその顧客紹介情報を顧客紹介
データとして送信部２１４からインターネット２０４を介して顧客の選択した広告主及び
企業の広告主企業サーバ２０３に送信する。
【０２５１】
これにより図１１に示す仲介サーバ２０１は、広告主及び企業の紹介を要求する顧客に、
当該顧客にとって有益な配信データを提供している広告主及び企業を紹介し得ると共に、
広告主及び企業に対しても自社の配信データの提供を必要としている顧客を紹介し得るよ
うになされている。
【０２５２】
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因みに、仲介サーバ２０１は、顧客に広告主及び企業を紹介した結果、携帯型専用端末２
０２から顧客にとって契約を結びたい広告主及び企業がないことを表す広告主企業選択不
可データが送信されると、これを受信部２１２によって受信することによりマッチング部
２１６に対して顧客紹介情報の生成を実行させないようにして当該顧客の携帯型専用端末
２０２から再び顧客許可データが送信されることを待ち受ける。
【０２５３】
なお、仲介サーバ２０１は、広告主及び企業に顧客を紹介したときには、その広告主及び
企業から顧客の紹介料を徴収している。
【０２５４】
そして、仲介サーバ２０１は、広告主企業サーバ２０３に顧客紹介データを送信した結果
、広告主及び企業が顧客と契約を結ぶことにより広告主企業サーバ２０３から契約成立デ
ータが送信されると、これを受信部２１２によって受信した後、当該契約成立データを送
信部２１４からインターネット２０４を介して携帯型専用端末２０２に送信することによ
り顧客に広告主及び企業との間の契約が成立したことを通知する。
【０２５５】
このとき、仲介サーバ２０１は、広告主企業情報更新部２１３により契約成立データに基
づいて広告主企業データベース２１１内の広告主企業登録情報を、図１９に示すように、
当該広告主及び企業と契約を結んだ顧客の顧客ＩＤを表す契約成立顧客ＩＤ情報を付加し
て更新すると共に、顧客情報更新部２１５によりその契約成立データに基づいて顧客デー
タベース２１０内の顧客登録情報も図２０に示すように当該顧客と契約を結んだ広告主及
び企業の広告主企業ＩＤを表す契約成立広告主企業ＩＤ情報を付加して更新する。
【０２５６】
これにより仲介サーバ２０１は、更新した顧客登録情報及び広告主企業登録情報により顧
客と広告主及び企業との間の契約状況を把握し得るようにしており、この後、既に広告主
及び企業と契約を結んでいる顧客から新たな広告主及び企業と契約を結ぶために顧客情報
の公開が許可されたときに既に契約を結んでいる広告主及び企業を再び紹介することを防
止し得るようになされている。
【０２５７】
また、仲介サーバ２０１は、広告主企業サーバ２０３に顧客紹介データを送信した結果、
広告主及び企業が顧客との契約を見合わせたことにより広告主企業サーバ２０３から契約
不成立データが送信されると、これを受信部２１２によって受信し、当該受信した契約不
成立データを送信部２１４からインターネット２０４を介して携帯型専用端末２０２に送
信することにより顧客に広告主及び企業との契約が成立しなかったことを通知する。
【０２５８】
因みに、仲介サーバ２０１は、図１７及び図１８について上述した広告主企業紹介情報及
び顧客紹介情報を生成する場合には、元の広告主企業登録情報及び顧客登録情報から契約
成立顧客ＩＤ情報及び契約成立広告主企業ＩＤ情報を除くことにより広告主及び企業と顧
客とにそれぞれ契約に必要のない個人的な情報が漏洩することを防止している。
【０２５９】
一方、図１１に示すように、広告主企業サーバ２０３は、オペレータにより操作部２３０
を介して登録要求が入力されると、送信制御部２３１によりその登録要求を登録要求デー
タとして送信部２３２からインターネット２０４を介して仲介サーバ２０１に送信する。
【０２６０】
この結果、広告主企業サーバ２０３は、仲介サーバ２０１から送信された広告主企業登録
画面データを受信部２３３によって受信し、当該受信した広告主企業登録画面データを表
示制御部２３４から表示部２３５に送出することにより当該表示部２３５にその広告主企
業登録画面データに基づく広告主企業登録画面を表示する。
【０２６１】
そして、広告主企業サーバ２０３は、表示部２３５に広告主企業登録画面を表示した状態
でオペレータにより操作部２３０が操作されると、当該操作部２３０の操作に応じて広告
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主企業登録画面上で入力された図１２（Ａ）について上述した広告主企業情報を送信制御
部２３１により広告主企業登録情報データとして送信部２３２からインターネット２０４
を介して仲介サーバ２０１に送信する。
【０２６２】
これにより広告主企業サーバ２０３は、広告主及び企業に対して登録の終了した仲介サー
バ２０１からインターネット２０４を介して送信された広告主企業ＩＤを受信部２３３に
よって受信して配信情報データベース２３６に記憶し、この後、仲介サーバ２０１にアク
セスするときにはその広告主企業ＩＤを使用して識別させるようにする。
【０２６３】
このようにして広告主企業サーバ２０３は、仲介サーバ２０１に対して登録した後、当該
仲介サーバ２０１から図１７について上述した顧客紹介情報が顧客紹介データとしてイン
ターネット２０４を介して送信されると、これを受信部２３３によって受信して顧客選定
部２３７に取り込む。
【０２６４】
この場合、広告主企業サーバ２０３は、顧客選定部２３７により顧客紹介データに基づい
て契約条件やインターネットの利用状況等を参照することにより仲介サーバ２０１から紹
介された顧客との間で契約を結ぶべきか否かを判断する。
【０２６５】
そして、広告主企業サーバ２０３は、顧客選定部２３７により仲介サーバ２０１から紹介
された顧客と契約を結ぶように判断したときには、送信データ生成部２３８により契約成
立データを生成し、当該生成した契約成立データを送信制御部２３１及び送信部２３２並
びにインターネット２０４を順次介して仲介サーバ２０１に送信する。
【０２６６】
このとき、広告主企業サーバ２０３は、顧客選定部２３７から顧客と契約を結ぶように判
断したことを送信制御部２３１に通知しており、これにより送信制御部２３１によって配
信情報データベース２３６に予め記憶している各種配信データのうちから契約を結んだ顧
客の嗜好に合った配信データを適宜読み出し、当該読み出した配信データを送信部２３２
からインターネット２０４を介して顧客の携帯型専用端末２０２に送信する。
【０２６７】
このようにして広告主企業サーバ２０３は、契約を結んだ顧客に対して適宜その顧客の嗜
好に合った配信データを提供し得るようになされている。
【０２６８】
因みに、広告主企業サーバ２０３は、顧客選定部２３７により仲介サーバ２０１から紹介
された顧客と契約を結ばないように判断したときには、送信データ生成部２３８により契
約不成立データを生成し、当該生成した契約不成立データを送信制御部２３１及び送信部
２３２並びにインターネット２０４を順次介して仲介サーバ２０１に送信する。
【０２６９】
また、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１に対して登録を希望する顧客により操
作部２４０を介して登録要求が入力されると、要求データ生成部２４１により登録要求デ
ータを生成して送信部２４２からインターネット２０４を介して仲介サーバ２０１に送信
する。
【０２７０】
この結果、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１からインターネット２０４を介し
て返送された顧客登録画面データを受信部２４３によって受信し、当該受信した顧客登録
画面データを表示制御部及び表示部並びにスピーカ等からなる再生部２４４に送出するこ
とにより当該再生部２４４でその顧客登録画面データに基づく顧客登録画面を表示する。
【０２７１】
そして、携帯型専用端末２０２は、再生部２４４に顧客登録画面を表示した状態で顧客に
より操作部２４０が操作されると、当該操作部２４０の操作に応じて顧客登録画面上で入
力された図１３（Ａ）について上述した顧客情報を要求データ生成部２４１により顧客登
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録情報データとして送信部２４２からインターネット２０４を介して仲介サーバ２０１に
送信する。
【０２７２】
これにより携帯型専用端末２０２は、顧客の登録を終了した仲介サーバ２０１からインタ
ーネット２０４を介して送信された顧客ＩＤを受信部２４３によって受信し、当該受信し
た顧客ＩＤを記録制御部２４５に取り込む。
【０２７３】
ここで、携帯型専用端末２０２は、受信部２４３から記録制御部２４５に取り込んだ種々
のデータを当該記録制御部２４５によりそのデータに予め付加されている識別子に基づい
て識別し得るようになされている。
【０２７４】
従って、携帯型専用端末２０２は、顧客ＩＤを取得したとき、記録制御部２４５によりそ
の顧客ＩＤを顧客用記録媒体２４６に記録することにより、この後、仲介サーバ２０１に
アクセスするときや当該仲介サーバ２０１を介して取扱店にアクセスするときにはその顧
客ＩＤを使用して仲介サーバ２０１及び取扱店に識別し得るようにする。
【０２７５】
このようにして携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１に対して顧客を登録すると、
この後、顧客の操作により操作部２４０を介して入力される所望のコンテンツデータの指
定情報を要求データ生成部２４１により顧客ＩＤを付加したコンテンツ指定データとして
送信部２４２から仲介サーバ２０１経由で取扱店に送信する。
【０２７６】
この結果、携帯型専用端末２０２は、取扱店から送信された希望したコンテンツデータを
受信部２４３によって受信すると、当該受信したコンテンツデータを記録制御部２４５に
より識別して取扱店用記録媒体２４７に記録することにより、この後、操作部２４０の操
作に応じて再生制御部２４８によりその取扱店用記録媒体２４７からコンテンツデータを
再生し、当該再生したコンテンツデータを再生部２４４に送出して顧客にコンテンツを楽
しませることができるようになされている。
【０２７７】
そして、携帯型専用端末２０２は、顧客により操作部２４０を介して顧客情報の公開を許
可する許可情報が入力されると、要求データ生成部２４１によりその許可情報を表す顧客
許可データを生成し、当該生成した顧客許可データを送信部２４２からインターネット２
０４を介して仲介サーバ２０１に送信する。
【０２７８】
この結果、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１からインターネット２０４を介し
て広告主企業紹介データが送信されると、これを受信部２４３によって受信し、当該受信
した広告主企業紹介データを再生部２４４に送出することによりその広告主企業紹介デー
タに基づく広告主企業紹介画面により仲介サーバ２０１から紹介された広告主及び企業を
顧客に提示する。
【０２７９】
そして、携帯型専用端末２０２は、顧客により操作部２４０を介して所望の広告主及び企
業が選択されると、要求データ生成部２４１によりその選択された広告主及び企業を表す
広告主企業選択データを生成し、当該生成した広告主企業選択データを送信部２４２から
インターネット２０４を介して仲介サーバ２０１に送信する。
【０２８０】
この結果、携帯型専用端末２０２は、広告主及び企業が顧客と契約を結んだことにより仲
介サーバ２０１からインターネット２０４を介して契約成立データが送信されると、これ
を受信部２４３によって受信し、当該受信した契約成立データを再生部２４４に送出する
ことにより広告主及び企業との契約が成立したことを顧客に報知する。
【０２８１】
このようにして携帯型専用端末２０２は、顧客と契約した広告主及び企業の広告主企業サ
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ーバ２０３から配信データが送信されると、これを受信部２４３によって受信し、当該受
信した配信データを記録制御部２４５によって識別して顧客用記録媒体２４６に記録する
ことにより、この後、操作部２４０の操作に応じて再生制御部２４８によりその顧客用記
録媒体２４６から配信データを再生し、当該再生した配信データを再生部２４４に送出し
てその配信データに基づく種々の情報を顧客に提示し得るようになされている。
【０２８２】
また、携帯型専用端末２０２は、広告主及び企業が顧客との契約を見合わせたことにより
仲介サーバ２０１から契約不成立データが送信されると、これを受信部２４３によって受
信し、当該受信した契約不成立データを再生部２４４に送出することにより広告主及び企
業との契約が成立しなかったことを顧客に報知する。
【０２８３】
因みに、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１に顧客許可データを送信した結果、
広告主企業紹介不可データが返送されると、これを受信部２４３によって受信し、当該受
信した広告主企業紹介不可データを再生部２４４に送出することにより現時点では仲介サ
ーバ２０１により顧客に紹介し得る広告主及び企業を探し出せなかったことを報知する。
【０２８４】
また、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１から紹介された広告主及び企業を顧客
に提示した結果、当該顧客により操作部２４０を介して紹介されたなかに契約を希望する
広告主及び企業がないことを表す選択不可情報が入力されると、要求データ生成部２４１
によりその選択不可情報を表す広告主企業選択不可データを生成し、当該生成した広告主
企業選択不可データを送信部２４２からインターネット２０４を介して仲介サーバ２０１
に送信する。
【０２８５】
ところで、この携帯型専用端末２０２には、既に述べたように顧客用記録媒体２４６と取
扱店用記録媒体２ 4７とが設けられており、取扱店以外の仲介サーバ２０１及び広告主企
業サーバ２０３から取得したデータ（顧客ＩＤ及び配信データ）を当該取扱店から取得し
たデータ（コンテンツデータ）と区別して顧客用記録媒体２４６に記録している。
【０２８６】
これにより携帯型専用端末２０３は、取扱店からレンタルしたコンテンツデータをレンタ
ル期間の終了時に取扱店用記録媒体２４７から消去する際、顧客ＩＤや配信データ等の顧
客が取扱店以外から自分用に取得したデータを当該コンテンツデータと共に誤って消去す
ることをほぼ確実に防止している。
【０２８７】
ここで、データ提供システム２００の仲介サーバ２０１と広告主企業サーバ２０３とによ
る広告主企業登録処理手順についてまとめると、図２１（Ａ）に示すように、まず広告主
企業サーバ２０３はルーチンＲＴ１０の開始ステップから入ってステップＳＰ１０１に移
る。
【０２８８】
ステップＳＰ１０１において、広告主企業サーバ２０３は、オペレータにより操作部２３
０を介して登録要求が入力されることを待ち受け、当該登録要求が入力されるとステップ
ＳＰ１０２に移る。
【０２８９】
ステップＳＰ１０２において、広告主企業サーバ２０３は、送信制御部２３１によりその
登録要求を登録要求データとして送信部２３２から仲介サーバ２０１に送信してステップ
ＳＰ１０３に移る。
【０２９０】
このとき、図２１（Ｂ）に示すように、仲介サーバ２０１は、ルーチンＲＴ１１の開始ス
テップから入ってステップＳＰ１１１に移り、広告主企業サーバ２０３から登録要求デー
タが送信されることを待ち受けており、当該広告主企業サーバ２０３から送信された登録
要求データを受信部２１２によって受信すると、ステップＳＰ１１２に移る。
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【０２９１】
ステップＳＰ１１２において、仲介サーバ２０１は、受信した登録要求データに基づいて
広告主企業情報更新部２１３により広告主企業データベース２１１から広告主企業登録画
面データを読み出すと共に、当該読み出した広告主企業登録画面データを送信部２１４か
ら広告主企業サーバ２０３に送信してステップＳＰ１１３に移る。
【０２９２】
このとき、広告主企業サーバ２０３は、ステップＳＰ１０３において、仲介サーバ２０１
から広告主企業登録画面データが送信されることを待ち受けており、当該広告主企業登録
画面データを受信部２３３によって受信すると、ステップＳＰ１０４に移る。
【０２９３】
ステップＳＰ１０４において、広告主企業サーバ２０３は、オペレータにより操作部２３
０を介して広告主企業登録画面データに基づく広告主企業登録画面上で入力される広告主
企業情報を送信制御部２３１により広告主企業登録情報データとして送信部２３２から仲
介サーバ２０１に送信してステップＳＰ１０５に移る。
【０２９４】
このとき、仲介サーバ２０１は、ステップＳＰ１１３において、広告主企業サーバ２０３
から広告主企業登録情報データが送信されることを待ち受けており、当該広告主企業登録
情報データを受信部２１２によって受信すると、ステップＳＰ１１４に移る。
【０２９５】
ステップＳＰ１１４において、仲介サーバ２０１は、広告主企業情報更新部２１３により
登録を要求した広告主及び企業に対して広告主企業ＩＤを発行して送信部２１４から広告
主企業サーバ２０３に送信すると共に、当該広告主企業サーバ２０３から取得した広告主
企業登録情報データに基づく広告主企業情報に広告主企業ＩＤを付加して広告主企業登録
情報とし、これを広告主企業データベース２１１に記録して当該登録を要求した広告主及
び企業を登録した後、ステップＳＰ１１５に移って仲介サーバ２０１における処理を終了
する。
【０２９６】
また、広告主企業サーバ２０３は、ステップＳＰ１０５において、仲介サーバ２０１から
広告主企業ＩＤが送信されることを待ち受けており、当該広告主企業ＩＤを受信部２３３
によって受信すると、ステップＳＰ１０６に移ってその広告主企業ＩＤを配信情報データ
ベース２３６に記憶した後、続くステップＳＰ１０７に移って当該広告主企業サーバ２０
３の処理を終了する。このようにしてデータ提供システム２００は、仲介サーバ２０１と
広告主企業サーバ２０３とにおける広告主企業登録処理手順を全て終了する。
【０２９７】
また、このデータ提供システム２００の仲介サーバ２０１と携帯型専用端末２０２とによ
る広告主企業紹介処理手順についてまとめると、図２２（Ａ）及び図２３（Ａ）に示すよ
うに、まず携帯型専用端末２０２はルーチンＲＴ１２の開始ステップから入ってステップ
ＳＰ１２１に移る。
【０２９８】
ステップＳＰ１２１において、携帯型専用端末２０２は、顧客により操作部２４０を介し
て登録要求が入力されることを待ち受け、当該登録要求が入力されるとステップＳＰ１２
２に移る。
【０２９９】
ステップＳＰ１２２において、携帯型専用端末２０２は、要求データ生成部２４１により
登録要求を登録要求データとして送信部２４２から仲介サーバ２０１に送信してステップ
ＳＰ１２３に移る。
【０３００】
このとき、図２２（Ｂ）及び図２３（Ｂ）に示すように、仲介サーバ２０１は、ルーチン
ＲＴ１３の開始ステップから入ってステップＳＰ１４１に移り、携帯型専用端末２０２か
ら登録要求データが送信されることを待ち受けており、当該携帯型専用端末２０２から送
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信された登録要求データを受信部２１２によって受信すると、ステップＳＰ１４２に移る
。
【０３０１】
ステップＳＰ１４２において、仲介サーバ２０１は、顧客情報更新部２１５により登録要
求データに基づいて顧客データベース２１０から顧客登録画面データを読み出して送信部
２１４から携帯型専用端末２０２に送信してステップＳＰ１４３に移る。
【０３０２】
このとき、携帯型専用端末２０２は、ステップＳＰ１２３において、仲介サーバ２０１か
ら顧客登録画面データが送信されることを待ち受けており、当該顧客登録画面データを受
信部２４３によって受信すると、ステップＳＰ１２４に移る。
【０３０３】
ステップＳＰ１２４において、携帯型専用端末２０２は、顧客により操作部２４０を介し
て顧客登録画面データに基づく顧客登録画面上で入力される顧客情報を要求データ生成部
２４１により顧客登録情報データとして送信部２４２から仲介サーバ２０１に送信してス
テップＳＰ１２５に移る。
【０３０４】
このとき、仲介サーバ２０１は、ステップＳＰ１４３において、携帯型専用端末２０２か
ら顧客登録情報データが送信されることを待ち受けており、当該顧客登録情報データを受
信部２１２によって受信すると、ステップＳＰ１４４に移る。
【０３０５】
ステップＳＰ１４４において、仲介サーバ２０１は、顧客情報更新部２１５により登録を
要求した顧客に対して顧客ＩＤを発行して送信部２１４から携帯型専用端末２０２に送信
すると共に、当該携帯型専用端末２０２から取得した顧客登録情報データに基づく顧客情
報に顧客ＩＤを付加して顧客登録情報として顧客データベース２１０に記憶して当該登録
を要求した顧客を登録した後、ステップＳＰ１４５に移る。
【０３０６】
このとき、携帯型専用端末２０２は、ステップＳＰ１２５において、仲介サーバ２０１か
ら顧客ＩＤが送信されることを待ち受けており、当該顧客ＩＤを受信部２４３によって受
信すると、ステップＳＰ１２６に移ってその顧客ＩＤを顧客用記録媒体２４６に記録して
ステップＳＰ１２７に移る。
【０３０７】
ステップＳＰ１２７において、携帯型専用端末２０２は、顧客により操作部２４０を介し
て何らかの要求が入力されることを待ち受け、当該要求が入力されると、ステップＳＰ１
２８に移って、その要求が顧客情報の公開を許可するための要求であるか否かを判断する
。
【０３０８】
このステップＳＰ１２８において否定結果を得ることは、顧客の要求が各種取扱店から例
えばコンテンツデータを取得するための指定情報であることを意味し、このとき、携帯型
専用端末２０２は、ステップＳＰ１２９に移って要求データ生成部２４１によりその指定
情報を表し、かつ顧客ＩＤを含むコンテンツ指定データを生成し、当該生成したコンテン
ツ指定データを送信部２４２から仲介サーバ２０１を経由させて取扱店に送信してステッ
プＳＰ１２７に戻る。
【０３０９】
このようにして携帯型専用端末２０２は、この後、顧客により顧客情報の公開の許可が要
求されるまでの間は、当該顧客からコンテンツデータの指定情報が入力される毎にステッ
プＳＰ１２７－ＳＰ１２８－ＳＰ１２９の処理ループを繰り返す。
【０３１０】
これに対してステップＳＰ１２８において肯定結果を得ることは、顧客により広告主及び
企業との契約が希望され、顧客情報の公開の許可が要求されたことを意味し、このとき、
携帯型専用端末２０２はステップＳＰ１３０に移り、要求データ生成部２４１によりその
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顧客情報の公開を許可する要求を表し、かつ顧客ＩＤを含む顧客許可データを生成し、当
該生成した顧客許可データを送信部２４２から仲介サーバ２０１に送信してステップＳＰ
１３１に移る。
【０３１１】
一方、仲介サーバ２０１は、ステップＳＰ１４５において、携帯型専用端末２０２から何
らかのデータが送信されることを待ち受けており、当該携帯型専用端末２０２から送信さ
れたデータを受信部２１２によって受信すると、ステップＳＰ１４６に移り、受信したデ
ータが顧客許可データであるか否かを判断する。
【０３１２】
ステップＳＰ１４６において否定結果を得ることは、携帯型専用端末２０２から送信され
たコンテンツ指定データを取扱店への中継のために受信したことを意味し、このとき、仲
介サーバ２０１は、ステップＳＰ１４７に移って、顧客情報更新部２１５によりそのコン
テンツ指定データに基づいて顧客登録情報を更新した後、ステップＳＰ１４５に戻る。
【０３１３】
このようにして仲介サーバ２０１は、携帯型専用端末２０２から顧客許可データが送信さ
れるまでの間は、当該携帯型専用端末２０２から送信されたコンテンツ指定データを受信
する毎にステップＳＰ１４５－ＳＰ１４６－ＳＰ１４７の処理ループを繰り返し、顧客登
録情報を順次更新する。
【０３１４】
そして、ステップＳＰ１４６において肯定結果を得ることは、顧客が広告主及び企業と契
約を結ぶために顧客情報の公開を許可したことにより顧客許可データを受信したことを意
味し、このとき、仲介サーバ２０１は、ステップＳＰ１４８に移って公開を許可した顧客
登録情報に基づいてマッチング部２１６により顧客の取得したコンテンツデータに対して
閾値以上の取得回数を示すジャンルがあるか否かを判断する。
【０３１５】
このステップＳＰ１４８において否定結果を得ることは、顧客の取得したコンテンツデー
タに対して閾値以上の取得回数を表すジャンルが存在しないために当該顧客の現時点にお
ける嗜好を特定し難いことを意味し、このとき仲介サーバ２０１は、マッチング部２１６
により広告主企業紹介不可データを生成して送信部２１４から携帯型専用端末２０２に送
信することにより現時点では顧客に紹介し得る広告主及び企業を探せなかったことを通知
してステップＳＰ１４５に戻る。
【０３１６】
これに対してステップＳＰ１４８において肯定結果を得ることは、顧客の取得したコンテ
ンツデータに対して閾値以上の取得回数を表すジャンルが存在しており、そのジャンルを
顧客の現時点における嗜好として特定することを意味し、このとき仲介サーバ２０１は、
ステップＳＰ１４９に移る。
【０３１７】
ステップＳＰ１４９において、仲介サーバ２０１は、マッチング部２１６により、ステッ
プＳＰ１４８で特定した顧客の嗜好に基づいて広告主顧客データベース２１１内の広告主
企業登録情報を検索し、当該顧客の嗜好に合った配信データを提供している広告主及び企
業の広告主企業登録情報を読み出す。
【０３１８】
そして、仲介サーバ２０１は、マッチング部２１６により広告主企業データベース２１１
から読み出した広告主企業登録情報に基づいて広告主企業紹介情報を生成し、当該生成し
た広告主企業紹介情報を広告主企業紹介データとして送信部２１４から携帯型専用端末２
０２に送信することにより顧客に広告主及び企業を紹介した後、ステップＳＰ１４５に戻
って再びステップＳＰ１４５－ＳＰ１４６－ＳＰ１４７－ＳＰ１４８－ＳＰ１４９の処理
を繰り返すようにする。
【０３１９】
また、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１に顧客許可データを送信した後、ステ
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ップＳＰ１３１において、当該仲介サーバ２０１から広告主企業紹介データ及び広告主企
業紹介不可データが送信されることを待ち受けており、仲介サーバ２０１から送信された
広告主企業紹介データ又は広告主企業紹介不可データを受信部２４３によって受信すると
、続くステップＳＰ１３２に移る。
【０３２０】
ステップＳＰ１３２において、携帯型専用端末２０２は、受信部２４３によって広告主企
業紹介不可データを受信したときには当該受信した広告主企業紹介不可データを再生部２
４４に送出することにより仲介サーバ２０１により顧客に広告主及び企業を探し出せなか
ったことを報知した後、ステップＳＰ１２７に戻って再びステップＳＰ１２７－ＳＰ１２
８－ＳＰ１２９－ＳＰ１３０－ＳＰ１３１－ＳＰ１３２の処理を繰り返す。
【０３２１】
またステップＳＰ１３２において、携帯型専用端末２０２は、受信部２４３によって広告
主企業紹介データを受信したときには当該受信した広告主企業紹介データを再生部２４４
に送出することにより顧客に仲介サーバ２０１から紹介された広告主及び企業を提示した
後、ステップＳＰ１２７に戻って再びステップＳＰ１２７－ＳＰ１２８－ＳＰ１２９－Ｓ
Ｐ１３０－ＳＰ１３１－ＳＰ１３２の処理を繰り返す。このようにしてデータ提供システ
ム２００における広告主企業紹介処理手順を実行している。
【０３２２】
ところで、データ提供システム２００における仲介サーバ２０１と携帯型専用端末２０２
と広告主企業サーバ２０３とによる契約処理手順についてまとめると、図２４（Ａ）に示
すように、まず仲介サーバ２０１から送信された広告主企業紹介データを受信した携帯型
専用端末２０２は、ルーチンＲＴ１４の開始ステップから入ってステップＳＰ１６１に移
る。
【０３２３】
ステップＳＰ１６１において、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１から紹介され
た広告主及び企業を再生部２４４によって顧客に提示することにより当該顧客により操作
部２４０を介して契約を希望する広告主及び企業が選択されると、ステップＳＰ１６２に
移る。
【０３２４】
ステップＳＰ１６２において、携帯型専用端末２０２は、要求データ生成部２４１により
顧客の選択した広告主及び企業を表す広告主企業選択データを生成し、当該生成した広告
主企業選択データを送信部２４２からインターネット２０４を介して仲介サーバ２０１に
送信し、続くステップＳＰ１６３に移る。
【０３２５】
このとき仲介サーバ２０１は、図２４（Ｂ）に示すように、ルーチンＲＴ１５の開始ステ
ップから入りステップＳＰ１７１に移って携帯型専用端末２０２から広告主企業選択デー
タが送信されることを待ち受けており、当該携帯型専用端末２０２から送信された広告主
企業選択データを受信部２１２によって受信すると、ステップＳＰ１７２に移る。
【０３２６】
ステップＳＰ１７２において、仲介サーバ２０１は、マッチング部２１６により広告主企
業選択データに基づいて顧客登録情報から顧客紹介情報を生成し、当該生成した顧客紹介
情報を顧客紹介データとして送信部２１４からインターネット２０４を介して広告主企業
サーバ２０３に送信してステップＳＰ１７３に移る。
【０３２７】
ここで、図２４（Ｃ）に示すように、広告主企業サーバ２０３は、このときルーチンＲＴ
１６の開始ステップから入りステップＳＰ１８１に移って、仲介サーバ２０１から顧客紹
介データが送信されることを待ち受けており、当該仲介サーバ２０１から送信された顧客
紹介データを受信部２３２によって受信すると、ステップＳＰ１８２に移る。
【０３２８】
ステップＳＰ１８２において、広告主企業サーバ２０３は、顧客選定部２３７により顧客

10

20

30

40

50

(49) JP 3871201 B2 2007.1.24



紹介データに基づいて契約条件やインターネット２０４の利用状況等を参照して顧客との
契約を結ぶべきか否かを判断する。
【０３２９】
ステップＳＰ１８２において否定結果を得ることは、顧客の提示した契約条件やインター
ネット２０４の利用状況等が広告主及び企業の意向に合わずに契約を見合わせたことを意
味し、このとき広告主企業サーバ２０３は、ステップＳＰ１８３に移って送信データ生成
部２３８により契約不成立データを生成し、当該生成した契約不成立データを送信部２３
２からインターネット２０４を介して仲介サーバ２０１に送信した後、ステップＳＰ１８
４に移って広告主企業サーバ２０３の処理を終了する。
【０３３０】
これに対して、ステップＳＰ１８２において肯定結果を得ることは、顧客の提示した契約
条件やインターネット２０４の利用状況等が広告主及び企業の意向に合ったことにより当
該広告主及び企業が顧客と契約を結ぶように判断したことを意味し、このとき広告主企業
サーバ２０３は、ステップＳＰ１８５に移って送信データ生成部２３８により契約成立デ
ータを生成し、当該生成した契約成立データを送信部２３２からインターネット２０４を
介して仲介サーバ２０１に送信してステップＳＰ１８６に移る。
【０３３１】
そしてステップＳＰ１８６において、広告主企業サーバ２０３は、送信制御部２３１によ
り配信情報データベース２３６から契約を結んだ顧客の嗜好に合った配信データを適宜読
み出し、当該読み出した配信データを送信部２３２からインターネット２０４を介してそ
の顧客の携帯型専用端末２０２に送信し、この後ステップＳＰ１８４に移って広告主企業
サーバ２０３の処理を終了する。
【０３３２】
また、ステップＳＰ１７３において仲介サーバ２０１は、広告主企業サーバ２０３から顧
客との契約の成立の有無を表すデータが送信されることを待ち受けており、当該広告主企
業サーバ２０３から送信されたデータを受信部２１２によって受信すると、ステップＳＰ
１７４に移る。
【０３３３】
ステップＳＰ１７４において、仲介サーバ２０１は、広告主企業サーバ２０３から受信し
たデータが契約成立データであるか否かを判断する。
【０３３４】
ステップＳＰ１７４において否定結果を得ることは、広告主及び企業が顧客との契約を見
合わせたことにより広告主企業サーバ２０３から送信された契約不成立データを受信した
ことを意味し、このとき仲介サーバ２０１は、ステップＳＰ１７５に移ってその契約不成
立データを送信部２１４からインターネット２０４を介して携帯型専用端末２０２に送信
して顧客に広告主及び企業との契約が成立しなかったことを通知した後、ステップＳＰ１
７６に移って仲介サーバ２０１の処理を終了する。
【０３３５】
これに対して、ステップＳＰ１７４において肯定結果を得ることは、広告主及び企業が顧
客と契約を結んだことにより広告主企業サーバ２０３から送信された契約成立データを受
信したことを意味し、このとき仲介サーバ２０１はステップＳＰ１７７に移ってその契約
成立データを送信部２１４からインターネット２０４を介して携帯型専用端末２０２に送
信して顧客に広告主及び企業との契約が成立したことを通知し、ステップＳＰ１７８に移
る。
【０３３６】
そしてステップＳＰ１７８において、仲介サーバ２０１は顧客情報更新部２１５により契
約成立データに基づいて顧客データベース２１０内の顧客登録情報を更新すると共に、広
告主企業情報更新部２１３によりその契約成立データに基づいて広告主企業データベース
２１１内の広告主企業登録情報を更新した後、ステップＳＰ１７６に移って仲介サーバ２
０１の処理を終了する。
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【０３３７】
さらにステップＳＰ１６３において、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１から広
告主及び企業との契約の成立の有無を表すデータが送信されることを待ち受けており、当
該仲介サーバ２０１から送信されたデータを受信すると、ステップＳＰ１６４に移る。
【０３３８】
ステップＳＰ１６４において、携帯型専用端末２０２は、仲介サーバ２０１から受信した
データが契約成立データであるか否かを判断する。
【０３３９】
ステップＳＰ１６４において否定結果を得ることは、広告主及び企業が契約を見合わせた
ことにより仲介サーバ２０１から契約不成立データを受信したことを意味し、このとき携
帯型専用端末２０２は当該契約不成立データを再生部２４４に送出して顧客に広告主及び
企業との契約が成立しなかったことを報知した後、ステップＳＰ１６５に移って携帯型専
用端末２０２の処理を終了する。
【０３４０】
これに対してステップＳＰ１６４において肯定結果を得ることは、広告主及び企業が顧客
と契約を結んだことにより仲介サーバ２０１から契約成立データを受信したことを意味し
、このとき携帯型専用端末２０２はその契約成立データを再生部２４４に送出して顧客に
広告主及び企業との契約が成立したことを報知した後、ステップＳＰ１６６に移る。
【０３４１】
ステップＳＰ１６６において、携帯型専用端末２０２は、顧客と契約を結んだ広告主及び
企業の広告主企業サーバ２０３から配信データが送信されることを待ち受け、当該広告主
企業サーバ２０３から送信された配信データを受信部２４３によって受信すると、ステッ
プＳＰ１６７に移る。
【０３４２】
ステップＳＰ１６７において、携帯型専用端末２０２は、受信した配信データを記録制御
部２４５によって認識して顧客専用記録媒体２４６に記録することによりこの後いつでも
自由に再生して顧客に提示し得る状態にした後、ステップＳＰ１６５に移って携帯型専用
端末２０２の処理を終了する。このようにしてデータ提供サーバ２００による契約処理手
順を全て終了する。
【０３４３】
以上の構成において、このデータ提供システム２００では、仲介サーバ２０１により、イ
ンターネット２０４を利用して顧客に配信データを提供する広告主及び企業の広告主企業
サーバ２０３から広告主企業情報を取得し、これを広告主企業登録情報として広告主企業
データベース２１１に記憶して当該広告主及び企業を登録する。
【０３４４】
また、データ提供システム２００では、仲介サーバ２０１により、携帯型専用端末２０２
を用いてインターネット２０４の利用を希望する顧客の当該携帯型専用端末２０２から顧
客情報を取得して顧客ＩＤを発行すると共に、当該取得した顧客情報に顧客ＩＤを付加し
て顧客登録情報として顧客データベース２１０に記憶して当該顧客を登録する。
【０３４５】
そして、このデータ提供システム２００では、携帯型専用端末２０２によりコンテンツデ
ータ等を取得するために当該携帯型専用端末２０２から顧客ＩＤを含むコンテンツ指定デ
ータを取扱店に送信する毎に、そのコンテンツ指定データを仲介サーバ２０１で中継して
顧客データベース２１０内の顧客登録情報に当該コンテンツ指定データの内容を追加して
更新する。
【０３４６】
このようにしてデータ提供システム２００では、携帯型専用端末２０２から顧客情報の公
開を許可する顧客許可データが送信されると、仲介サーバ２０１により顧客データベース
２１０内の顧客登録情報に基づいて顧客の嗜好を判別し、当該判別した顧客の嗜好に基づ
いて広告主企業データベース２１１内の広告主企業登録情報を検索して顧客の嗜好に合っ
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た配信データを提供している広告主及び企業の広告主企業登録情報を読み出して広告主企
業紹介データを生成し、これを携帯型専用端末２０２に送信するようにした。
【０３４７】
従って、このデータ提供システム２００では、顧客に自分の嗜好に合った配信データを提
供している広告主及び企業を時間と費用を大幅に低減させて容易に選択させることができ
る。
【０３４８】
また、このデータ提供システム２００では、顧客に広告主及び企業を紹介した結果、当該
顧客によって所望の広告主及び企業が選択されると、仲介サーバ２０１によりその顧客の
個人情報でなる顧客登録情報から生成した顧客紹介データを当該顧客の選択した広告主及
び企業の広告主企業サーバ２０３にのみ提供してその広告主及び企業に顧客と契約を結ぶ
か否かを判断させるため、インターネット上で顧客の個人情報が不当に公開されることを
ほぼ確実に防止することができる。
【０３４９】
そして、このデータ提供システム２００では、このように広告主及び企業に対して顧客を
紹介しているため、当該広告主及び企業に対しても自社の提供する配信データを要求して
いる顧客を容易にかつ適確に選択させてその配信データを効率良く適確に提供させること
ができる。
【０３５０】
さらに、このデータ提供システム２００では、顧客に取扱店専用の携帯型専用端末２０２
を使用させているものの、当該携帯型専用端末２０２により広告主及び企業の提供する配
信データを取得させるため、当該携帯型専用端末２０２の汎用性を拡大して使い勝手を大
幅に向上させることができる。
【０３５１】
そして、このデータ提供システム２００では、携帯型専用端末２０２において、配信デー
タを取扱店から取得して、取扱店用記録媒体２４７に記録するコンテンツデータとは区別
して異なる顧客用記録媒体２４６に記録するため、取扱店からレンタルしたコンテンツデ
ータの消去時に配信データを誤って消去することをほぼ確実に防止することができる。
【０３５２】
以上の構成によれば、仲介サーバ２０１に、顧客から携帯型専用端末２０２によって提供
される顧客情報を記憶して当該顧客を登録するための顧客データベース２１０と、広告主
及び企業から広告主企業サーバ２０３によって提供される広告主企業情報を広告主企業登
録情報として記憶して当該広告主及び企業を登録するための広告主企業データベース２１
１とを設け、携帯型専用端末２０２から顧客の登録時に発行した顧客ＩＤを含むコンテン
ツ指定データが取扱店に向けて送信される毎に仲介サーバ２０１により顧客データベース
２１０内の顧客登録情報を当該コンテンツ指定データの内容を追加して更新し、当該携帯
型専用端末２０２から送信された顧客許可データを受信すると、顧客データベース２１０
内の顧客登録情報から判別した顧客の嗜好に基づいて広告主企業データベース２１１内を
検索し、その結果選定した広告主及び企業の広告主企業登録情報に基づいて広告主企業紹
介データを生成して携帯型専用端末２０２に送信するようにしたことにより、顧客に自分
の嗜好に合った配信データを提供している広告主及び企業を容易に選択させることができ
、かくして顧客に所望の配信データを容易にかつ適確に取得させ得るデータ提供システム
を実現することができる。
【０３５３】
なお、上述した第４の実施の形態においては、仲介サーバ２０１により携帯型専用端末２
０２から送信された顧客許可データを受信すると、顧客データベース２１０内の顧客登録
情報から顧客の嗜好を判別して広告主企業データベース２１１内を検索するようにした場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、仲介サーバ２０１により顧客データベース
２１０内の顧客登録情報から定期的に顧客の嗜好を判別し、当該顧客の嗜好を判別した時
点（すなわち、顧客によるコンテンツデータの取得回数が閾値以上であることを検出した
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時点）で携帯型専用端末２０２により顧客に顧客情報を公開する意思があるか否かを問い
合わせ、この結果、顧客から携帯型専用端末２０２によって顧客情報の公開を許可する顧
客許可データが送信されると、広告主企業データベース２１１内を検索するようにしても
良い。このようにすれば、顧客が広告主及び企業との契約を前提に顧客情報の公開を許可
した時点で当該顧客の嗜好を判別できずに広告主及び企業を紹介することもできなくなる
ことをほぼ確実に防止することができる。
【０３５４】
また、上述した第４の実施の形態においては、仲介サーバ２０１により顧客許可データを
受信したときに顧客データベース２１０内の顧客登録情報から判別した顧客の嗜好に基づ
いて広告主企業データベース２１１内を検索するようにした場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、顧客データベース２１０内の顧客登録情報から判別した顧客の嗜好に
加えて、当該顧客登録情報に記載されている契約条件も用いて広告主企業データベース２
１１内を検索するようにしても良い。このようにすれば、広告主企業サーバ２０３に顧客
紹介データを送信したときに契約条件がもとで顧客との契約を見合わせることを大幅に低
減させることができ、かくして顧客と広告主及び企業との間で契約が結ばれる確率を向上
させて顧客の広告主及び企業と契約したいという要求に、より適確に応じることができる
。
【０３５５】
さらに、上述した第４の実施の形態においては、仲介サーバ２０１により顧客許可データ
を受信したときに顧客データベース２１０内の顧客登録情報から判別した顧客の嗜好に基
づいて広告主企業データベース２１１内を検索するようにした場合について述べたが、本
発明はこれに限らず、顧客データベース２１０に記憶している顧客登録情報の元になる顧
客情報内の嗜好情報に基づいて広告主企業データベース２１１内を検索するようにしても
良い。このようにすれば、マッチング部２１６において、顧客登録情報から顧客の嗜好を
抽出する処理を除いて処理負荷を低減させることができる。
【０３５６】
さらに、上述した第４の実施の形態においては、顧客が携帯型専用端末２０２を用いて仲
介サーバ２０１を利用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、顧
客がパーソナルコンピュータや携帯電話機、ＰＤＡ（ Personal Digital Assistance ）等
のように、インターネット２０４に接続し得るものであれば、この他種々のデータ取得装
置を用いて仲介サーバ２０１を利用するようにしても良い。このようにすれば、仲介サー
バ２０１による広告主及び企業の紹介をさらに多くの顧客に利用させて広く普及させるこ
とができる。
【０３５７】
（６）第５の実施の形態
図１１との対応部分に同一符号を付して示す図２５は、第５の実施の形態によるデータ提
供システム２６０を示し、図１乃至図３について上述したシステム管理サイト２に対応す
る仲介サーバ２６１の構成と、図１乃至図３について上述した携帯型専用端末７Ａ乃至７
Ｎに対応する携帯型専用端末２６２の構成とを除いて上述した第４の実施の形態によるデ
ータ提供システム２００と同様に構成されている。
【０３５８】
この場合、仲介サーバ２６１は、図１１について上述した仲介サーバ２０１と同様にして
、携帯型専用端末２６２を用いてインターネット２０４を利用する顧客を顧客データベー
ス２６５に顧客登録情報を記憶して登録すると共に、広告主企業サーバ２０３を用いてイ
ンターネット２０４経由で顧客に配信データを提供する広告主及び企業を広告主企業デー
タベース２１１に広告主企業登録情報を記憶して登録している。
【０３５９】
また、仲介サーバ２６１は、図１１について上述した仲介サーバ２０１と同様にして顧客
が携帯型専用端末２６２を用いてコンテンツデータの取得等のためにインターネット２０
４を利用する毎に顧客データベース２６５内の顧客登録情報を更新している。
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【０３６０】
そして、仲介サーバ２６１は、顧客データベース２６５に顧客登録情報及び顧客登録画面
データに加えて、顧客情報を入力するための顧客情報入力画面データを予め記憶しており
、顧客の操作により携帯型専用端末２６２から送信された顧客許可データを受信部２６６
によって受信すると、顧客情報更新部２６７により顧客データベース２６５から顧客情報
入力画面データを読み出し、当該読み出した顧客情報入力画面データを送信部２１４から
インターネット２０４を介して携帯型専用端末２６２に送信する。
【０３６１】
この結果、仲介サーバ２６１は、携帯型専用端末２６２から顧客の操作に応じて顧客情報
入力画面データに基づく顧客情報入力画面上で入力された図１３（Ａ）について上述した
ような顧客情報が顧客情報データとして送信されると、これを受信部２６６によって受信
してマッチング部２６８に取り込む。
【０３６２】
ここで、図２６に示すように、マッチング部２６８は広告主企業情報抽出部によって構成
されており、受信部２６６から取り込んだ顧客情報データ内の顧客嗜好ジャンル情報を顧
客の嗜好を表している情報として抽出すると共に、当該抽出した顧客嗜好ジャンル情報に
基づいて広告主企業データベース２１１内を検索することにより顧客嗜好ジャンル情報に
示すジャンルと同じジャンルの配信ジャンル情報を有する広告主企業登録情報を読み出す
。
【０３６３】
そして、マッチング部２６８、広告主企業データベース２１１から読み出した広告主企業
登録情報から図１７について上述した広告主企業紹介情報を生成し、当該生成した広告主
企業紹介情報を広告主企業紹介データとして送信部２１４からインターネット２０４を介
して携帯型専用端末２６２に送信する。
【０３６４】
これにより、仲介サーバ２６１は、広告主及び企業に対して顧客情報の公開を許可した顧
客に自分の嗜好に合った配信データを提供している広告主及び企業を紹介する。
【０３６５】
また、図２５に示すように、携帯型専用端末２６２は、図１１について上述した携帯型専
用端末２０２と同様にして仲介サーバ２６１に対する顧客登録を実行すると共に、取扱店
等に各種要求を送信してコンテンツデータ等を取得する。
【０３６６】
そして、携帯型専用端末２６２は、顧客の操作により操作部２４０を介して広告主及び企
業に対して顧客情報の公開を許可する許可要求が入力されると、要求データ生成部２７０
により顧客許可データを生成して送信部２４２からインターネット２０４を介して仲介サ
ーバ２６１に送信する。
【０３６７】
この結果、携帯型専用端末２６２は、仲介サーバ２６１からインターネット２０４を介し
て顧客情報入力画面データが送信されると、これを受信部２７１によって受信し、当該受
信した顧客情報入力画面データを再生部２４４に送出することにより当該顧客情報入力画
面データに基づく顧客情報入力画面を表示する。
【０３６８】
これにより携帯型専用端末２６２は、顧客による操作部２４０の操作に応じて顧客情報入
力画面上で顧客情報が入力されると、要求データ生成部２７０によりその顧客情報を表す
顧客情報データを生成し、当該生成した顧客情報データを送信部２４２からインターネッ
ト２０４を介して仲介サーバ２６１に送信する。
【０３６９】
このようにして携帯型専用端末２６２は、仲介サーバ２６１から提供される広告主企業紹
介データに基づいて顧客の嗜好に合った配信データを提供している広告主及び企業の紹介
を受けることができる。
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【０３７０】
そして、このデータ提供システム２６０は、仲介サーバ２６１から顧客に広告主及び企業
を紹介すると、当該仲介サーバ２６１と携帯型専用端末２６２と広告主企業サーバ２０３
とにより図２４について上述したデータ提供システム２００（図１１）の契約処理手順と
同様の契約処理手順を実行することにより顧客と広告主及び企業とを契約させ得るように
なされている。
【０３７１】
ここで、データ提供システム２６０の仲介サーバ２６１と携帯型専用端末２０２とによる
広告主企業紹介処理手順についてまとめてみると、図２７（Ａ）に示すように、まず携帯
型専用端末２６２は、ルーチンＲＴ１７の開始ステップから入り続くステップＳＰ１９１
に移って顧客情報の公開の許可要求が入力されることを待ち受け、顧客の操作により操作
部２４０を介して許可要求が入力されると、ステップＳＰ１９２に移る。
【０３７２】
ステップＳＰ１９２において、携帯型専用端末２６２は、要求データ生成部２７０により
顧客許可データを生成し、当該生成した顧客許可データを送信部２４２から仲介サーバ２
６１に送信してステップＳＰ１９３に移る。
【０３７３】
このとき図２７（Ｂ）に示すように、仲介サーバ２６１は、ルーチンＲＴ１８の開始ステ
ップから入り続くステップＳＰ２０１に移って携帯型専用端末２６２から顧客許可データ
が送信されることを待ち受けており、当該顧客許可データを受信部２６６によって受信す
ると、ステップＳＰ２０２に移る。
【０３７４】
ステップＳＰ２０２において、仲介サーバ２６１は、受信した顧客許可データに基づいて
顧客情報更新部２６７により顧客データベース２６５から顧客情報入力画面データを読み
出すと共に、当該読み出した顧客情報入力画面データを送信部２１４から携帯型専用端末
２６２に送信してステップＳＰ２０３に移る。
【０３７５】
このときステップＳＰ１９３において、携帯型専用端末２６２は、仲介サーバ２６１から
顧客情報入力画面データが送信されることを待ち受けており、当該顧客情報入力画面デー
タを受信部２７１によって受信すると、ステップＳＰ１９４に移る。
【０３７６】
ステップＳＰ１９４において、携帯型専用端末２６２は、顧客情報入力画面データを再生
部２４４に送出して顧客情報入力画面を表示した状態で顧客により操作部２４０を介して
顧客情報が入力されると、要求データ生成部２７０により顧客情報データを生成し、当該
生成した顧客情報データを送信部２４２から仲介サーバ２６１に送信してステップＳＰ１
９５に移る。
【０３７７】
このときステップＳＰ２０３において、仲介サーバ２６１は、携帯型専用端末２６２から
顧客情報データが送信されることを待ち受けており、当該顧客情報データを受信部２６６
によって受信すると、ステップＳＰ２０ 4に移る。
【０３７８】
ステップＳＰ２０４において、仲介サーバ２６１は、顧客情報データ内の顧客嗜好ジャン
ル情報に基づいて広告主企業データベース２１１内を検索することにより当該顧客嗜好ジ
ャンル情報と同じ内容の配信ジャンル情報を有する広告主企業登録情報を読み出してステ
ップＳＰ２０５に移る。
【０３７９】
ステップＳＰ２０５において、仲介サーバ２６１は、広告主企業データベース２１１から
読み出した広告主企業登録情報に基づいて広告主企業紹介データを生成し、当該生成した
広告主企業紹介データを送信部２１４から携帯型専用端末２６２に送信することにより顧
客に広告主及び企業を紹介してステップＳＰ２０６に移り仲介サーバ２６１の処理を終了
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する。
【０３８０】
このときステップＳＰ１９５において、携帯型専用端末２６２は、仲介サーバ２６１から
広告主企業紹介データが送信されることを待ち受けており、当該広告主企業紹介データを
受信部２７１によって受信すると、その広告主企業紹介データを再生部２４４に送出する
ことにより仲介サーバ２６１から紹介された広告主及び企業を顧客に提示してステップＳ
Ｐ１９６に移り、携帯型専用端末２６２の処理を終了する。かくしてデータ提供システム
２６０による広告主企業紹介処理手順を全て終了する。
【０３８１】
以上の構成において、このデータ提供システム２６０では、顧客により広告主及び企業に
対する顧客情報の公開が許可されたとき仲介サーバ２６１が携帯型専用端末２６２から送
信される顧客許可データに対して顧客情報入力画面データを携帯型専用端末２６２に送信
する。
【０３８２】
この結果、データ提供システム２６０では、仲介サーバ２６１が携帯型専用端末２６２か
ら返送された顧客情報データの顧客嗜好ジャンル情報に基づいて広告主企業データベース
２１１内を検索することにより顧客嗜好ジャンル情報と同じ内容の配信ジャンル情報を有
する広告主企業登録情報を読み出すと共に、当該読み出した広告主企業登録情報に基づい
て広告主企業紹介データを生成して携帯型専用端末２６２に送信することにより顧客に自
分の嗜好に合った配信データを提供している広告主及び企業を紹介する。
【０３８３】
従って、このデータ提供システム２６０では、顧客により広告主及び企業に対する顧客情
報の公開が許可されたときに顧客情報を取得して、当該取得した顧客情報に基づいて広告
主企業登録情報を検索するため、顧客が広告主及び企業から配信データの提供を希望した
ときに興味を持っている事項を適確に反映させて広告主及び企業を紹介することができる
。
【０３８４】
すなわち、このデータ提供システム２６０では、顧客が仲介サーバ２６１に対して顧客登
録を行ってから広告主及び企業に対して顧客情報の公開を許可したときまでに興味の対象
が変化し、又は携帯型専用端末２６２を使い始めて間もない時期等のようにインターネッ
ト２０４の利用回数が比較的少ない時期でも顧客の抱いている興味を適確に把握して当該
顧客の望む配信データを提供している広告主及び企業を紹介することができる。
【０３８５】
以上の構成によれば、仲介サーバ２６１により携帯型専用端末２６２から送信された顧客
許可データに対して顧客情報入力画面データを当該携帯型専用端末２６２に送信し、この
結果携帯型専用端末２６２から返送された顧客情報データの顧客嗜好ジャンル情報に基づ
いて広告主企業データベース２１１内を検索して当該顧客嗜好ジャンル情報と同じ内容の
配信ジャンル情報を有する広告主企業登録情報を読み出すと共に、その広告主企業登録情
報に基づいて広告主企業紹介データを生成して携帯型専用端末２６２に送信するようにし
たことにより、上述した第４の実施の形態によって得られる効果に加えて、広告主及び企
業から配信データの提供を希望した時点における顧客の興味を適確に反映して広告主及び
企業を紹介することができ、かくして顧客に所望の配信データをさらに適確に取得させ得
るデータ提供システムを実現することができる。
【０３８６】
なお、上述した第５の実施の形態においては、仲介サーバ２６１により、顧客情報データ
内の顧客嗜好ジャンル情報に基づいて広告主企業データベース２１１内を検索するように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、顧客情報データ内の顧客嗜好ジャン
ルに代えて当該顧客情報データ内の顧客の嗜好等を表すコメント又は当該コメント内の文
字を広告主企業登録情報内の広告主や企業のキャッチフレーズ等のコメント又は当該コメ
ント内の文字とマッチングさせるようにして広告主企業データベース２１１内を検索した
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り、当該顧客嗜好ジャンル情報及びコメント、さらには互いの契約条件を全て又は組み合
わせて用いて広告主企業データベース２１１内を検索するようにしても良い。このように
すれば、顧客の嗜好をさらに適確に反映させて広告主及び企業を紹介することができる。
【０３８７】
また、上述した第５の実施の形態においては、仲介サーバ２６１により、顧客から登録情
報の公開を許可したときに取得した顧客許可データに基づいて広告主企業データベース２
１１内を検索するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、仲介サーバ
２６１により、顧客から登録情報の公開を許可したときに取得した顧客許可データに基づ
いて広告主企業データベース２１１内を検索する方法と、上述した第４の実施の形態によ
る顧客登録情報に基づいて広告主企業データベース２１１内を検索する方法とを顧客に任
意に選択させて実行するようにしても良い。このようにすれば、興味を抱いている事項が
あまり変化しない顧客や、興味を抱く事項の変化が比較的多い顧客のいずれに対してもデ
ータ提供システムを利用させることができ、当該データ提供システムの使い勝手を向上さ
せることができる。
【０３８８】
さらに、上述した第５の実施の形態においては、顧客が携帯型専用端末２６２を用いて仲
介サーバ２０１を利用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、顧
客がパーソナルコンピュータや携帯電話機、ＰＤＡ等のように、インターネット２０４に
接続し得るものであれば、この他種々のデータ取得装置を用いて仲介サーバ２６１を利用
するようにしても良い。このようにすれば、仲介サーバ２６１による広告主及び企業の紹
介をさらに多くの顧客に利用させて広く普及させることができる。
【０３８９】
（７）第６の実施の形態
図２８は、第６の実施の形態によるデータ提供システム３００を示し、図１乃至図３につ
いて上述した取扱店４Ａ乃至４Ｎに対応するデータ提供サーバ３０１に、図１乃至図３に
ついて上述した顧客３に対応するリクエスト端末３０２（すなわち、顧客３の使用したリ
クエスト端末）と、図１乃至図３について上述した携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに対応し
、取扱店４Ａ乃至４Ｎ専用でデータ提供サーバ３０１にのみアクセス可能な携帯型専用端
末３０３とがそれぞれインターネット（図示せず）を介して接続されて構成されている。
【０３９０】
データ提供サーバ３０１は、顧客登録情報及び顧客登録画面データを記憶する顧客データ
ベース３１０と、多数のコンテンツデータ、コンテンツ選択画面データ及び当該コンテン
ツ選択画面データを顧客の要求に応じてカスタマイズするためのカスタマイズ登録画面デ
ータを記憶するコンテンツデータベース３１１とを有している。
【０３９１】
そして、データ提供サーバ３０１は、リクエスト端末３０２から顧客の登録を要求する登
録要求データが送信されると、これを受信部３１２によって受信して更新部３１３に取り
込み、当該更新部３１３により登録要求データに基づいて顧客データベース３１０から顧
客登録画面データを読み出すと共に、当該読み出した顧客登録画面データを送信部３１４
からリクエスト端末３０２に送信する。
【０３９２】
この結果、データ提供サーバ３０１は、リクエスト端末３０２から顧客登録画面データに
基づく顧客登録画面上で入力された顧客情報が送信されると、これを受信部３１２によっ
て受信して更新部３１３に取り込み、当該更新部３１３により、登録を要求している顧客
に対して顧客ＩＤを発行して顧客情報に付加することによりその顧客ＩＤを付加した顧客
情報を顧客登録情報として顧客データベース３１０に記憶して顧客を登録する。
【０３９３】
因みに、データ提供サーバ３０１は、更新部３１３により顧客を登録すると、顧客ＩＤを
含む登録終了データを生成して送信部３１４からリクエスト端末３０２に送信することに
より顧客に登録の終了と顧客ＩＤとを通知する。
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【０３９４】
また、データ提供サーバ３０１は、リクエスト端末３０２からコンテンツデータの取得を
要求する取得要求データが送信されると、これを受信部３１２によって受信して検索部３
１５に取り込み、当該検索部３１５により取得要求データに基づいてコンテンツデータベ
ース３１１からコンテンツ選択画面データを読み出すと共に、当該読み出したコンテンツ
選択画面データを送信部３１４からリクエスト端末３０２に送信する。
【０３９５】
この結果、データ提供サーバ３０１は、リクエスト端末３０２からコンテンツ選択画面デ
ータに基づくコンテンツ選択画面上で予約情報が入力されることにより当該予約情報を表
す予約データが送信されると、これを受信部３１２によって受信する。
【０３９６】
これによりデータ提供サーバ３０１は、検索部３１５により予約データに基づいてコンテ
ンツデータベース３１１から指定されたコンテンツデータを読み出すと共に、当該読み出
したコンテンツデータを図示しない専用端子からこれにケーブル等を介して直接接続され
た、顧客に引き渡す前の携帯型専用端末（図示せず）に送出して記録する。
【０３９７】
このようにしてデータ提供サーバ３０１は、リクエスト端末３０２を用いて顧客から出さ
れたコンテンツデータ及び携帯型専用端末３０３に対する購入及びレンタルの事前予約を
受け付けて当該購入及びレンタルするコンテンツデータを同様に購入及びレンタルする携
帯型専用端末３０３に記録して用意しておき、かくして顧客が当該データ提供サーバ３０
１の設置された取扱店に来店したときにその携帯型専用端末３０３を引き渡して販売及び
レンタルする。
【０３９８】
そして、データ提供サーバ３０１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末３０３
とはインターネットを介して接続し得るようになされており、当該販売及びレンタルした
携帯型専用端末３０３からコンテンツデータの取得（購入及びレンタル）を要求する取得
要求データが送信されると、これを受信部３１２によって受信して検索部３１５に取り込
む。
【０３９９】
このときデータ提供サーバ３０１は、検索部３１５によりその取得要求データに基づいて
コンテンツデータベース３１１からコンテンツ選択画面データを読み出すと共に、当該読
み出したコンテンツ選択画面データを送信部３１４から顧客の携帯型専用端末３０３に送
信する。
【０４００】
この結果、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３からコンテンツ選択画面デ
ータに基づくコンテンツ選択画面上でコンテンツデータの指定情報が入力されることによ
り当該指定情報を表すコンテンツ指定データが送信されると、これを受信部３１２によっ
て受信して検索部３１５に取り込む。
【０４０１】
そして、データ提供サーバ３０１は、検索部３１５によりそのコンテンツ指定データに基
づいてコンテンツデータベース３１１から指定されたコンテンツデータを読み出すと共に
、当該読み出したコンテンツデータを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信して
記録する。
【０４０２】
このようにしてデータ提供サーバ３０１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末
３０３にインターネットを介してコンテンツデータを送信することにより顧客にその携帯
型専用端末３０３を利用させてコンテンツデータを購入及びレンタルし得るようになされ
ている。
【０４０３】
また、データ提供サーバ３０１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末３０３を
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カスタマイズするカスタマイズ要求データが送信されると、これを受信部３１３によって
受信して検索部３１５に取り込み、当該検索部３１５によりそのカスタマイズ要求データ
に基づいてコンテンツデータベース３１１からこれに予め記憶しているカスタマイズ登録
画面データを読み出すと共に、当該読み出したカスタマイズ登録画面データを送信部３１
４から携帯型専用端末３０３に送信する。
【０４０４】
この結果、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３からカスタマイズ登録画面
データに基づくカスタマイズ登録画面上で入力されたコンテンツ選択画面に対する画面カ
スタマイズ情報が画面カスタマイズデータとして送信されると、これを受信部３１２によ
って受信して更新部３１３及び検索部３１５に取り込む。
【０４０５】
そして、データ提供サーバ３０１は、検索部３１５によりコンテンツデータベース３１１
からコンテンツ選択画面データを読み出し、当該読み出したコンテンツ選択画面データを
顧客から取得した画面カスタマイズデータに基づいて加工処理し、得られたカスタマイズ
画面データを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信する。
【０４０６】
このようにしてデータ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３によりカスタマイズ画
面データに基づくカスタマイズ画面を顧客に提示してコンテンツ選択画面を希望通りにカ
スタマイズしたか否かを確認し、当該コンテンツ選択画面を希望通りにカスタマイズした
ことを確認する確認データが送信されると、更新部３１３により画面カスタマイズデータ
を顧客データベース３１０内の顧客登録情報に付加して当該顧客登録情報を更新する。
【０４０７】
これによりデータ提供サーバ３０１は、この後、コンテンツ選択画面のカスタマイズを要
求した顧客から携帯型専用端末３０３を用いて取得要求データが送信されると、これを受
信部３１２によって受信して更新部３１３に取り込み、当該更新部３１３により顧客デー
タベース３１０から当該顧客の顧客登録情報に付加している画面カスタマイズ情報を読み
出してマッチング部３１６に送出する。
【０４０８】
そして、データ提供サーバ３０１は、マッチング部３１６によりコンテンツデータベース
３１１からコンテンツ選択画面データを読み出し、当該読み出したコンテンツ選択画面デ
ータを画面カスタマイズ情報に基づいて加工処理することにより得られたカスタマイズ画
面データを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信する。
【０４０９】
かくしてデータ提供サーバ３０１は、コンテンツ選択画面のカスタマイズを要求した顧客
から携帯型専用端末３０３を用いて取得要求データが送信される毎に、当該顧客のカスタ
マイズ要求に応じたカスタマイズ画面データに基づくカスタマイズ画面上で購入及びレン
タルするコンテンツデータを指定させる。
【０４１０】
因みに、データ提供サーバ３０１は、顧客にレンタルした携帯型専用端末３０３において
、カスタマイズ登録画面上で当該携帯型専用端末３０３の筐体の色をカスタマイズするた
めの情報も選定させることができ、その携帯型専用端末３０３から筐体の色を指定する筐
体カスタマイズ情報が筐体カスタマイズデータとして送信されると、これを受信部３１２
によって受信して更新部３１３に取り込み、当該更新部３１３によりその筐体カスタマイ
ズ情報を顧客データベース３１０内の顧客登録情報に付加して当該顧客登録情報を更新す
る。
【０４１１】
これによりデータ提供サーバ３０１は、この後、顧客に携帯型専用端末３０３を再びレン
タルするときや、当該顧客に携帯型専用端末３０３を販売するとき等に筐体カスタマイズ
情報によって指定されている色の携帯型専用端末３０３を引き渡すようにする。
【０４１２】
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一方、リクエスト端末３０２は、顧客により操作部３２０を介して顧客の登録要求が入力
されると、要求データ生成部３２１により登録要求を表す登録要求データを生成し、当該
生成した登録要求データを送信部３２２からデータ提供サーバ３０１に送信する。
【０４１３】
この結果、リクエスト端末３０２は、データ提供サーバ３０１から送信された顧客登録画
面データを受信部３２３によって受信すると、当該受信した顧客登録画面データを表示制
御部３２４から表示部３２５に送出することにより当該表示部３２５にその顧客登録画面
データに基づく顧客登録画面を表示する。
【０４１４】
そして、リクエスト端末３０２は、顧客による操作部３２０の操作に応じて顧客登録画面
上で顧客情報が入力されると、要求データ生成部３２１により顧客情報データを生成して
送信部３２２からデータ提供サーバ３０１に送信し、かくしてデータ提供サーバ３０１に
顧客登録を実行させる。
【０４１５】
また、リクエスト端末３０２は、顧客により操作部３２０を介してコンテンツデータの取
得要求が入力されると、要求データ生成部３２１によりその取得要求を表す取得要求デー
タを生成し、当該生成した取得要求データを送信部３２２からデータ提供サーバ３０１に
送信する。
【０４１６】
この結果、リクエスト端末３０２は、データ提供サーバ３０１から送信されたコンテンツ
選択画面データを受信部３２３によって受信すると、当該受信したコンテンツ選択画面デ
ータを表示制御部３２４から表示部３２５に送出することにより当該表示部３２５にコン
テンツ選択画面データに基づくコンテンツ選択画面を表示する。
【０４１７】
そして、リクエスト端末３０２は、顧客による操作部３２０の操作に応じてコンテンツ選
択画面上で予約情報が入力されると、要求データ生成部３２１により予約データを生成し
て送信部３２２からデータ提供サーバ３０１に送信することにより顧客によるコンテンツ
データ及び携帯型専用端末３０３に対する購入及びレンタルの予約を終了する。
【０４１８】
ところで、コンテンツデータが内部の記録媒体３４０に記録された状態で顧客に販売及び
レンタルされた携帯型専用端末３０３は、操作部３４１を介して再生命令が入力されると
、再生制御部３４２により記録媒体３４０から予め顧客の購入及びレンタルしたコンテン
ツデータを再生すると共に、当該再生したコンテンツデータを表示制御部、表示部及びス
ピーカ等からなる再生部３４３に送出することにより顧客にコンテンツを楽しませること
ができるようになされている。
【０４１９】
また、携帯型専用端末３０３は、顧客により操作部３４１を介してコンテンツデータの取
得要求が入力されると、要求データ生成部３４４によりその取得要求を表す取得要求デー
タを生成し、当該生成した取得要求データを送信部３４５からデータ提供サーバ３０１に
送信する。
【０４２０】
この結果、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１から送信されたコンテンツ
選択画面データを受信部３４６によって受信すると、当該受信したコンテンツ選択画面デ
ータを再生部３４３に送出することによりコンテンツ選択画面データに基づくコンテンツ
選択画面を表示する。
【０４２１】
そして、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じてコンテンツ選択画面上で
コンテンツデータの指定情報が入力されると、要求データ生成部３４４によりその指定情
報を表すコンテンツ指定データを生成して送信部３４５からデータ提供サーバ３０１に送
信する。
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【０４２２】
これにより携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１から送信されたコンテンツ
データを受信部３４６によって受信すると、当該受信したコンテンツデータを記録制御部
３４７により記録媒体３４０に記録することにより、この後、操作部３４１の操作に応じ
て再生制御部３４２により記録媒体３４０からそのコンテンツデータを再生する。
【０４２３】
さらに、携帯型専用端末３０３は、顧客により操作部３４１を介してカスタマイズ要求が
入力されると、要求データ生成部３４４によりそのカスタマイズ要求を表すカスタマイズ
要求データを生成し、当該生成したカスタマイズ要求データを送信部３４５からデータ提
供サーバ３０１に送信する。
【０４２４】
この結果、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１から送信されるカスタマイ
ズ登録画面データを受信部３４６によって受信すると、当該受信したカスタマイズ登録画
面データを再生部３４３に送出することによりそのカスタマイズ登録画面データに基づく
カスタマイズ登録画面を表示する。
【０４２５】
これにより携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じてカスタマイズ登録画面
上で画面カスタマイズ情報が入力されると、要求データ生成部３４４により画面カスタマ
イズ情報を表す画面カスタマイズデータを生成して送信部３４５からデータ提供サーバ３
０１に送信する。
【０４２６】
そして、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１に画面カスタマイズデータを
送信した結果、当該データ提供サーバ３０１から送信されたカスタマイズ画面データを受
信部３４６によって受信すると、そのカスタマイズ画面データを再生部３４３に送出する
ことにより顧客にカスタマイズ画面データに基づくカスタマイズ画面を提示する。
【０４２７】
この結果、携帯型専用端末３０３は、顧客により操作部３４１を介して、コンテンツ選択
画面が希望通りにカスタマイズされたことを確認する確認情報が入力されると、要求デー
タ生成部３４４により確認データを生成して送信部３４５からデータ提供サーバ３０１に
送信することにより当該データ提供サーバに顧客の希望するカスタマイズ内容を表す画面
カスタマイズ情報を記憶させる。
【０４２８】
かくして携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１に画面カスタマイズデータを
記憶させた後、データ提供サーバ３０１にコンテンツ取得要求データを送信すると、当該
データ提供サーバ３０１から送信されるカスタマイズ画面データを受信部３４６によって
受信して再生部３４３に送出することによりコンテンツ選択画面をカスタマイズしたカス
タマイズ画面上でコンテンツデータを購入用及びレンタル用に選択させることができる。
【０４２９】
因みに、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じてカスタマイズ登録画面上
で当該携帯型専用端末３０３の筐体の色をカスタマイズするための筐体カスタマイズ情報
が入力されると、要求データ生成部３４４によりその筐体カスタマイズ情報を表す筐体カ
スタマイズデータを生成して送信部３４５からデータ提供サーバ３０１に送信し、かくし
てデータ提供サーバ３０１に携帯型専用端末３０３の筐体に対する筐体カスタマイズ情報
を記憶させる。
【０４３０】
かかる構成に加えてこの第６の実施の形態の場合、データ提供サーバ３０１は、コンテン
ツデータの提供元であり図１乃至図３について上述したシステム管理サイトに対応するコ
ンテンツサーバ（図示せず）から多数のコンテンツデータを取得してコンテンツデータベ
ース３１１を構築する際、当該コンテンツサーバからコンテンツ選択画面を作成するため
の所定の開発ツールを取得している。
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【０４３１】
そして、データ提供サーバ３０１は、その開発ツールを用いて取扱店の店内を３次元仮想
現実空間画像として表し、当該３次元仮想現実空間画像により顧客があたかも取扱店の店
内を実際に動き回りながら棚からパッケージメディアを選択するようにしてコンテンツデ
ータを選択し得るコンテンツ選択画面データを生成し、当該生成したコンテンツ選択画面
データをコンテンツデータベース３１１に記憶している。
【０４３２】
因みに、データ提供サーバ３０１は、取扱店で実際に販売及びレンタルしている多数のパ
ッケージメディア内のコンテンツデータと同じコンテンツデータをコンテンツデータベー
ス３１１に記憶していると共に、取扱店の店内における棚やレジカウンタ、階段等の配置
と当該棚内におけるパッケージメディアの配置等とを３次元仮想現実空間画像によりほぼ
忠実に再現するようにしてコンテンツ選択画面データを生成している。
【０４３３】
また、データ提供サーバ３０１は、取扱店の店内の棚に新たなパッケージメディアを置い
たとき（すなわち、コンテンツサーバから新たなコンテンツデータを取得したときでもあ
る）や、取扱店の店内が改装されたとき等に合わせてコンテンツ選択画面データを定期的
又は任意のタイミングで更新しており、これによりコンテンツ選択画面上でコンテンツデ
ータを選択する顧客に実際に取扱店の店内でパッケージメディアを選択しているときの感
覚を提供している。
【０４３４】
実際上、図２９に示すように、コンテンツ選択画面データは、取扱店の外観（入り口）を
表す店外観画像３５０、店内の各フロアを表す店内１階画像３５１及び店内２階画像３５
２、店内でジャンル毎にパッケージメディアを収めた複数の棚をそれぞれ拡大して表す店
内棚画像３５３、棚に並べられたパッケージメディアの背表紙を拡大してコンテンツデー
タを選択するためのコンテンツ選択画像３５４等の３次元仮想現実空間画像に、顧客の選
択したコンテンツデータを確認するための２次元画像でなる選択確認画像３５５を加えた
複数の画像データから構成されている。
【０４３５】
この場合、店外観画像３５０には、店内に入店して店内１階画像３５１に表示を切り換え
るための入店ボタン３６０が設けられている。
【０４３６】
また、店内１階画像３５１及び店内２階画像３５２には、他のフロアの店内２階画像３５
２及び店内１階画像３５１に表示を切り換えるための店内移動ボタン３６１及び３６２や
、ジャンル毎の棚を選択して店内棚画像３５３に表示を切り換えるための棚選択ボタン３
６３、顧客が購入及びレンタルするコンテンツデータを選択した後に選択確認画像３５５
に表示を切り換えるためのレジカウンタボタン３６４が設けられている。
【０４３７】
さらに、店内棚画像３５３には、五十音等でパッケージメディアを区別して当該区別した
パッケージメディア毎のコンテンツ選択画像３５４に表示を切り換えるための詳細ボタン
３６５が設けられている。
【０４３８】
そして、店外観画像３５０、店内１階画像３５１、店内２階画像３５２、コンテンツ選択
画像３５４には、顧客に見立てた人物の画像（以下、これを顧客画像と呼ぶ）３６６や店
員に見立てた人物画像（以下、これを店員画像と呼ぶ）３６７が表示されており、当該顧
客画像３６６を実際に店内を歩いているように移動させて入店ボタン３６０、店内移動ボ
タン３６１及び３６２、棚選択ボタン３６３、レジカウンタボタン３６４、コンテンツ選
択画像３５４内のパッケージメディアの背表紙等に重ね、又は近傍に近づけてこれらボタ
ンを選択指定（クリック）することにより当該ボタンに予め割り当てられた画像指定命令
を入力させ得るようになされている。
【０４３９】
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これに加えて、店内棚画像３５３及び選択確認画像３５５には、詳細ボタン３６５や、確
認ボタン３６８及び取消ボタン３６９等にそれぞれ重ねて反転表示させるカーソル（図示
せず）が表示され、当該カーソルを移動させてこれらボタンを選択指定（クリック）する
ことにより当該ボタンに予め割り当てられた命令を入力させ得るようになされている。
【０４４０】
従って、コンテンツ選択画像データを受信した携帯型専用端末３０３は、まず再生部３４
３でコンテンツ選択画面の店外観画像３５０を表示し、操作部３４１の操作に応じて店外
観画像３５０上で顧客画像３６６を移動させて入店ボタン３６０が選択指定されると、店
外観画像３５０に代えて店内１階画像３５１を表示する。
【０４４１】
また、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じて店内１階画像３５１上で顧
客画像３６６を移動させ、店内移動ボタン３６１か選択指定されると当該店内１階画像３
５１に代えて店内１階画像３５１を表示する。
【０４４２】
このようにして携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じて店内１階画像３５
１や店内２階画像３５２上で顧客画像３６６を移動させ、いずれかの棚選択ボタン３６３
が選択指定されると、店内１階画像３５１及び店内２階画像３５２に代えて当該選択指定
された棚選択ボタン３６３に対応する店内棚画像３５３を表示する。
【０４４３】
そして、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じて店内棚画像３５３上でカ
ーソルを移動させ、いずれかの詳細ボタン３６５が選択指定されると、当該店内棚画像３
５３に代えて対応するコンテンツ選択画像３５４を表示する。
【０４４４】
これにより携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じてコンテンツ選択画像３
５４上で顧客画像３６６を移動させていずれかのパッケージメディアとしてコンテンツデ
ータが選択指定された後、店内移動ボタン３６１及び３６２が選択指定されると、当該コ
ンテンツ選択画像３５４に代えて再び店内１階画像３５１及び店内２階画像３５２を表示
し、このようにして例えば店内２階画像３５２上で顧客画像３６６を移動させてレジカウ
ンタボタン３６４が選択指定されると、当該店内２階画像３５２に代えて選択確認画像３
５５を表示する。
【０４４５】
ここで、携帯型専用端末３０３は、選択確認画像３５５内に顧客の選択したコンテンツデ
ータのタイトルや、顧客の氏名、顧客ＩＤ、パスワード等を表示しており、操作部３４１
の操作に応じてカーソルを移動させることによりコンテンツデータのレンタル期間や購入
を入力可能にし、当該レンタル期間や購入が入力されると、これに応じてコンテンツデー
タのレンタル及び購入に対する代金を表示する。
【０４４６】
そして、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じて選択確認画像３５５上で
カーソルを移動させて確認ボタン３６８が選択指定されると、要求データ生成部３４４に
より選択確認画像３５５内の情報を指定情報としてコンテンツ指定データを生成し、当該
生成したコンテンツ指定データを送信部３４５からデータ提供サーバ３０１に送信するこ
とにより顧客によって指定されたコンテンツデータを取得することができる。
【０４４７】
これに対して、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じて選択確認画像３５
５上でカーソルを移動させて取消ボタン３６９が選択指定されると、当該選択確認画像３
５５に代えて例えば店内１階画像３５１を表示することにより再びコンテンツデータを選
択させることができる。
【０４４８】
これに加えて、図３０（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、携帯型専用端末３０３は、操作部
３４１の操作に応じて店内１階画像３５１及び店内２階画像３５２上で顧客画像３６６を
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移動させて各棚の前を通過させると、当該棚毎にジャンルに合わせて取扱店が設定した宣
伝を希望するコンテンツデータを数秒間ずつ再生し、これにより顧客に取扱店の意図する
コンテンツデータを視聴させて宣伝するようになされている。
【０４４９】
因みに、このようなコンテンツ選択画面データは、そのデータ量が比較的多いため、デー
タ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３から送信された取得要求データを受信する
と、当該携帯型専用端末３０３にまずコンテンツ選択画面データとして店外観画像３５０
のデータを送信し、当該店外観画像３５０上で入店ボタン３６０が選択指定されたときに
はその通知を受けて店内１階画像３５１のデータを送信するように、携帯型専用端末３０
３からコンテンツ選択画面データを構成する各画像上で入店ボタン３６０、店内移動ボタ
ン３６１及び３６２等により他の画像への表示の切り換えが指定される毎にその通知を受
けて対応する画像データを送信している。
【０４５０】
また、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３から、店内１階画像３５１及び
店内２階画像３５２上で宣伝用にコンテンツデータを再生するために予め指定している指
定座標位置まで顧客画像３６６を移動させることによりその指定座標位置が通知されると
、検索部３１５によりコンテンツデータベース３１１から予め記憶している当該通知され
た指定座標位置に対応するコンテンツデータの所定部分を宣伝データとして読み出すと共
に、当該読み出した宣伝データを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信している
。
【０４５１】
これによりデータ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３に対してコンテンツ選択画
面データを各画像のデータ及び宣伝用のコンテンツデータに切り分けて順次送信すること
により当該携帯型専用端末３０３内の記録媒体３４０の容量が大型化することを防止して
いる。
【０４５２】
ところで、データ提供サーバ３０１は、顧客によるカスタマイズ要求に応じて携帯型専用
端末３０３に提供するカスタマイズ登録画面上では、コンテンツ選択画面を構成する図２
９について上述した各画像内のボタン（入店ボタン３６０等）に予め割り当てている画像
指定命令の変更や、任意の画像への新たな入力部の追加、さらには、コンテンツ選択画像
３５４内のパッケージメディアの並びを例えばコンテンツデータの制作された年代順に並
べ換えたり、当該コンテンツ選択画像３５４及び選択確認画像３５５の背景色を任意に変
更する等のように種々の画面カスタマイズ情報を入力させ得るようになされている。
【０４５３】
これによりデータ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３から取得した画面カスタマ
イズデータに基づいて、例えば図３１に示すように、コンテンツ選択画面を店外観画像３
７０の表示から入店ボタン３７１の選択指定に応じてコンテンツ選択画像３７２の表示に
切り換えた後、当該コンテンツ選択画面３７２の表示から選択確認画像３５５の表示に切
り換え、又は店外観画像３７０に新たな入力部３７３を設けてコンテンツデータのジャン
ル等を任意に入力させることによりその入力に応じたコンテンツ選択画像３７２に表示を
切り換え、またコンテンツ選択画像３７２にも新たな入力部３７４を設けてコンテンツデ
ータのレンタルや購入を指定入力させる等のように、顧客の要求に応じてカスタマイズし
得るようになされている。
【０４５４】
従って、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３を用いて頻繁にコンテンツデ
ータを取得する顧客や、比較的同じジャンルのコンテンツデータを取得する顧客等にとっ
てはコンテンツ選択画面の使い勝手を格段的に向上させることができるようになされてい
る。
【０４５５】
因みに、データ提供サーバ３０１は、リクエスト端末３０２から送信された取得要求デー
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タを受信したときにも、当該リクエスト端末３０２に図２９について上述した各画像のデ
ータから構成されるコンテンツ選択画面データを送信している。
【０４５６】
ここで、データ提供システム３００におけるデータ提供サーバ３０１と携帯型専用端末３
０３とによるコンテンツ選択画面データを用いたコンテンツ提供処理手順についてまとめ
ると、図３２（Ａ）に示すように、まず携帯型専用端末３０３は、ルーチンＲＴ２０の開
始ステップから入ってステップＳＰ２１１に移る。
【０４５７】
ステップＳＰ２１１において、携帯型専用端末３０３は、顧客の操作により操作部３４１
を介して取得要求が入力されることを待ち受けており、当該取得要求が入力されると、ス
テップＳＰ２１２に移る。
【０４５８】
ステップＳＰ２１２において、携帯型専用端末３０３は、要求データ生成部３４４により
取得要求データを生成して送信部３４５からデータ提供サーバ３０１に送信し、ステップ
ＳＰ２１３に移る。
【０４５９】
ここで、図３２（Ｂ）に示すように、データ提供サーバ３０１は、ルーチンＲＴ２１に開
始ステップから入ってステップＳＰ２２１に移り、当該ステップＳＰ２２１において、コ
ンテンツ選択画面データの更新時期を待ち受け、当該更新時期に到達すると、ステップＳ
Ｐ２２２に移ってコンテンツ選択画面データを更新してステップＳＰ２２３に移る。
【０４６０】
ステップＳＰ２２３において、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３から取
得要求データが送信されることを待ち受けており、当該取得要求データを受信部３１２に
よって受信すると、ステップＳＰ２２４に移って検索部３１５によりコンテンツデータベ
ース３１１からコンテンツ選択画面データを読み出し、当該読み出したコンテンツ選択画
面データを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信してステップＳＰ２２５に移る
。
【０４６１】
このとき、ステップＳＰ２１３において、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３
０１からコンテンツ選択画面データが送信されることを待ち受けており、当該コンテンツ
選択画面データを受信部３４６によって受信すると、そのコンテンツ選択画面データを再
生部３４３に送出することによりコンテンツ選択画面の店外観画像３５０を表示してステ
ップＳＰ２１４に移る。
【０４６２】
ステップＳＰ２１４において、携帯型専用端末３０３は、後述するサブルーチンを開始し
、顧客による操作部３４１の操作に応じてコンテンツ選択画面を構成する各画像上で指定
情報が入力されると、ステップＳＰ２１５に移る。
【０４６３】
ステップＳＰ２１５において、携帯型専用端末３０３は、要求データ生成部３４４により
コンテンツ指定データを生成し、当該生成したコンテンツ指定データを送信部３４５から
データ提供サーバ３０１に送信してステップＳＰ２１６に移る。
【０４６４】
このとき、ステップＳＰ２２５において、データ提供サーバ３０１は後述するサブルーチ
ンを開始し、検索部３１５によりコンテンツデータベース３１１からコンテンツ選択画面
データを構成する各画像データ及び宣伝データを適宜読み出して送信部３１４から携帯型
専用端末３０３に送信した後、当該携帯型専用端末３０３から送信されたコンテンツ指定
データを受信すると、ステップＳＰ２２６に移る。
【０４６５】
ステップＳＰ２２６において、データ提供サーバ３０１は、検索部３１５によりコンテン
ツ指定データに基づいてコンテンツデータベース３１１内を検索することにより指定され
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たコンテンツデータを読み出してステップＳＰ２２７に移る。
【０４６６】
ステップＳＰ２２７において、データ提供サーバ３０１は、コンテンツデータベース３１
１から読み出したコンテンツデータを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信した
後、ステップＳＰ２２８に移って当該データ提供サーバ３０１の処理を終了する。
【０４６７】
また、ステップＳＰ２１６において、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１
からコンテンツデータが送信されることを待ち受けており、当該コンテンツデータを受信
すると、ステップＳＰ２１７に移って記録制御部３４７によりそのコンテンツデータを記
録媒体３４０に記録した後、ステップＳＰ２１８に移って当該携帯型専用端末３０３の処
理を終了する。かくしてデータ提供サーバ３０１はコンテンツ選択画面データを用いたコ
ンテンツ提供処理手順を全て終了する。
【０４６８】
因みに、図３３（Ａ）に示すように、携帯型専用端末３０３は、ステップＳＰ２１４にお
いてサブルーチンを開始すると、ステップＳＰ２３１に入り、当該ステップＳＰ２３１と
、続くステップＳＰ２３２とにおいて再生部３４３で表示したコンテンツ選択画面を構成
する図２９について上述した店外観画像３５０等の各画像上で操作部３４１の操作に応じ
て画像指定命令が入力される（すなわち、入店ボタン３６０等が選択指定される）こと、
及び当該画像（店内１階画像３５１等）上で顧客画像３６６が指定座標位置に移動するこ
とを待ち受けている。
【０４６９】
そしてステップＳＰ２３１において、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応
じて店外観画像３５０上等で顧客画像３６６を移動させて入店ボタン３６０等が選択指定
されることにより画像指定命令が入力されると、ステップＳＰ２３３に移り、要求データ
生成部３４４により当該選択指定されたボタンに予め割り当てられている画像指定命令を
表す画像要求データを生成し、当該生成した画像要求データを送信部３４５からデータ提
供サーバ３０１に送信してステップＳＰ２３４に移る。
【０４７０】
このとき図３３（Ｂ）に示すように、データ提供サーバ３０１は、ステップＳＰ２２５に
おいてサブルーチンを開始してステップＳＰ２５１に入り、当該ステップＳＰ２５１と、
続くステップＳＰ２５２とにおいて携帯型専用端末３０３から画像要求データ及び指定座
標位置データが送信されることを待ち受け、そのステップＳＰ２５１において、携帯型専
用端末３０３から送信された画像要求データを受信部３１２によって受信すると、ステッ
プＳＰ２５３に移る。
【０４７１】
ステップＳＰ２５３において、データ提供サーバ３０１は、検索部３１５により画像要求
データに基づいてコンテンツデータベース３１１を検索して指定された画像データを読み
出し、当該読み出した画像データを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信してス
テップＳＰ２５４に移る。
【０４７２】
このとき、ステップＳＰ２３４において、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３
０１から画像データが送信されることを待ち受けており、当該画像データを受信部３４６
によって受信すると、ステップＳＰ２３５に移る。
【０４７３】
ステップＳＰ２３５において、携帯型専用端末３０３は、受信した画像データを再生部３
４３に送出することにより先に表示しているコンテンツ選択画面の画像に代えて受信した
画像データに基づく新たな画像を表示し、ステップＳＰ２３６に移って選択確認画像３５
５上で確認ボタン３６８が選択指定されたか否かを判断する。
【０４７４】
このステップＳＰ２３６において、否定結果を得ることは、再生部３４３で選択確認画像

10

20

30

40

50

(66) JP 3871201 B2 2007.1.24



３５５を未だ表示していないこと、又は当該選択確認画像３５５を表示していてもコンテ
ンツデータに対する購入及びレンタルの指定入力等の途中であるために確認ボタン３６８
が選択指定されていないことを意味し、このとき携帯型専用端末３０３は、ステップＳＰ
２３１に戻る。
【０４７５】
そしてステップＳＰ２３２において、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応
じて店内１階画像３５１上等で顧客画像３６６を指定座標位置まで移動させると、ステッ
プＳＰ２３７に移って要求データ生成部３４４によりその指定座標位置を表す指定座標位
置データを生成し、当該生成した指定座標位置データを送信部３４５からデータ提供サー
バ３０１に送信してステップＳＰ２３８に移る。
【０４７６】
このとき、ステップＳＰ２５２において、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３
０３から指定座標位置データが送信されることを待ち受けていることにより当該指定座標
位置データを受信部３１２によって受信すると、ステップＳＰ２５５に移り、検索部３１
５により指定座標位置データに基づいてコンテンツデータベース３１１を検索して、指定
された宣伝データを読み出し、当該読み出した宣伝データを送信部３１４から携帯型専用
端末３０３に送信してステップＳＰ２５４に移る。
【０４７７】
そしてステップＳＰ２５４において、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３
から送信されるコンテンツ指定データを受信したか否かを判断し、当該コンテンツ指定デ
ータを受信するまでの間はステップＳＰ２５１－ＳＰ２５２－ＳＰ２５３－ＳＰ２５４－
ＳＰ２５５の処理ループを順次繰り返すことにより携帯型専用端末３０３から送信される
画像要求データ及び指定座標位置データに応じて画像データ及び宣伝データを送信する。
【０４７８】
そして、データ提供サーバ３０１は、この後ステップＳＰ２５４においてコンテンツ指定
データを受信すると、このサブルーチンを抜けて図３２（Ｂ）について上述したデータ提
供サーバ３０１における処理手順のステップＳＰ２２６に移る。
【０４７９】
また、ステップＳＰ２３８において、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１
から宣伝データが送信されることを待ち受けており、当該宣伝データを受信部３４６によ
って受信すると、ステップＳＰ２３９に移ってその宣伝データを再生部３４３に送出する
ことにより顧客に宣伝データに基づくコンテンツの一部を視聴させて当該コンテンツを宣
伝し、ステップＳＰ２３６に移る。
【０４８０】
そして、携帯型専用端末３０３は、ステップＳＰ２３６において肯定結果を得るまでの間
は、ステップＳＰ２３１に戻り、当該ステップＳＰ２３１－ＳＰ２３２－ＳＰ２３３－Ｓ
Ｐ２３４－ＳＰ２３５―ＳＰ２３６－ＳＰ２３７－ＳＰ２３８－ＳＰ２３９の処理ループ
を順次繰り返すことにより再生部３４３でコンテンツ選択画面の各画像をコンテンツの宣
伝を交えて適宜切り換えて表示しながら顧客に所望のコンテンツデータを選択させる。
【０４８１】
この後、ステップＳＰ２３６において、携帯型専用端末３０３は、コンテンツ選択画面の
選択確認画像３５５上で確認ボタン３６８が選択指定されたことを確認すると、このサブ
ルーチンを抜けて図３２（Ａ）について上述した携帯型専用端末３０３における処理手順
のステップＳＰ２１５に移る。
【０４８２】
また、このデータ提供システム３００のデータ提供サーバ３０１と携帯型専用端末３０３
とによるコンテンツ選択画面のカスタマイズ処理手順についてまとめると、図３４（Ａ）
に示すように、まず携帯型専用端末３０３は、ルーチンＲＴ２２に開始ステップから入っ
てステップＳＰ２６１に移る。
【０４８３】
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ステップＳＰ２６１において、携帯型専用端末３０３は、顧客により操作部３４１を介し
てカスタマイズ要求が入力されることを待ち受け、当該カスタマイズ要求が入力されると
、ステップＳＰ２６２に移って要求データ生成部３４４によりカスタマイズ要求データを
生成し、当該生成したカスタマイズ要求データを送信部３４５からデータ提供サーバ３０
１に送信してステップＳＰ２６３に移る。
【０４８４】
このとき図３４（Ｂ）に示すように、データ提供サーバ３０１は、ルーチンＲＴ２３に開
始ステップから入ってステップＳＰ２７１に移り、携帯型専用端末３０３からカスタマイ
ズ要求データが送信されることを待ち受けることにより当該カスタマイズ要求データを受
信部３１２によって受信すると、ステップＳＰ２７２に移って検索部３１５によりコンテ
ンツデータベース３１１からカスタマイズ登録画面データを読み出し、当該読み出したカ
スタマイズ登録画面データを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信してステップ
ＳＰ２７３に移る。
【０４８５】
ステップＳＰ２６３において、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１からカ
スタマイズ登録画面データが送信されることを待ち受けており、当該カスタマイズ登録画
面データを受信部３４６によって受信すると、当該受信したカスタマイズ登録画面データ
を再生部３４３に送出することにより当該再生部３４３でカスタマイズ登録画面データに
基づくカスタマイズ登録画面を表示してステップＳＰ２６４に移る。
【０４８６】
ステップＳＰ２６４において、携帯型専用端末３０３は、操作部３４１の操作に応じてカ
スタマイズ登録画面上で画面カスタマイズ情報が入力されることを待ち受け、当該画面カ
スタマイズ情報が入力されると、ステップＳＰ２６５に移って要求データ生成部３４４に
より画面カスタマイズデータを生成し、当該生成した画面カスタマイズデータを送信部３
４５からデータ提供サーバ３０１に送信してステップＳＰ２６６に移る。
【０４８７】
このときステップＳＰ２７３において、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０
３から画面カスタマイズデータが送信されることを待ち受けており、当該画面カスタマイ
ズデータを受信部３１２によって受信すると、ステップＳＰ２７４に移る。
【０４８８】
ステップＳＰ２７４において、データ提供サーバ３０１は、検索部３１５によりコンテン
ツデータベース３１１からコンテンツ選択画面データを読み出すと共に、当該読み出した
コンテンツ選択画面データを画面カスタマイズデータに基づいて加工処理し、得られたカ
スタマイズ画面データを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送信してステップＳＰ
２７５に移る。
【０４８９】
また、ステップＳＰ２６６において、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１
からカスタマイズ画面データが送信されることを待ち受けており、当該カスタマイズ画面
データを受信部３４６によって受信すると、当該受信したカスタマイズ画面データを再生
部３４３に送出することによりカスタマイズ画面データに基づくカスタマイズ画面を表示
してステップＳＰ２６７に移る。
【０４９０】
ステップＳＰ２６７において、携帯型専用端末３０３は、再生部３４３により顧客にカス
タマイズ画面を提示した結果、当該顧客により操作部３４１を介して希望通りのカスタマ
イズではないと指定されると、要求データ生成部３４４により再度画面カスタマイズ情報
を生成し直すことを表す再カスタマイズデータを生成し、当該生成した再カスタマイズデ
ータを送信部３４５からデータ提供サーバ３０１に送信してステップＳＰ２６４に戻り、
再びステップＳＰ２６４－ＳＰ２６５－ＳＰ２６６―ＳＰ２６７の処理ループを繰り返す
。
【０４９１】
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これに対してステップＳＰ２６７において、携帯型専用端末３０３は、顧客により操作部
３４１を介して希望通りのカスタマイズであることが指定されると、ステップＳＰ２６８
に移って要求データ生成部３４４により確認データを生成し、当該生成した確認データを
送信部３４５からデータ提供サーバ３０１に送信してステップＳＰ２６９に移り、当該携
帯型専用端末３０３の処理を終了する。
【０４９２】
一方、ステップＳＰ２７５において、データ提供サーバ３０１は、携帯型専用端末３０３
から送信された再カスタマイズデータ又は確認データを受信部３１２によって受信してお
り、当該受信部３１２により再カスタマイズデータを受信したときには、ステップＳＰ２
７３に戻り、再びステップＳＰ２７３－ＳＰ２７４―ＳＰ２７５の処理ループを繰り返す
。
【０４９３】
これに対してステップＳＰ２７５において、データ提供サーバ３０１は、受信部３１２に
より確認データを受信すると、ステップＳＰ２７６に移って更新部３１３により顧客デー
タベース３１０内の顧客登録情報に画面カスタマイズデータを付加して更新してステップ
ＳＰ２７７に移り、当該データ提供サーバ３０１の処理を終了する。かくしてデータ提供
システム３００によるカスタマイズ処理手順を全て終了する。
【０４９４】
そして、データ提供システム３００のデータ提供サーバ３０１と携帯型専用端末３０３と
によるカスタマイズ画面データを用いたコンテンツ提供処理手順についてまとめると、図
３２（Ａ）との対応部分に同一符号を付して示す図３５（Ａ）において、携帯型専用端末
３０３は、ルーチンＲＴ２４に開始ステップから入ってステップＳＰ２２１に移り、当該
ステップＳＰ２２１から続くステップＳＰ２２２の処理を順次実行することによりデータ
提供サーバ３０１に取得要求データを送信してステップＳＰ２８１に移る。
【０４９５】
このとき図３２（Ｂ）との対応部分に同一符号を付して示す図３５（Ｂ）において、デー
タ提供サーバ３０１は、ルーチンＲＴ２５に開始ステップから入ってステップＳＰ２２１
に移り、当該ステップＳＰ２２１乃至ステップＳＰ２２３の処理を順次実行することによ
り携帯型専用端末３０３から送信された取得要求データを受信してステップＳＰ２９１に
移る。
【０４９６】
ステップＳＰ２９１において、データ提供サーバ３０１は、更新部３１３により顧客デー
タベース３１０からコンテンツデータの取得を要求した顧客の顧客登録情報に付加されて
いる画面カスタマイズデータを読み出し、検索部３１５によりコンテンツデータベース３
１１から読み出したコンテンツ選択画面データを画面カスタマイズデータに基づいて加工
処理し、得られたカスタマイズ画面データを送信部３１４から携帯型専用端末３０３に送
信してステップＳＰ２２５に移る。
【０４９７】
これによりステップＳＰ２２５において、データ提供サーバ３０１は、当該ステップＳＰ
２２５からステップＳＰ２２６及びステップＳＰ２２７の処理を順次実行した後、ステッ
プＳＰ２９２に移って当該データ提供サーバ３０１の処理を終了する。
【０４９８】
また、ステップＳＰ２８１において、携帯型専用端末３０３は、データ提供サーバ３０１
からカスタマイズ画面データが送信されることを待ち受けており、当該カスタマイズ画面
データを受信部３４６によって受信すると、そのカスタマイズ画面データを再生部３４３
に送出することによりカスタマイズ画面の例えば店外観画像を表示してステップＳＰ２１
４に移る。
【０４９９】
これによりステップＳＰ２１４において、携帯型専用端末３０３は、当該ステップＳＰ２
１４からステップＳＰ２１５乃至ステップＳＰ２１７の処理を順次実行した後、ステップ
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ＳＰ２８２に移って当該携帯型専用端末３０３の処理を終了する。かくしてデータ提供シ
ステム３００によるカスタマイズ画面データを用いたコンテンツ提供処理手順を全て終了
する。
【０５００】
以上の構成において、このデータ提供システム３００では、データ提供サーバ３０１によ
り取扱店専用で当該データ提供サーバ３０１にのみアクセス可能な携帯型専用端末３０３
から送信されたカスタマイズ要求データを受信すると、これに応じて当該携帯型専用端末
３０３にカスタマイズ登録画面データを送信し、当該携帯型専用端末３０３でそのカスタ
マイズ登録画面データに基づくカスタマイズ登録画面上で入力されたコンテンツ選択画面
に対する画面カスタマイズ情報が画面カスタマイズデータとして送信されると、これを受
信して顧客データベース３１０内の対応する顧客登録情報に付加して登録する。
【０５０１】
そして、このデータ提供システム３００では、データ提供サーバ３０１により画面カスタ
マイズデータを登録した顧客の携帯型専用端末３０３から送信される取得要求データを受
信すると、顧客データベース３１０から当該画面カスタマイズデータを読み出すと共に、
顧客データベース３１１からコンテンツ選択画面データを読み出し、当該読み出したコン
テンツ選択画面データを画面カスタマイズデータに基づいて加工処理して得られたカスタ
マイズ画面データを携帯型専用端末３０３に送信して当該コンテンツ選択画面を顧客の要
求に応じてカスタマイズしたカスタマイズ画面上で所望のコンテンツデータを選択させる
ようにした。
【０５０２】
従って、このデータ提供システム３００では、携帯型専用端末３０３がコンテンツデータ
を提供するデータ提供サーバ３０１にのみアクセス可能であるため、当該携帯型専用端末
３０３を利用する顧客のコンテンツデータに対する好み（すなわち、ジャンル）に合わせ
てコンテンツ選択画面を容易にカスタマイズすることができ、かくしてコンテンツ選択画
面の使い勝手を格段的に向上させることができる。
【０５０３】
また、このデータ提供システム３００では、データ提供サーバ３０１から予め取扱店の店
内を表す３次元仮想現実空間画像を交えて生成したコンテンツ選択画面を携帯型専用端末
３０３に提供して顧客にコンテンツデータを選択し易くしており、そのコンテンツ選択画
面を顧客の要求に応じてカスタマイズするため、当該コンテンツ選択画面の使い勝手をさ
らに向上させることができる。
【０５０４】
さらに、このデータ提供システム３００では、データ提供サーバ３０１が携帯型専用端末
３０３から画面カスタマイズデータを取得したとき、当該画面カスタマイズデータに基づ
いてコンテンツ選択画面データをカスタマイズしてこれを携帯型専用端末３０３で顧客に
確認させるため、当該コンテンツ選択画面を顧客の希望通りに適確にカスタマイズするこ
とができる。
【０５０５】
そして、このデータ提供システム３００では、携帯型専用端末３０３がコンテンツデータ
を提供するデータ提供サーバ３０１にのみアクセス可能で、かつ当該携帯型専用端末３０
３にコンテンツデータの取得時に提供するコンテンツ選択画面を顧客の要求に応じてカス
タマイズするため、コンテンツデータの取得を目的として携帯型専用端末３０３を使用す
る顧客に対して当該データ提供システム３００を格段的に利用させ易くすることができる
。
【０５０６】
この結果、このデータ提供システム３００では、データ提供サーバ３０１（取扱店でもあ
る）に対してコンテンツデータの取得を目的とする顧客の利用率を格段的に向上させるこ
とができる。
【０５０７】
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さらに、このデータ提供システム３００では、このようにデータ提供サーバ３０１にのみ
アクセス可能な携帯型専用端末３０３を販売及びレンタルのいずれの形態でも顧客に使用
し得るようにしているため、インターネットを利用するための機器を所有していない顧客
や、当該機器を所有していてもインターネットに接続するための操作に不慣れな顧客、さ
らにはインターネットそのものに対する知識をほとんど有していない顧客に対してもデー
タ提供サーバ３０１からコンテンツデータを容易に取得させることができる。
【０５０８】
以上の構成によれば、データ提供サーバ３０１により取扱店専用で当該データ提供サーバ
３０１にのみアクセス可能な携帯型専用端末３０３から送信されるカスタマイズ要求デー
タに応じてカスタマイズ登録画面データを送信することにより当該携帯型専用端末３０３
から送信される画面カスタマイズデータを顧客データベース３１０に登録し、この後デー
タ提供サーバ３０１により携帯型専用端末３０３から送信される取得要求データに応じて
顧客データベース３１０から読み出した画面カスタマイズデータに基づいてコンテンツ選
択画面データを加工処理し、得られたカスタマイズ画面データを携帯型専用端末３０３に
送信するようにしたことにより、携帯型専用端末３０３を利用する顧客のコンテンツデー
タに対する好みに合わせてコンテンツ選択画面を容易にカスタマイズして当該コンテンツ
選択画面の使い勝手を格段的に向上させることができ、かくしてコンテンツデータを容易
に選択させ得るデータ提供システムを実現することができる。
【０５０９】
なお、上述した第６の実施の形態においては、データ提供サーバ３０１を取扱店に設置す
るようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、インターネットに接続して
いれば、データ提供サーバ３０１の設置場所は特に規定する必要はない。そして、データ
提供サーバ３０１に複数の取扱店を管理するためのデータベースを設け、当該データベー
スに取扱店毎の個別の取扱店ＩＤとコンテンツ選択画面データ及びカスタマイズ登録画面
データとを対応付けて記憶しておき、携帯型専用端末３０３のアクセスに応じて当該携帯
型専用端末３０３に予め対応付けた取扱店又は任意に選択された取扱店のコンテンツ選択
画面データ及びカスタマイズ登録画面データを提供するようにしても良い。
【０５１０】
また、上述した第６の実施の形態においては、データ提供サーバ３０１において、コンテ
ンツサーバから提供された開発ツールを用いてコンテンツ選択画面データを生成するよう
にした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、データ提供サーバ３０１からコン
テンツ選択画面データの制作会社等に委託してコンテンツ選択画面データを生成するよう
にしても良い。
【０５１１】
さらに、上述した第６の実施の形態においては、データ提供サーバ３０１により、取扱店
の店内を３次元仮想現実空間画像で表すようにしたコンテンツ選択画面データを提供する
ようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、多数のコンテンツデータのタ
イトル等をリスト化して一覧表示するホームページ等として生成したコンテンツ選択画面
データを提供するようにしても良い。
【０５１２】
ところで、図３６に示すように、ホームページとして生成したコンテンツ選択画面データ
を提供するデータ提供システム３９０においては、携帯型専用端末３９１からデータ提供
サーバ３９２に送信される画面カスタマイズデータＤ１０のように、例えばコンテンツ選
択画面データに対して任意のアーティスト（又はジャンル）の曲（すなわち、コンテンツ
データ）を年代順に並べて、かつ背景色を任意の色に指定するようなカスタマイズが可能
であり、当該データ提供サーバ３９２は、受信した画面カスタマイズデータＤ１０を顧客
データベース３９３に登録した後、携帯型専用端末３９１から送信された取得要求データ
を受信すると、顧客データベース３９３から読み出した画面カスタマイズデータＤ１０に
基づいて検索部３９４によりコンテンツデータベース３９５内のコンテンツ選択画面デー
タを加工処理し、得られたカスタマイズ画面データＤ１１を携帯型専用端末３９１に送信
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する。
【０５１３】
因みに、かかるデータ提供システム３９０では、データ提供サーバ３９２により画面カス
タマイズデータＤ１０を受信すると、当該画面カスタマイズデータＤ１０による要求に対
応し得る分のコンテンツデータをコンテンツデータベース３９４内に記憶しているか否か
を判断し、当該コンテンツデータベース３９４内に画面カスタマイズデータＤ１０による
要求に対応する分のコンテンツデータを記憶していないときには、コンテンツ取得要求デ
ータＤ１２を生成してコンテンツサーバ３９５に送信し、当該コンテンツサーバ３９５の
コンテンツデータベース３９６から指定したコンテンツデータを読み出してデータ提供サ
ーバ３９２に補充するようにしても良い。このようにすれば、顧客の要求に、より適確に
対応してコンテンツ選択画面データをカスタマイズすることができる。なお、このような
データ提供サーバ３９２に対するコンテンツサーバ３９５からのコンテンツデータの補充
は、上述した第６の実施の形態にも適用することができる。
【０５１４】
さらに、上述した第６の実施の形態においては、データ提供サーバ３０１が単にコンテン
ツサーバから提供される多数のコンテンツデータを取得してコンテンツデータベース３１
１に記憶するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、データ提供サー
バ３０１がコンテンツサーバから圧縮したコンテンツデータを取得してそのままコンテン
ツデータベース３１１に記憶し、当該圧縮したコンテンツデータを携帯型専用端末３０３
に提供するようにしても良い。このようにすれば、データ提供サーバ３０１のコンテンツ
データベース３１１及び携帯型専用端末３０３の記録媒体３４０の限られた容量をコンテ
ンツデータの記録に有効に利用することができる。
【０５１５】
因みに、図３７に示すように、コンテンツサーバは、コンテンツデータベース内に多数の
コンテンツデータと共に、当該コンテンツデータをジャンル毎に分類して表す多数のデー
タテーブル４００を記憶しておき、データ提供サーバからコンテンツデータの配信の開始
に先立って提供用に扱うコンテンツデータのジャンルが指定されると、当該データテーブ
ルから指定されたジャンルのコンテンツデータをデータ提供サーバ毎又は取扱店毎にそれ
ぞれランダムに選定し、当該選定したコンテンツデータ群ａ及びｂをそれぞれ異なるデー
タ提供サーバ又は取扱店に提供するようにしても良い。このようにすれば、同一のジャン
ルのコンテンツデータを扱うデータ提供サーバ同士でも互いに提供し得るコンテンツデー
タの一部又は全てを異なるものとすることができ、この結果、顧客に同一のジャンルのコ
ンテンツデータを扱う多数のデータ提供サーバを利用させることができる。
【０５１６】
（８）第７の実施の形態
図３８は、第７の実施の形態によるデータ提供システム５００を示し、図１乃至図３につ
いて上述した取扱店４Ａ乃至４Ｎに対応するデータ提供サーバ５０１に、図１乃至図３に
ついて上述した携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに対応し、当該データ提供サーバ５０１にの
みアクセス可能な携帯型専用端末５０２と、図１乃至図３について上述した販売会社５に
対応するパッケージ提供サーバ５０２とがそれぞれインターネット５０４を介して接続さ
れて構成されている。
【０５１７】
データ提供サーバ５０１は、顧客データベース５１０と、コンテンツデータベース５１１
と、パッケージメディアデータベース５１２とを有しており、当該顧客データベース５１
０には登録を希望する顧客から取得した氏名、住所及び口座番号等の顧客情報と、当該顧
客に対して発行した顧客ＩＤとからなる顧客登録情報を記憶してその顧客を登録すること
によりデータ提供サーバ５０１を利用可能にしている。
【０５１８】
また、コンテンツデータベース５１２には、顧客に提供するコンテンツデータとして、多
数のシングル曲でなるコンテンツデータを記憶すると共に、当該コンテンツデータ毎に固
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有のコンテンツＩＤ、タイトル（曲名）、販売価格及びレンタル価格等からなるコンテン
ツ付随情報をリスト化して生成したデータテーブルを記憶している。
【０５１９】
さらに、データ提供サーバ５０１は、シングル曲でなるコンテンツデータに対して同一の
コンテンツデータが格納されたパッケージメディアを等価交換可能なパッケージメディア
として対応付けており、パッケージメディアデータベース５１３には、その等価交換可能
な対応付けに従ってシングル曲でなるコンテンツデータのタイトルと、当該コンテンツデ
ータが格納されたシングルＣＤでなるパッケージメディアのタイトルと、当該パッケージ
メディアの販売価格と、パッケージメディア固有のパッケージ識別情報（以下、これをパ
ッケージＩＤと呼ぶ）等とを対応付けてリスト化したデータテーブルを記憶している。
【０５２０】
そして、データ提供サーバ５０１は、登録した顧客の使用する（購入及びレンタルしたも
の）携帯型専用端末５０２から例えばレンタルを希望するコンテンツデータの指定情報が
コンテンツ指定データとして送信されると、これを受信部５１５によって受信して受信デ
ータ判別部５１６に取り込む。
【０５２１】
ここで、図３８と共に図３９に示すように、携帯型専用端末５０２から送信されたコンテ
ンツ指定データＤ２０には、顧客の氏名、顧客ＩＤ、パスワード、レンタルを希望するコ
ンテンツデータＤ２１のタイトル、等価交換の有無を表す等価交換情報、レンタル期間及
びレンタル料の支払い方法の情報が格納されている。
【０５２２】
因みに、コンテンツ指定データＤ２０に格納された顧客ＩＤは、データ提供サーバ５０１
により顧客の登録時に発行して当該顧客の使用する携帯型専用端末５０２に保管していた
ものであり、当該携帯型専用端末５０２から送信される種々のデータには顧客を識別する
ために格納されている。
【０５２３】
また、コンテンツ指定データＤ２０に格納された等価交換情報は、顧客がコンテンツデー
タＤ２１の取得を目的として等価交換を希望していないときには例えば「０」を示し、こ
れに対して顧客が等価交換を希望したときには例えば「１」を示す。
【０５２４】
従って、データ提供サーバ５０１は、受信データ判別部５１６により、コンテンツ指定デ
ータＤ２０に格納されている等価交換情報に基づいて当該コンテンツ指定データＤ２０が
コンテンツデータＤ２１を取得するためのデータであると判別する。
【０５２５】
そして、データ提供サーバ５０１は、受信データ判別部５１６により、コンテンツ指定デ
ータＤ２０に格納されているコンテンツデータＤ２１のタイトルに基づいてコンテンツデ
ータベース５１１内のデータテーブルを検索することによりそのタイトルをコンテンツＩ
Ｄに変更してコンテンツ読出制御データＤ２２を生成し、当該生成したコンテンツ読出制
御データＤ２２をコンテンツＩＤ抽出部５１７に送出する。
【０５２６】
因みに、データ提供サーバ５０１は、受信データ判別部５１６によってコンテンツ指定デ
ータＤ２０からコンテンツ読出制御データＤ２２を生成する場合、顧客要求検索部５１８
によって、コンテンツ指定データＤ２０に格納されている顧客ＩＤに基づいて顧客データ
ベース５１０内を検索することにより顧客登録情報として記憶しているコード化した顧客
の氏名を検出すると共に、レンタル料の支払い方法としてクレジットが指定されていると
顧客の口座番行を検出し、当該検出した顧客の氏名及び口座番号を受信データ生成部５１
６によってコンテンツ読出制御データＤ２２に格納している。
【０５２７】
データ提供サーバ５０１は、コンテンツＩＤ抽出部５１７によりコンテンツ読出制御デー
タＤ２２からコンテンツＩＤを抽出し、当該抽出したコンテンツＩＤをコンテンツ読出制
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御データＤ２２と共にコンテンツ検索部５１９に送出することにより当該コンテンツ検索
部５１９によってそのコンテンツＩＤに基づいてコンテンツデータベース５１１を検索し
て顧客の指定したコンテンツデータＤ２１を読み出すと共に、当該読み出したコンテンツ
データＤ２１をコンテンツ読出制御データＤ２２と共に送信データ生成部５２０に送出す
る。
【０５２８】
これによりデータ提供サーバ５０１は、送信データ生成部５２０によりコンテンツ読出制
御データＤ２２にコピー履歴情報を付加してヘッダデータＤ２３を生成し、当該生成した
ヘッダデータＤ２３をコンテンツデータＤ２１に付加して送信部５２１からインターネッ
ト５０４を介して携帯型専用端末５０２に送信することにより、顧客に指定されたコンテ
ンツデータＤ２１をレンタルすることができる。
【０５２９】
因みに、データ提供サーバ５０１は、図示しない課金処理部を有しており、顧客がレンタ
ル料の支払いにクレジットを指定しているときには当該顧客の携帯型専用端末５０２に指
定されたコンテンツデータＤ２１を送信する前に、その課金処理部により課金処理を実行
することによりコンテンツデータＤ２１のレンタル期間に応じたレンタル料（すなわち、
顧客への請求金額）と顧客登録情報内の顧客の口座番号とデータ提供サーバ５０１を運営
している例えば取扱店の口座番号とに基づいて課金データを生成する。
【０５３０】
そして、データ提供サーバ５０１は、課金処理部によって生成した課金データを送信部５
２１からインターネット５０４を介して所定の決済処理サーバ（図示せず）に送信した結
果、当該決済処理サーバ１０４から課金データに基づく電子的な決済処理の終了が通知さ
れると、顧客更新検索部５１８により顧客のレンタルしたコンテンツデータＤ２１のタイ
トル及びコンテンツＩＤや当該顧客がそのレンタルに支払った金額等の情報を顧客データ
ベース５１０内の顧客の顧客登録情報に追加して更新することにより顧客のレンタルした
コンテンツデータＤ２１や当該レンタルに対する支払い状況等を顧客登録情報によって把
握し得るようにしている。
【０５３１】
このとき、データ提供サーバ５０１は、決済処理サーバから受けた通知を送信データ生成
部５２０にも通知することにより当該送信データ生成部５２０によりヘッダデータＤ２３
に顧客がコンテンツデータＤ２１のレンタルに支払った金額を口座番号に代えて格納し、
このようにして顧客によるレンタル料の支払いが終了するとヘッダデータＤ２３を付加し
たコンテンツデータＤ２１を携帯型専用端末５０２に送信して顧客にレンタルする。
【０５３２】
このようにしてデータ提供システム５００においては、データ提供サーバ５０１から携帯
型専用端末５０２を利用して顧客にコンテンツデータＤ２１をレンタルし、当該コンテン
ツデータＤ２１に対するレンタル期間の終了時にはその携帯型専用端末５０２を取扱店に
持ち込めば、レンタルしていたコンテンツデータＤ２１を返却のために消去する。
【０５３３】
また、このデータ提供システム５００においては、コンテンツデータＤ２１のレンタル期
間が終了しても携帯型専用端末５０２が取扱店に持ち込まれないときには、当該携帯型専
用端末５０２の内部によりそのコンテンツデータＤ２１を返却のために消去又は再生不可
能な状態にしている。
【０５３４】
ところで、データ提供サーバ５０１は、携帯型専用端末５０２からレンタルにより顧客の
占有しているコンテンツデータ（シングル曲）をパッケージメディア（シングルＣＤ）と
等価交換することを希望する等価交換要求データが送信されると、これを受信部５１５に
よって受信して受信データ判別部５１６に取り込む。
【０５３５】
ここで、図３８と共に図４０に示すように、携帯型専用端末５０２から送信された等価交
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換要求データＤ３０には、顧客の氏名、顧客ＩＤ、パスワード、等価交換用として顧客の
提示したコンテンツデータＤ２１のタイトル及び等価交換の有無を表す等価交換情報（内
容は「１」を示す）が格納されている。
【０５３６】
従って、データ提供サーバ５０１は、受信データ判別部５１６により、等価交換要求デー
タＤ３０に格納されている等価交換情報に基づいて当該等価交換要求データＤ３０がコン
テンツデータＤ２１をパッケージメディアと等価交換するためのデータであると判別し、
当該等価交換要求データＤ３０を顧客ＩＤ抽出部５２５に送出する。
【０５３７】
データ提供サーバ５０１は、顧客ＩＤ抽出部５２５により等価交換要求データＤ３０から
顧客ＩＤを抽出して当該等価交換要求データＤ３０と共に顧客更新検索部５１８に送出す
る。
【０５３８】
また、データ提供サーバ５０１は、顧客更新検索部５１８によって顧客ＩＤに基づいて顧
客データベース５１０内を検索することによりこの結果得られた顧客登録情報に基づいて
顧客のコード化した氏名と、等価交換用として提示されたコンテンツデータＤ２１のコン
テンツＩＤと、当該コンテンツデータＤ２１に対するレンタル料の支払い方法と、当該レ
ンタル料が既に支払われているかを検出すると共に、合わせて等価交換を要求した顧客が
過去にコンテンツデータＤ２１の取得等に関して何らかの不正を働いていないかを検出し
、当該検出結果を等価交換要求データＤ３０と共に判別部５２６に送出する。
【０５３９】
そして、データ提供サーバ５０１は、判別部５２６により、顧客更新検索部５１８から与
えられた検出結果に基づいて顧客に等価交換を許可するか否かを判別する。
【０５４０】
ここで、データ提供サーバ５０１は、顧客により等価交換用のコンテンツデータＤ２１に
対するレンタル料が既に支払われており、かつその顧客が過去に特には不正を働いていな
ければ、判別部５２６により顧客に対して等価交換を許可すると共に、等価交換要求デー
タＤ３０に顧客更新検索部５１８によって検出した顧客のコード化した氏名、等価交換用
として提示されたコンテンツデータＤ２１のコンテンツＩＤ、レンタル料の支払い方法及
び実際に支払った金額を格納して等価交換処理データＤ３１を生成し、当該生成した等価
交換要求データＤ３１を価値判断部５２７に送出する。
【０５４１】
データ提供サーバ５０１は、価値判断部５２７により予め設定された検索条件に従ってパ
ッケージ検索部５２８を介してパッケージメディアデータベース５１２のデータテーブル
を検索することにより、等価交換用として提示された顧客の占有しているコンテンツデー
タＤ２１（シングル曲）と等価交換可能なパッケージメディアとして、同一のコンテンツ
データＤ２１が格納されているパッケージメディア（シングルＣＤ）を検出し、当該検出
したパッケージメディアのタイトル、販売価格及びパッケージＩＤを読み出す。
【０５４２】
そして、データ提供サーバ５０１は、価値判断部５２７により、顧客の占有するコンテン
ツデータＤ２１に対してその顧客の支払ったレンタル料（すなわち、顧客の占有している
コンテンツデータＤ２１の取得価格）と、検索した等価交換可能なパッケージメディアの
販売価格とを比較してこれらの差額を算出し、この際例えばコンテンツデータの取得価格
よりもパッケージメディアの販売価格が高ければ、顧客の占有するコンテンツデータＤ２
１と、等価交換可能なパッケージメディアとの交換価値をほぼ等価にするためにその差額
を顧客が支払うという等価交換の条件を設定する。
【０５４３】
これによりデータ提供サーバ５０１は、価値判断部５２７により等価交換要求データＤ３
１に等価交換可能なパッケージメディアのタイトル及びパッケージＩＤと、等価交換の条
件（等価交換を実行するうえで顧客の占有するコンテンツデータと、パッケージメディア
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との交換価値をほぼ等価にするために取得価格と販売価格の差額を顧客が支払う）とを格
納することにより等価交換条件提示データＤ３２を生成する。
【０５４４】
そして、データ提供サーバ５０１は、等価交換条件提示データＤ３２を送信部５２１から
インターネット５０４を介して携帯型専用端末５０２に送信することにより、顧客にコン
テンツデータＤ２１と等価交換可能なパッケージメディアを通知すると共に、当該コンテ
ンツデータＤ２１とパッケージメディアとを等価交換するにはその条件として、提示した
差額を顧客が支払う必要があることを通知する。
【０５４５】
この結果、データ提供サーバ５０１は、携帯型専用端末５０２から等価交換を承諾する交
換承諾データが送信されると、これを受信部５１５によって受信して受信データ判別部５
１６に取り込み、当該受信データ判別部５１６から交換承諾データを判別部５２６に送出
することによりその判別部５２６により交換承諾データに基づいて顧客により等価交換が
承諾されたことを確認する。
【０５４６】
そして、データ提供サーバ５０１は、判別部５２６により顧客登録情報に基づいて顧客に
渡す等価交換用のパッケージメディアのパッケージＩＤ及び顧客の氏名及び住所等からパ
ッケージ配送依頼情報を生成して送信データ生成部５２０に送出する。
【０５４７】
これによりデータ提供サーバ５０１は、送信データ生成部５２０によりパッケージ配送依
頼情報を表すパッケージ配送依頼データを生成して送信部５２１からインターネット５０
４を介してパッケージ提供サーバ５０３に送信し、当該パッケージ提供サーバ５０３に顧
客へのパッケージメディアの配送を依頼する。
【０５４８】
この結果、データ提供サーバ５０１は、パッケージ提供サーバ５０３から配送の手配が完
了したことを表す配送手配完了データがインターネット５０４を介して送信されると、こ
れを受信部５１５によって受信して受信データ判別部５１６から判別部５２６に送出する
。
【０５４９】
このとき、データ提供サーバ５０１は、交換承諾データに含まれる顧客の指定した差額の
支払い方法としてクレジットによる支払いが指定されていると、課金処理部により上述し
た場合と同様にして課金処理した後、決済処理サーバからの電子的な決済処理の終了通知
を受け取る。
【０５５０】
これによりデータ提供サーバ５０１は、判別部５２６により等価交換の承認と、パッケー
ジメディアの受け渡し方法等を表す等価交換承認情報を送信データ生成部５２０に送出し
、当該送信データ生成部５２０により等価交換承認データを生成して送信部５２１からイ
ンターネット５０４を介して携帯型専用端末５０２に送信することにより顧客に等価交換
を承認したことを通知する。
【０５５１】
そして、データ提供サーバ５０１は、顧客に等価交換を承認したことを通知すると、判別
部５２６により顧客更新検索部５１８を介して顧客データベース５１０内の顧客登録情報
に等価交換するコンテンツデータＤ２１のコンテンツＩＤ及びパッケージメディアのパッ
ケージＩＤ並びに差額の支払いの有無やその差額（金額）の情報を追加して更新し、かく
して等価交換の履歴を記憶する。
【０５５２】
このようにしてデータ提供サーバ５０１は、携帯型専用端末５０２から顧客の占有してい
たコンテンツデータが返却のために消去（又は再生不可能な状態）されると共に、パッケ
ージ提供サーバ５０３に配送を依頼したパッケージメディアが顧客のもとに配送されると
、図４１（Ａ）及び（Ｂ）に示すように、通常であれば販売価格に応じた金額を支払って
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購入すべきパッケージメディアを、顧客の占有しているコンテンツデータＤ２１と当該コ
ンテンツデータＤ２１が格納されたパッケージメディアとの交換価値をほぼ等価にしてそ
のパッケージメディアとコンテンツデータＤ２１との交換を実現する。
【０５５３】
因みに、データ提供サーバ５０１は、等価交換で発生するコンテンツデータの取得価格と
パッケージメディアの販売価格との差額に対する支払いに顧客によって現金が指定されて
いるときには銀行での口座振込み等を利用し、プリペイドカードによる支払いが指定され
ているときにはリクエスト端末等を利用する。
【０５５４】
また、データ提供サーバ５０１は、携帯型専用端末５０２から等価交換要求データＤ３０
を受信したとき、等価交換用に提示されたコンテンツデータＤ２１のレンタル料が支払わ
れていなかったり、その顧客が過去に何らかの不正を働いていたときには、判別部５２６
により顧客に対して等価交換を許可しないようにして当該等価交換の不許可を表す等価交
換不許可情報を送信データ生成部５２０に送出する。
【０５５５】
そして、データ提供サーバ５０１は、送信データ生成部５２０によりその等価交換不許可
情報を表す等価交換不許可データを生成し、当該生成した等価交換不許可データを送信部
５２１からインターネット５０４を介して携帯型専用端末５０２に送信し、かくして顧客
に等価交換に応じられないことを通知する。
【０５５６】
一方、図３８に示すように、携帯型専用端末５０２は、顧客により操作部５４０を介して
レンタルを希望するコンテンツデータの指定情報が入力されると、操作情報判別部５４１
により例えばその指定情報のフォーマットによって当該指定情報がコンテンツデータの取
得を目的とする情報であると判別し、その指定情報に「０」を示す等価交換情報を付加し
て要求データ生成部５４２に送出する。
【０５５７】
そして、携帯型専用端末５０２は、要求データ生成部５４２によりその指定情報を表し、
かつ顧客ＩＤを含むコンテンツ指定データＤ２０を生成し、当該生成したコンテンツ指定
データＤ２０を送信部５４３からインターネット５０４を介してデータ提供サーバ５０１
に送信する。
【０５５８】
この結果、携帯型専用端末５０２は、データ提供サーバ５０１からヘッダデータＤ２３の
付加されたコンテンツデータＤ２１が送信されると、これを受信部５４４によって受信し
て判別部５４５から記録制御部５４６に送出することにより当該記録制御部５４６により
そのコンテンツデータＤ２１及びヘッダデータＤ２３を記録媒体５４７に記録し、かくし
て顧客の所望するコンテンツデータＤ２１をレンタルする。
【０５５９】
これにより携帯型専用端末５０２は、この後、顧客により操作部５４０を介して再生命令
が入力されると、これに応じて再生制御部５４８により記録媒体５４７からコンテンツデ
ータＤ２１を再生し、当該再生したコンテンツデータＤ２１を表示制御部及び表示部並び
にスピーカ等からなる再生部５４９に送出することにより顧客にシングル曲等のコンテン
ツを楽しませることができるようになされている。
【０５６０】
因みに、携帯型専用端末５０２は、記録制御部５４５及び再生制御部５４８によってコン
テンツデータＤ２１のレンタル期間をヘッダデータＤ２３から検出して管理しており、当
該コンテンツデータＤ２１のレンタル期間が終了しても携帯型専用端末５０２が取扱店に
持ち込まれないときには、そのコンテンツデータＤ２１を返却のために記録媒体５４７か
ら消去し、又は再生制御部５４８により再生不可能な状態にする。
【０５６１】
また、携帯型専用端末５０２は、顧客により操作部５４０を介して等価交換用のコンテン
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ツデータＤ２１を指定した等価交換要求が入力されると、操作情報判別部５４１によりそ
の等価交換要求のフォーマットによって当該等価交換要求が顧客の占有するコンテンツデ
ータＤ２１をパッケージメディアと等価交換するための要求であると判別し、当該等価交
換要求に「１」を示す等価交換情報を付加して要求データ生成部５４２に送出する。
【０５６２】
この場合、携帯型専用端末５０２は、要求データ生成部５４２によりその等価交換要求を
表し、かつ顧客ＩＤを含む等価交換要求データＤ３０を生成し、当該生成した等価交換要
求データＤ３０を送信部５４３からインターネット５０４を介してデータ提供サーバ５０
１に送信する。
【０５６３】
この結果、携帯型専用端末５０２は、データ提供サーバ５０１からインターネット５０４
を介して等価交換条件提示データＤ３２が送信されると、これを受信部５４４によって受
信して判別部５４５から再生部５４９に送出することにより顧客にコンテンツデータＤ２
１と等価交換可能なパッケージメディアのタイトルと、等価交換の条件としてその等価交
換により生じる差額を顧客が支払うことを通知する。
【０５６４】
これにより携帯型専用端末５０２は、顧客により操作部５４０を介して等価交換の承諾が
得られると、操作情報判別部５４１によりその承諾に「１」を表す等価交換情報を付加し
て要求データ生成部５４２に送出し、当該要求データ生成部５４２により当該承諾を表す
交換承諾データを生成して送信部５４３からインターネット５０４を介してデータ提供サ
ーバ５０１に送信する。
【０５６５】
このようにして携帯型専用端末５０２は、この後、データ提供サーバ５０１からインター
ネット５０４を介して等価交換承認データが送信されると、これを受信部５４４によって
受信して判別部５４５から再生部５４９に送出することにより顧客に等価交換が承認され
たことと、パッケージメディアの受け渡し方法等を通知する。
【０５６６】
因みに、携帯型専用端末５０２は、データ提供サーバ５０１からインターネット５０４を
介して等価交換不許可データが送信されると、これを受信部５４４によって受信して判別
部５４５から再生部５４９に送出することにより顧客に等価交換が許可されなかったこと
を通知する。
【０５６７】
また、パッケージ提供サーバ５０３は、データ提供サーバ５０１からインターネット５０
４を介してパッケージ配送依頼データが送信されると、これを受信部５６０によって受信
してパッケージＩＤ抽出部５６１に送出し、当該パッケージＩＤ抽出部５６１によりパッ
ケージ配送依頼データからパッケージＩＤを抽出して当該パッケージ配送依頼データと共
にパッケージ検索部５６２に送出する。
【０５６８】
そして、パッケージ提供サーバ５０３は、パッケージ検索部５６２によりパッケージＩＤ
に基づいて在庫管理データベース５６３を検索することによりデータ提供サーバ５０１に
よって指定されたパッケージメディアの在庫と図示しないパッケージ保管棚における保管
位置を検出し、当該検出した保管位置の情報をパッケージ配送依頼データと共にパッケー
ジ取出制御部５６４に送出する。
【０５６９】
これによりパッケージ提供サーバ５０３は、パッケージ取出制御部５６４により保管位置
の情報に基づいてパッケージメディア保管棚から指定されたパッケージメディアを取り出
した後、出荷梱包指示部５６５によりその取り出したパッケージメディアを梱包し、かつ
パッケージ配送依頼データに示す顧客の住所に配送するように図示しない配送センターに
指示し、かくして送信部５６６から配送手配完了データをデータ提供サーバ５０１に送信
する。
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【０５７０】
かくして図４２に示すように、データ提供システム５００においては、顧客とデータ提供
サーバ５０１との間で等価交換が承認されると、パッケージ提供サーバ５０３から顧客に
コンテンツデータと等価交換するパッケージメディアが配送される。
【０５７１】
ここで、データ提供システム５００のデータ提供サーバ５０１と携帯型専用端末５０２と
パッケージ提供サーバ５０３とによる等価交換処理手順についてまとめると、図４３（Ａ
）及び図４４（Ａ）に示すように、まず携帯型専用端末５０２はルーチンＲＴ３０の開始
ステップから入ってステップＳＰ３５１に移る。
【０５７２】
ステップＳＰ３５１において、携帯型専用端末５０２は、操作部５４０を介してコンテン
ツデータＤ２１をレンタルするための指示情報が入力されることを待ち受けており、当該
指示情報が入力されると、ステップＳＰ３５２に移って要求データ生成部５４２によりコ
ンテンツ指示情報データＤ２０を生成して送信部５４３からデータ提供サーバ５０１に送
信し、ステップＳＰ３５３に移る。
【０５７３】
このとき図４３（Ｂ）及び図４４（Ｂ）に示すように、データ提供サーバ５０１は、ルー
チンＲＴ３１の開始ステップから入ってステップＳＰ３７１に移り、当該ステップＳＰ３
７１において携帯型専用端末５０２からコンテンツ指示データが送信されることを待ち受
けており、当該コンテンツ指示データを受信部５１５によって受信すると、ステップＳＰ
３７２に移る。
【０５７４】
ステップＳＰ３７２において、データ提供サーバ５０１は、コンテンツ検索部５１９によ
りコンテンツデータベース５１１から指定されたコンテンツデータＤ２１を読み出し、当
該読み出したコンテンツデータＤ２１を送信部５２１から携帯型専用端末５０２に送信し
てステップＳＰ３７３に移る。
【０５７５】
ここで、ステップＳＰ３５３において、携帯型専用端末５０２は、データ提供サーバ５０
１からコンテンツデータＤ２１が送信されることを待ち受けており、当該コンテンツデー
タＤ２１を受信部５４４によって受信すると、ステップＳＰ３５４に移って記録制御部５
４６によりそのコンテンツデータＤ２１を記録媒体５４７に記録してステップＳＰ３５５
に移る。これにより携帯型専用端末５０１は、顧客の指定したコンテンツデータＤ２１を
レンタルし、当該顧客の要求に応じてそのコンテンツデータＤ２１を再生することにより
顧客に楽しませることができる。
【０５７６】
ステップＳＰ３５５において、携帯型専用端末５０２は、操作部５４０を介して等価交換
要求が入力されることを待ち受け、当該等価交換要求が入力されるまでの間は、ステップ
ＳＰ３５１に戻って続くステップＳＰ３５２－ＳＰ３５３－ＳＰ３５４－ＳＰ３５５の処
理ループを繰り返す。
【０５７７】
そして、ステップＳＰ３５５において、携帯型専用端末５０２は、操作部５４０を介して
等価交換要求が入力されると、ステップＳＰ３５６に移って要求データ生成部５４２によ
り等価交換要求データＤ３０を生成して送信部５４３からデータ提供サーバ５０１に送信
し、ステップＳＰ３５７に移る。
【０５７８】
ステップＳＰ３７３において、データ提供サーバ５０１は、携帯型専用端末５０２から等
価交換要求データＤ３０が送信されたか否かを判断し、当該等価要求データＤ３０を受信
するまでの間は、ステップＳＰ３７１に戻って続くステップＳＰ３７２からステップＳＰ
３７３の処理ループを繰り返し、ステップＳＰ３７３において携帯型専用端末５０２から
送信された等価交換要求データＤ３０を受信部５１５によって受信すると、ステップＳＰ
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３７４に移る。
【０５７９】
ステップＳＰ３７４において、データ提供サーバ５０１は、判別部５２６により等価交換
を要求した顧客の顧客登録情報に基づいて当該顧客の利用履歴を調べることにより等価交
換を許可するか否か判断する。
【０５８０】
このステップＳＰ３７４において否定結果を得ることは、顧客が等価交換用に提示したコ
ンテンツデータＤ２１のレンタル料を未だ支払っていないか、又は当該顧客が過去に何ら
かの不正を働いていたために等価交換を不当に利用する可能性があることを意味し、この
ときデータ提供サーバ５０１は、ステップＳＰ３７５に移って判別部５２６で生成した等
価交換不許可情報を送信データ生成部５２０により等価交換不許可データとして送信部５
２１から携帯型専用端末５０２に送信した後、ステップＳＰ３７６に移って当該データ提
供サーバ５０１による処理を終了する。
【０５８１】
これに対してステップＳＰ３７４において肯定結果を得ることは、顧客が等価交換用に提
示したコンテンツデータＤ２１のレンタル料をすでに支払っていて過去に不正を働いたこ
ともないために等価交換を不当に利用する可能性がほとんどないことを意味し、このとき
データ提供サーバ５０１は、ステップＳＰ３７７に移る。
【０５８２】
ステップＳＰ３７７において、データ提供サーバ５０１は、価値判断部５２７により顧客
の占有するコンテンツデータＤ２１と、等価交換可能なパッケージメディアとの交換価値
をほぼ等価にするための条件を表す等価交換条件提示データＤ３２を生成して送信部５２
１から携帯型専用端末５０２に送信し、ステップＳＰ３７８に移る。
【０５８３】
このとき、ステップＳＰ３７５において、携帯型専用端末５０２は、データ提供サーバ５
０１から等価交換条件提示データＤ３２又は等価交換不許可データが送信されることを待
ち受けており、いずれかのデータを受信部５４４によって受信するとステップＳＰ３５８
に移る。
【０５８４】
ステップＳＰ３５８において、携帯型専用端末５０２は、判別部５４５により受信部５５
４で受信したデータが等価交換条件提示データＤ３２であるか否かを判別し、当該受信し
たデータが等価交換不許可データであるときにはステップＳＰ３５９に移って当該携帯型
専用端末５０１による処理を終了する。
【０５８５】
これに対してステップＳＰ３５８において、携帯型専用端末５０２は、受信したデータが
等価交換条件提示データＤ３２であるときにはステップＳＰ３６０に移り、顧客による操
作部５４０の操作に応じて交換承諾データを送信部５４３からデータ提供サーバ５０１に
送信してステップＳＰ３６１に移る。
【０５８６】
ステップＳＰ３７８において、データ提供サーバ５０１は、携帯型専用端末５０２から交
換承諾データが送信されることを待ち受けており、当該交換承諾データを受信部５１５に
よって受信すると、ステップＳＰ３７９に移って判別部５２６により顧客にパッケージメ
ディアを配送するためのパッケージ配送依頼データを生成して送信部５２１からパッケー
ジ提供サーバ５０３に送信し、ステップＳＰ３８０に移る。
【０５８７】
このとき図４３（Ｃ）及び図４４（Ｃ）に示すように、パッケージ提供サーバ５０３は、
ルーチンＲＴ３２の開始ステップから入ってステップＳＰ３９１に移り、当該ステップＳ
Ｐ３９１においてデータ提供サーバ５０１からパッケージ配送依頼データが送信されるこ
とを待ち受けていることによりそのパッケージ配送依頼データを受信部５６０によって受
信すると、ステップＳＰ３９２に移る。
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【０５８８】
ステップＳＰ３９２において、パッケージ提供サーバ５０３は、パッケージ検索部５６２
によりパッケージ配送依頼データに基づいて指定されたパッケージメディアのパッケージ
保管棚における保管位置を確認してステップＳＰ３９３に移り、パッケージ取出制御部５
６４によりパッケージ保管棚から指定されたパッケージメディアを取り出すと、ステップ
ＳＰ３９４に移る。
【０５８９】
ステップＳＰ３９４において、パッケージ提供サーバ５０３は、出荷梱包指示部５６５に
より配送センターにパッケージメディアの梱包及び顧客への配送を指示してステップＳＰ
３９５に移り、配送手配完了データを送信部５６６からデータ提供サーバ５０１に送信し
た後、ステップＳＰ３９６に移って当該パッケージ提供サーバ５０３による処理を終了す
る。
【０５９０】
このとき、ステップＳＰ３８０において、データ提供サーバ５０１は、パッケージ提供サ
ーバ５０３から配送手配完了データが送信されることを待ち受けており、当該配送手配完
了データを受信部５１５によって受信すると、ステップＳＰ３８１に移って判別部５２６
により等価交換承認データを生成して送信部５２１から携帯型専用端末５０２に送信し、
この後ステップＳＰ３７６に移って当該データ提供サーバ５０１による処理を終了する。
【０５９１】
また、ステップＳＰ３６１において、携帯型専用端末５０２は、データ提供サーバ５０１
から等価交換承認データが送信されることを待ち受けており、当該等価交換承認データを
受信部５４４によって受信すると、再生部５４９を介して顧客に等価交換が承認されたこ
とを通知した後、ステップＳＰ３５９に移って当該携帯型専用端末５０２による処理を終
了する。かくしてデータ提供システム５００における等価交換処理手順を全て終了する。
【０５９２】
以上の構成において、このデータ提供システム５００では、データ提供サーバ５０１に、
携帯型専用端末５０２からコンテンツデータＤ２１のレンタルを要求するコンテンツ指定
データが送信されると、これに応じて携帯型専用端末５０２に指定されたコンテンツデー
タＤ２１を送信して記録させ、このようにして当該携帯型専用端末５０２を用いて顧客に
コンテンツデータＤ２１をレンタルするようにした。
【０５９３】
そして、このデータ提供システム５００では、データ提供サーバ５０１に、携帯型専用端
末５０２からレンタルにより顧客の占有しているコンテンツデータＤ２１（シングル曲）
に対する等価交換要求データＤ３０が送信されると、当該データ提供サーバ５０１により
コンテンツデータＤ２１と等価交換可能な同一のコンテンツデータＤ２１が格納されたパ
ッケージメディア（シングルＣＤ）を検出し、当該検出したパッケージメディアと顧客の
占有しているコンテンツデータとの交換価値をほぼ等価にするためにパッケージメディア
の販売価格と顧客の占有しているコンテンツデータの取得価格との差額を算出する。
【０５９４】
このようにしてデータ提供システム５００では、データ提供サーバ５０１により、顧客の
提示したコンテンツデータＤ２１に対して等価交換可能なパッケージメディアのタイトル
と当該等価交換により顧客の支払うべき差額とを等価交換の条件として提示する等価交換
条件提示データＤ３２を携帯型専用端末５０２に送信する。
【０５９５】
この結果、データ提供システム５００では、データ提供サーバ５０１に携帯型専用端末５
０２から等価交換を承諾する等価交換承諾データが送信されると、等価交換によって発生
した差額を顧客に支払わせて携帯型専用端末５０２から顧客の占有していたコンテンツデ
ータを返却のために消去すると共に、当該顧客にパッケージメディアを引き渡すようにし
て、顧客の占有しているコンテンツデータＤ２１と当該コンテンツデータＤ２１が格納さ
れたパッケージメディアとの交換価値をほぼ等価にしてそのパッケージメディアとコンテ
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ンツデータＤ２１とを交換するようにした。
【０５９６】
従って、このデータ提供システム５００では、携帯型専用端末５０２を利用してコンテン
ツデータＤ２１をレンタルした顧客がそのコンテンツデータＤ２１を他の機器で再生して
楽しむことを望み、又は携帯型専用端末５０２によるコンテンツデータＤ２１の保管に不
安を抱いてパッケージメディアによる保管を望んだ場合に、当該コンテンツデータＤ２１
とパッケージメディアとの交換価値をほぼ等価にし、顧客に最小限の投資でコンテンツデ
ータＤ２１をパッケージメディアと交換して提供することができる。
【０５９７】
この結果、このデータ提供システム５００では、インターネットを利用して配信している
コンテンツデータＤ２１を格段的に取得し易くすることができる。
【０５９８】
また、このデータ提供システム５００では、このようなコンテンツデータＤ２１とパッケ
ージメディアとの等価交換を実行するため、顧客にとって格段的に利用し易くすることが
できる。
【０５９９】
さらに、このデータ提供システム５００では、データ提供サーバ５０１にのみアクセス可
能な携帯型専用端末５０２を使用する顧客に対して等価交換を利用させるため、当該顧客
がデータ提供サーバ５０１以外のサーバからそのデータ提供サーバ５０１の提供価格とは
異なる価格で取得したコンテンツデータを用いて等価交換を不当に利用し、又はパッケー
ジメディアからダウンロードしたコンテンツデータを用いて等価交換を不当に利用するこ
とをほぼ確実に防止することができる。
【０６００】
以上の構成によれば、データ提供サーバ５０１により、顧客の使用する携帯型専用端末５
０２からのレンタル要求に応じて指定されたコンテンツデータＤ２１を当該携帯型専用端
末５０２に送信して記録するようにしてレンタルし、この後、携帯型専用端末５０２から
レンタルしたコンテンツデータＤ２１をパッケージメディアと交換するように要求される
と、当該コンテンツデータＤ２１と交換可能なパッケージメディアを検出してそのパッケ
ージメディアと顧客の占有しているコンテンツデータＤ２１との交換価値をほぼ等価にす
るための条件を提示するようにしたことにより、顧客が配信によってコンテンツデータを
取得しても当該顧客の占有するコンテンツデータＤ２１を最小限の投資でパッケージメデ
ィアと交換することができる分、インターネット５０４を利用して配信しているコンテン
ツデータＤ２１を格段的に取得し易くすることができ、かくしてコンテンツデータの配信
を普及させ得るデータ提供システムを実現することができる。
【０６０１】
なお、上述した第７の実施の形態においては、データ提供サーバ５０１から顧客のレンタ
ルしたコンテンツデータＤ２１をパッケージメディアと等価交換するようにした場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、データ提供サーバ５０１から顧客の購入したコン
テンツデータをパッケージメディアと等価交換するようにしても良い。
【０６０２】
因みに、上述した第７の実施の形態によれば、レンタルしたコンテンツデータＤ２１をパ
ッケージメディアと等価交換したため、当該コンテンツデータＤ２１をレンタル期間の終
了時には返却のために消去していたが、顧客の購入したコンテンツデータをこれと同一の
コンテンツデータが格納されたパッケージメディアと等価交換する場合には、当該顧客が
異なるコンテンツデータを不当に占有するわけではないため、パッケージメディアと等価
交換したそのコンテンツデータの扱いを消去と顧客がそのまま保存する場合とのいずれに
しても良い。
【０６０３】
また、上述した第７の実施の形態においては、顧客の占有しているコンテンツデータＤ２
１と等価交換したパッケージメディアをパッケージ提供サーバ５０３によって顧客に配送
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するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、顧客の占有しているコン
テンツデータＤ２１と等価交換したパッケージメディアをコンテンツデータＤ２１の返却
時に取扱店で顧客に直接引き渡すようにしても良い。
【０６０４】
さらに、上述した第７の実施の形態においては、顧客の占有しているシングル曲でなるコ
ンテンツデータＤ２１をシングルＣＤでなるパッケージメディアと等価交換するようにし
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、顧客の占有しているシングル曲でなる
コンテンツデータＤ２１をアルバムＣＤでなるパッケージメディアと等価交換するように
しても良い。
【０６０５】
さらに、上述した第７の実施の形態においては、等価交換対象のコンテンツデータとパッ
ケージメディアとにそれぞれ音楽（シングル曲及びシングルＣＤ）を適用するようにした
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、等価交換対象のコンテンツデータ及びパ
ッケージメディアとしては映画や、書籍等のようにこの他種々のコンテンツを適用するこ
とができる。このようにすれば、データ提供システムの利便性及び汎用性を格段的に向上
させることができると共に、コンテンツデータの配信をさらに普及させることができる。
【０６０６】
さらに、上述した第７の実施の形態においては、顧客の占有するコンテンツデータＤ２１
とパッケージメディアとの等価交換によって交換価値をほぼ等価にするための差額を顧客
が金銭によって支払うようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、データ
提供サーバ５０１により顧客にコンテンツデータＤ２１のレンタルや購入に応じて割引等
の特典を与えるためのポイントを発行して蓄積しておき、当該顧客の占有するコンテンツ
データＤ２１とパッケージメディアとの等価交換によって交換価値をほぼ等価にするため
の差額の支払いに金銭の一部又は全てに代えてその顧客の取得しているポイントを利用す
るようにしても良い。
【０６０７】
さらに、上述した第７の実施の形態においては、データ提供サーバ５０１から当該データ
提供サーバ５０１にのみアクセス可能な携帯型専用端末５０２を用いてコンテンツデータ
Ｄ２１をレンタルし、当該レンタルしたコンテンツデータＤ２１をパッケージメディアと
等価交換するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、パーソナルコン
ピュータや携帯電話機等のようにインターネット５０４に接続し得る機器であれば、この
他種々の機器を利用してデータ提供サーバ５０１からコンテンツデータを購入及びレンタ
ルし、当該購入及びレンタルしたコンテンツデータをパッケージメディアと等価交換する
ようにしても良い。
【０６０８】
因みに、パーソナルコンピュータや携帯電話機等の携帯型専用端末５０２とは異なる他の
機器を用いてデータ提供サーバ５０１を利用する場合には、当該機器を用いてデータ提供
サーバ５０１から購入及びレンタルするコンテンツデータに当該コンテンツデータの提供
元であるデータ提供サーバ５０１を識別するためのサーバ識別情報を付加しておき、等価
交換が要求されたときには顧客に等価交換を許可するか否かを判断する際に等価交換用に
提示されたコンテンツデータをサーバ識別情報によってデータ提供サーバ５０１から提供
したものであるか否か判断し、他のデータ提供サーバから取得したコンテンツデータを等
価交換用に提示しているときには等価交換を許可しないようにする。これにより、データ
提供サーバが他のデータ提供サーバで提供しているコンテンツデータを等価交換すること
により損害を受けることを防止することができる。
【０６０９】
また、携帯型専用端末５０２とは異なる機器によってレンタルしたコンテンツデータをパ
ッケージメディアと等価交換するときには、当該機器から送信された交換承諾データを受
信した時点でその機器に記録されている等価交換対象のコンテンツデータを消去し、その
確認が取れたうえで当該コンテンツデータに対するパッケージメディアの等価交換を承認
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する。これにより、携帯型専用端末５０２とは異なる機器が一度等価交換したレンタル用
のコンテンツデータを再び用いて不当に等価交換することを防止することかできる。
【０６１０】
（９）第８の実施の形態
図３８との対応部分に同一符号を付して示す図４５は、第８の実施の形態によるデータ提
供システム６００を示し、データ提供サーバ６０１の構成と、当該データ提供サーバ６０
１にのみアクセス可能な携帯型専用端末６０２の構成とを除いて上述した第７の実施の形
態によるデータ提供システム５００と同様に構成されている。
【０６１１】
この場合、データ提供サーバ６０１は、携帯型専用端末６０２から送信されたコンテンツ
指定データを受信部５１５によって受信すると、図３８及び図３９について上述した第７
の実施の形態によるデータ提供サーバ５０１と同様に処理することによりヘッダデータＤ
２３を付加したコンテンツデータＤ２１を送信部５２１からインターネット５０４を介し
て携帯型専用端末６０２に送信することにより、指定されたコンテンツデータＤ２１を顧
客にレンタルする。
【０６１２】
因みに、コンテンツデータＤ２１に対するレンタル期間の終了時には、携帯型専用端末６
０２を取扱店に持ち込めば、レンタルしていたコンテンツデータＤ２１を返却のために消
去し、当該レンタル期間が終了しても携帯型専用端末６０２が取扱店に持ち込まれないと
きには、携帯型専用端末６０２の内部においてそのコンテンツデータＤ２１を返却のため
に消去又は再生不可能な状態にする。
【０６１３】
ところで、データ提供サーバ６０１は、顧客の占有するシングル曲でなる１又は複数のコ
ンテンツデータＤ２１をシングルＣＤ又はアルバムＣＤでなるパッケージメディアと等価
交換し得るようになされている。
【０６１４】
すなわち、データ提供サーバ６０１は、携帯型専用端末６０２からレンタルにより顧客の
占有している例えば複数のコンテンツデータＤ２１（シングル曲）をパッケージメディア
（アルバムＣＤ）と等価交換することを希望する等価交換要求データが送信されると、こ
れを受信部５１５によって受信して受信データ判別部５１６に取り込む。
【０６１５】
ここで、図４５と共に図４６に示すように、携帯型専用端末６０２から送信された等価交
換要求データＤ４０には、顧客の氏名、顧客ＩＤ、パスワード、等価交換用として顧客の
提示した複数のコンテンツデータＤ２１のタイトル及び等価交換の有無を表す等価交換情
報（内容は「１」を示す）が格納されている。
【０６１６】
従って、データ提供サーバ６０１は、受信データ判別部５１６により等価交換要求データ
Ｄ４０を顧客ＩＤ抽出部５２５及び顧客更新検索部５１８を順次介して判別部６１０に送
出する。
【０６１７】
データ提供サーバ６０１は、判別部６１０により図３８及び図４０について上述した場合
と同様にして顧客に等価交換を許可するか否かを判別し、当該顧客に等価交換を許可した
ときには等価交換要求データＤ４０に顧客のコード化した氏名、等価交換用として提示さ
れたコンテンツデータＤ２１のコンテンツＩＤ、レンタル料の支払い方法及び実際に支払
った金額を格納して等価交換処理データＤ４１を生成し、当該生成した等価交換要求デー
タＤ４１を価値判断部６１１に送出する。
【０６１８】
ここで、図４７（Ａ）乃至（Ｃ）に示すように、データ提供サーバ６０１に設けられてい
るパッケージメディアデータベース６１２には、コンテンツデータＤ２１用のコンテンツ
データテーブル６２０と、シングルＣＤでなるシングル用のシングルデータテーブル６２
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１と、アルバムＣＤでなるパッケージメディア用のアルバムデータテーブル６２２とが予
め記憶されている。
【０６１９】
この場合、コンテンツデータテーブル６２０は、データ提供サーバ５０１が販売及びレン
タルするコンテンツＤ２１のタイトルとコンテンツＩＤとが対応付けられていると共に、
コンテンツデータＤ２１が例えば年間ランキングで１位を獲得した曲であれば取得要求が
比較的多いために１０ポイントを割り当て、最下位の曲であれば取得要求が比較的少ない
ために１ポイントを割り当てるように当該年間ランキングに応じて割り当てたポイント（
以下、これをランキングポイントと呼ぶ）と、コンテンツデータＤ２１が初めて発表され
た年代が最近であれば取得要求が比較的多いために１０ポイントを割り当て、数年前のよ
うにかなり古い曲であれば取得要求が比較的少ないために１ポイントを割り当てるように
当該発表された年代に応じて割り当てたポイント（以下、これを年代ポイントと呼ぶ）と
、これらランキングポイント及び年代ポイントを合計した合計ポイントとが市場価値とし
てコンテンツデータＤ２１に対応付けられて構成されている。
【０６２０】
さらに、シングルデータテーブル６２１は、シングルＣＤでなるパッケージメディアのタ
イトル、パッケージＩＤ、ランキングポイント及び年代ポイントからなる市場価値、販売
価格が対応づけられて構成されており、アルバムデータテーブル６２１は、アルバムＣＤ
でなるパッケージメディアのタイトル、パッケージＩＤ、ランキングポイント及び年代ポ
イントからなる市場価値、販売価格が対応づけられて構成されている。
【０６２１】
従って、データ提供サーバ６０１は、価値判断部６１１により予め設定された検索条件に
従ってパッケージ検索部５２８を介してパッケージメディアデータベース６１２のコンテ
ンツデータベース６２０を検索することにより、等価交換用として提示された複数のコン
テンツデータＤ２１（シングル曲）にそれぞれ付けられた合計ポイントを全て読み出して
加算してこれら複数のコンテンツデータＤ２１全体のポイント（以下、これを全体ポイン
トと呼ぶ）を算出する。
【０６２２】
そして、データ提供サーバ６０１は、価値判断部６１１によって算出した全体ポイントに
基づいてパッケージ検索部５２８を介してパッケージメディアデータベース６１２のアル
バムデータベース６２２を検索することにより当該全体ポイントと同じ合計ポイントが付
けられたアルバムＣＤでなる１又は複数のパッケージメディアを等価交換可能なものとし
て検出すると共に、当該検出したパッケージメディアのタイトル、パッケージＩＤ及び販
売価格を読み出す。
【０６２３】
このようにしてデータ提供サーバ６０１は、価値判断部６１１により、顧客の提示した複
数のコンテンツデータＤ２１と等価交換可能な１又は複数のパッケージメディアを検出す
ると、当該検出した個々のパッケージメディアと、顧客の提示した複数のコンテンツデー
タＤ２１との交換価値をそれぞれほぼ等価にするために当該パッケージメディアの販売価
格と、これら複数のコンテンツデータＤ２１全体に対して顧客の支払ったレンタル料とを
比較して差額を算出する。
【０６２４】
これによりデータ提供サーバ６０１は、価値判断部６１１により等価交換要求データＤ３
１に等価交換可能な１又は複数のパッケージメディアのタイトル及びパッケージＩＤと、
当該等価交換を実行するうえで顧客の占有するコンテンツデータ、及びパッケージメディ
アの交換価値をほぼ等価にするために差額を顧客が支払う、又は差額をデータ提供サーバ
６０１側が顧客に支払う、さらには販売価格とレンタル料とが同額であるために差額の支
払いがなくても交換価値を実行し得るのように設定した等価交換の条件とを格納するよう
にして等価交換条件提示データＤ４２を生成する。
【０６２５】
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そして、データ提供サーバ６０１は、等価交換条件提示データＤ４２を送信部５２１から
インターネット５０４を介して携帯型専用端末６０２に送信することにより、図４８（Ａ
）乃至（Ｃ）に示すように、顧客に複数のコンテンツデータＤ２１と等価交換可能な１又
は複数のパッケージメディアを通知すると共に、当該コンテンツデータＤ２１とパッケー
ジメディアとを等価交換するための条件を通知する。
【０６２６】
この結果、データ提供サーバ６０１は、携帯型専用端末６０２から等価交換を承諾し、か
つ等価交換可能なパッケージメディアの候補が複数あるときにはこれらパッケージメディ
アのうちから顧客の選択したパッケージメディアを表す交換承諾データが送信されると、
これを受信部５１５によって受信して受信データ判別部５１６から判別部６１０に送出す
ることにより当該判別部６１０により交換承諾データに基づいて顧客により等価交換が承
諾されたことを確認すると共に、等価交換用に選択されたパッケージメディアを確認する
。
【０６２７】
そして、データ提供サーバ６０１は、判別部６１０により等価交換用として顧客の選択し
たパッケージメディアのパッケージＩＤを用いてパッケージ配送依頼情報を生成して送信
データ生成部５２０に送出し、当該送信データ生成部５２０によりパッケージ配送依頼デ
ータを生成して送信部５２１からインターネット５０４を介してパッケージ提供サーバ５
０３に送信する。
【０６２８】
このようにしてデータ提供サーバ６０１は、この後、図３８について上述した第７の実施
の形態によるデータ提供サーバ５０１と同様に処理し、かくして顧客の占有している複数
のコンテンツデータＤ２１をアルバムＣＤでなる１つのパッケージメディアと交換価値を
ほぼ等価にして等価交換する。
【０６２９】
一方、図４５に示すように、携帯型専用端末６０２は、顧客により操作部５４０を介して
レンタルを希望するコンテンツデータの指定情報が入力されると、図３８について上述し
た第７の実施の形態による携帯型専用端末５０２と同様の処理を実行してデータ提供サー
バ６０１からコンテンツデータＤ２１をレンタルする。
【０６３０】
また、携帯型専用端末６０２は、顧客により操作部５４０を介して等価交換用に複数のコ
ンテンツデータＤ２１を指定した等価交換要求が入力されると、要求データ生成部６３０
により図４６について上述した等価交換要求データＤ４０を生成し、当該生成した等価交
換要求データＤ４０を送信部５４３からインターネット５０４を介してデータ提供サーバ
６０１に送信する。
【０６３１】
この結果、携帯型専用端末６０２は、データ提供サーバ６０１からインターネット５０４
を介して等価交換条件提示データＤ４２が送信されると、これを受信部５４４によって受
信して判別部５４５から再生部５４９に送出することにより顧客にコンテンツデータＤ２
１と等価交換可能な１又は複数のパッケージメディアのタイトルと、これらパッケージメ
ディア毎に等価交換を実行するための条件（差額の支払い又は払い受け、さらには差額が
生じていない）を通知する。
【０６３２】
これにより携帯型専用端末６０２は、顧客により操作部５４０を介して等価交換の承諾と
、複数のパッケージメディアのうちから顧客が等価交換用に選択したパッケージメディア
を示す情報が得られると、要求データ生成部６３０により当該承諾と選択したパッケージ
メディアとを表す交換承諾データを生成して送信部５４３からインターネット５０４を介
してデータ提供サーバ６０１に送信する。
【０６３３】
このようにして携帯型専用端末６０２は、この後、データ提供サーバ６０１からインター

10

20

30

40

50

(86) JP 3871201 B2 2007.1.24



ネット５０４を介して等価交換承認データが送信されると、これを受信部５４４によって
受信して判別部５４５から再生部５４９に送出することにより顧客に等価交換が承認され
たことと、パッケージメディアの受け渡し方法等を通知する。
【０６３４】
因みに、携帯型専用端末６０２は、データ提供サーバ６０１からインターネット５０４を
介して等価交換不許可データが送信されると、これを受信部５４４によって受信して判別
部５４５から再生部５４９に送出することにより顧客に等価交換が許可されなかったこと
を通知する。
【０６３５】
ここで、データ提供システム６００のデータ提供サーバ６０１と携帯型専用端末６０２と
パッケージ提供サーバ５０３とによる等価交換処理手順についてまとめると、図４３（Ａ
）及び図４４（Ａ）との対応部分に同一符号を付した図４９（Ａ）及び図５０（Ａ）に示
すように、まず携帯型専用端末６０２はルーチンＲＴ３５の開始ステップから入ってステ
ップＳＰ３５１に移り、当該ステップＳＰ３５１乃至ステップＳＰ３５４の処理を順次実
行してステップＳＰ４０１に移る。
【０６３６】
ステップＳＰ４０１において、携帯型専用端末６０２は、操作部５４０を介して複数のコ
ンテンツデータＤ２１が等価交換用として指定された等価交換要求が入力されることを待
ち受け、当該等価交換要求が入力されるまでの間は、ステップＳＰ３５１に戻って続くス
テップＳＰ３５２－ＳＰ３５３－ＳＰ３５４－ＳＰ４０１の処理ループを繰り返す。
【０６３７】
そして、ステップＳＰ４０１において、携帯型専用端末６０２は、操作部５４０を介して
等価交換要求が入力されると、ステップＳＰ４０２に移って要求データ生成部６３０によ
り等価交換要求データＤ４０を生成して送信部５４３からデータ提供サーバ６０１に送信
し、ステップＳＰ３５７に移る。
【０６３８】
一方、図４３（Ｂ）及び図４４（Ｂ）との対応部分に同一符号を付した図４９（Ｂ）及び
図５０（Ｂ）に示すように、データ提供サーバ６０１は、ルーチンＲＴ３６の開始ステッ
プから入ってステップＳＰ３７１に移り、当該ステップＳＰ３７１乃至ステップＳＰ３７
５の処理を順次実行することによりステップＳＰ３７４において顧客に等価交換を許可す
ると、ステップＳＰ４１１に移る
【０６３９】
ステップＳＰ４１１において、データ提供サーバ６０１は、価値判断部６１１により顧客
の占有する複数のコンテンツデータＤ２１の全体ポイントと、同じ合計ポイントが付けら
れた１又は複数のパッケージメディアを等価交換可能なパッケージメディアとして検出し
、当該検出したパッケージメディアそれぞれと複数のコンテンツデータＤ２１との交換価
値をほぼ等価にするための条件を表す等価交換条件提示データＤ４２を生成して送信部５
２１から携帯型専用端末６０２に送信し、ステップＳＰ４１２に移る。
【０６４０】
このとき、ステップＳＰ３７５において、携帯型専用端末６０２は、データ提供サーバ６
０１から等価交換条件提示データＤ３２又は等価交換不許可データが送信されることを待
ち受けており、いずれかのデータを受信部５４４によって受信するとステップＳＰ３５８
に移り、当該受信したデータが等価交換条件提示データＤ４２であるときにはステップＳ
Ｐ４０３に移る。
【０６４１】
ステップＳＰ４０３において、携帯型専用端末６０２は、顧客による操作部５４０の操作
に応じて要求データ生成部６３０により等価交換の承諾と、複数のパッケージメディアの
なかから顧客が等価交換用に選択したパッケージメディアとを表す交換承諾データを生成
し、当該生成した交換承諾データを送信部５４３からデータ提供サーバ６０１に送信して
ステップＳＰ３６１に移り、この後等価交換承認データを受信部５４４によって受信する
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と、ステップＳＰ４０４に移って当該携帯型専用端末６０２による処理を終了する。
【０６４２】
また、ステップＳＰ４１２において、データ提供サーバ６０１は、携帯型専用端末６０２
から交換承諾データが送信されることを待ち受けており、当該交換承諾データを受信部５
１５によって受信すると、続くステップＳＰ３７９乃至ステップＳＰ３８１の処理を順次
実行した後、ステップＳＰ４１３に移って当該データ提供サーバ６０１による処理を終了
する。かくしてデータ提供システム６００における等価交換処理手順を全て終了する。
【０６４３】
以上の構成において、このデータ提供システム６００では、データ提供サーバ６０１に、
携帯型専用端末６０２からコンテンツデータＤ２１のレンタルを要求するコンテンツ指定
データが送信されると、これに応じて携帯型専用端末６０２に指定されたコンテンツデー
タＤ２１を送信して記録させ、このようにして当該携帯型専用端末６０２を用いて顧客に
コンテンツデータＤ２１をレンタルするようにした。
【０６４４】
そして、このデータ提供システム６００では、データ提供サーバ６０１に携帯型専用端末
６０２から、レンタルにより顧客の占有している複数のコンテンツデータＤ２１（シング
ル曲）を一括して１つのパッケージメディア（アルバムＣＤ）との等価交換を要求する等
価交換要求データＤ３０が送信されると、当該データ提供サーバ６０１によりこれら複数
のコンテンツデータＤ２１の全体ポイントを検出すると共に、当該検出した全体ポイント
と同じ合計ポイントのパッケージメディア（アルバムＣＤ）を等価交換可能として検出し
、当該検出したパッケージメディアそれぞれと顧客の占有している複数のコンテンツデー
タとの交換価値とをほぼ等価にする条件を提示する等価交換条件提示データＤ４２を携帯
型専用端末６０２に送信する。
【０６４５】
この結果、データ提供システム６００では、データ提供サーバ６０１に携帯型専用端末６
０２から等価交換を承諾し、かつ等価交換用に選択したパッケージメディアを示す等価交
換承諾データが送信されると、等価交換による差額を決済して携帯型専用端末６０２から
顧客の占有していた複数のコンテンツデータを返却のために消去すると共に、当該顧客に
パッケージメディアを引き渡すようにして、顧客の占有している複数のコンテンツデータ
Ｄ２１とアルバムＣＤでなるパッケージメディアとの交換価値をほぼ等価にしてそのパッ
ケージメディアと各コンテンツデータＤ２１とを交換するようにした。
【０６４６】
従って、このデータ提供システム６００では、データ提供サーバ６０１により等価交換可
能なパッケージメディアを検索する場合、複数のコンテンツデータＤ２１の全体ポイント
と、パッケージメディアの合計ポイントとをマッチングさせるため、顧客の占有する複数
のコンテンツデータＤ２１を、これらと同一又は異なるコンテンツデータが格納されたア
ルバムＣＤでなるパッケージメディアと等価交換することができる。
【０６４７】
そして、このデータ提供システム６００では、データ提供サーバ６０１によりこのような
ポイントによるマッチングを行えば゛例えば複数のコンテンツデータＤ２１を１つのシン
グルＣＤでなるパッケージメディアと等価交換し、又は１つのコンテンツデータＤ２１で
もアルバムＣＤでなるパッケージメディアとの等価交換が可能になり、等価交換の利便性
を格段的に向上させることができる。
【０６４８】
この結果、このデータ提供システム６００では、顧客にとってさらに格段的に利用し易く
することができ、これにより本システムの利用者が増えれば、インターネットを利用した
コンテンツデータＤ２１の配信をさらに普及させることができる。
【０６４９】
以上の構成によれば、データ提供サーバ６０１により、顧客の使用する携帯型専用端末６
０２からのレンタル要求に応じて指定されたコンテンツデータＤ２１を当該携帯型専用端
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末６０２に送信して記録するようにしてレンタルし、この後、携帯型専用端末６０２から
レンタルしたコンテンツデータＤ２１をパッケージメディアと交換するように要求される
と、当該コンテンツデータＤ２１に対して市場価値に応じて選定したポイントと、パッケ
ージメディアに対して市場価値に応じて選定したポイントとをマッチングして当該コンテ
ンツデータと交換可能なパッケージメディアを検出し、当該検出したパッケージメディア
と顧客の占有しているコンテンツデータＤ２１との交換価値をほぼ等価にするための条件
を提示するようにしたことにより、上述した第７の実施の形態によって得られる効果に加
えて、等価交換の利便性を格段的に向上させることができ、かくしてインターネットを利
用したコンテンツデータＤ２１の配信をさらに普及させ得るデータ提供システムを実現す
ることができる。
【０６５０】
なお、上述した第８の実施の形態においては、コンテンツデータ、シングルＣＤでなるパ
ッケージメディア及びアルバムＣＤでなるパッケージメディアに対してそれぞれ年間ラン
キングと初めて発表した年代に応じてポイントを割り当てるようにした場合について述べ
たが、本発明はこれに限らず、年間ランキング及び初めて発表した年代に加えて、売上に
より比較的多く売れたものは希少価値が比較的低いために１ポイントを割り当て、ほとん
ど売れていないものに対しては希少価値が比較的高いために１０ポイントを割り当てるよ
うにしても良い。また、これら年間ランキング、初めて発表した年代及び売上をいずれか
１つ又は組み合わせて用いるようにしてポイントを割り当てるようにしても良い。
【０６５１】
また、上述した第８の実施の形態においては、データ提供サーバ６０１から顧客のレンタ
ルしたコンテンツデータＤ２１をパッケージメディアと等価交換するようにした場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、データ提供サーバ６０１から顧客の購入したコン
テンツデータをパッケージメディアと等価交換するようにしても良い。
【０６５２】
因みに、上述した第８の実施の形態によれば、レンタルしたコンテンツデータＤ２１をパ
ッケージメディアと等価交換したため、当該コンテンツデータＤ２１をレンタル期間の終
了時には返却のために消去していたが、顧客の購入したコンテンツデータをこれと同一の
コンテンツデータが格納されたパッケージメディアと等価交換する場合には、当該顧客が
異なるコンテンツデータを不当に占有するわけではないため、パッケージメディアと等価
交換したそのコンテンツデータの扱いを消去と顧客がそのまま保存する場合とのいずれに
しても良い。
【０６５３】
さらに、上述した第８の実施の形態においては、顧客の占有しているコンテンツデータＤ
２１と等価交換したパッケージメディアをパッケージ提供サーバ５０３によって顧客に配
送するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、顧客の占有しているコ
ンテンツデータＤ２１と等価交換したパッケージメディアを取扱店で顧客に直接引き渡す
ようにしても良い。
【０６５４】
さらに、上述した第８の実施の形態においては、等価交換対象のコンテンツデータとパッ
ケージメディアとにそれぞれ音楽（シングル曲及びシングルＣＤ）を適用するようにした
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、等価交換対象のコンテンツデータ及びパ
ッケージメディアとしては映画や、書籍等のようにこの他種々のコンテンツを適用するこ
とができる。このようにすれば、データ提供システムの利便性及び汎用性を格段的に向上
させることができると共に、コンテンツデータの配信をさらに普及させることができる。
【０６５５】
さらに、上述した第８の実施の形態においては、顧客の占有するコンテンツデータＤ２１
とパッケージメディアとの等価交換によって交換価値をほぼ等価にするための差額を金銭
によって決済するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、データ提供
サーバ６０１により顧客にコンテンツデータＤ２１のレンタルや購入に応じて割引等の特
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典を与えるためのポイントを発行して蓄積しておき、当該顧客の占有するコンテンツデー
タＤ２１とパッケージメディアとの等価交換によって交換価値をほぼ等価にするための差
額を金銭の一部又は全てに代えてその顧客の取得しているポイントで決済するようにして
も良い。
【０６５６】
さらに、上述した第８の実施の形態においては、データ提供サーバ６０１から当該データ
提供サーバ６０１にのみアクセス可能な携帯型専用端末６０２を用いてコンテンツデータ
Ｄ２１をレンタルし、当該レンタルしたコンテンツデータＤ２１をパッケージメディアと
等価交換するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、パーソナルコン
ピュータや携帯電話機等のようにインターネット５０４に接続し得る機器であれば、この
他種々の機器を利用してデータ提供サーバ６０１からコンテンツデータを購入及びレンタ
ルし、当該購入及びレンタルしたコンテンツデータをパッケージメディアと等価交換する
ようにしても良い。
【０６５７】
因みに、パーソナルコンピュータや携帯電話機等の携帯型専用端末６０２とは異なる他の
機器を用いてデータ提供サーバ６０１を利用する場合には、当該機器を用いてデータ提供
サーバ６０１から購入及びレンタルするコンテンツデータに当該コンテンツデータの提供
元であるデータ提供サーバ６０１を識別するためのサーバ識別情報を付加しておき、等価
交換が要求されたときには顧客に等価交換を許可するか否かを判断する際に等価交換用に
提示されたコンテンツデータをサーバ識別情報によってデータ提供サーバ６０１から提供
したものであるか否か判断し、他のデータ提供サーバから取得したコンテンツデータを等
価交換用に提示しているときには等価交換を許可しないようにする。これにより、データ
提供サーバが他のデータ提供サーバで提供しているコンテンツデータを等価交換すること
により損害を受けることを防止することができる。
【０６５８】
また、携帯型専用端末６０２とは異なる機器によってレンタルしたコンテンツデータをパ
ッケージメディアと等価交換するときには、当該機器から送信された交換承諾データを受
信した時点でその機器に記録されている等価交換対象のコンテンツデータを消去し、その
確認が取れたうえで当該コンテンツデータに対するパッケージメディアの等価交換を承認
する。これにより、携帯型専用端末６０２とは異なる機器が一度等価交換したレンタル用
のコンテンツデータを再び用いて不当に等価交換することを防止することかできる。
【０６５９】
（１０）第９の実施の形態
図５１は、第９の実施の形態によるデータ提供システム７００を示し、図１乃至図３につ
いて上述したシステム管理サイト２に対応するパーソナルコンピュータ構成のシステム管
理サーバ７０１に、図１乃至図３について上述した顧客３の利用するリクエスト端末に対
応するパーソナルコンピュータ構成のリクエスト端末７０２と、図１乃至図３について上
述した取扱店４Ａ乃至４Ｎに対応するパーソナルコンピュータ構成のデータ提供サーバ７
０３と、図１乃至図３について上述した販売会社５に対応するパーソナルコンピュータ構
成のパッケージ提供サーバ７０４と、図１乃至図３について上述した広告主企業サイト６
に対応するパーソナルコンピュータ構成の広告主企業サーバ７０５と、図１乃至図３につ
いて上述した携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎに対応する携帯型専用端末７０６とがそれぞれ
インターネット７０７を介して接続されて構成されている。
【０６６０】
図５２に示すように、システム管理サーバ７０１は、ＣＰＵ（ Central Processing Unit 
）等の制御部７１０にバス７１１を介してＲＡＭ（ Random Access Memory）７１２、ＲＯ
Ｍ（ Read Only Memory）７１３、表示部７１４、入力部７１５、ハードディスクドライブ
（ HDD:Hard Disk Drive ）７１６及びネットワークインターフェイス７１７が接続されて
構成されている。
【０６６１】
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この場合、制御部７１０は、ＲＯＭ７１３に予め格納された各種プログラムを読み出して
ＲＡＭ７１２上で展開することによりこれら各種プログラムに従って図４について上述し
た更新部６０及びマッチング部６３、図５について上述した課金処理部１１６、図８につ
いて上述した課金処理部１５６、コンテンツＩＤ抽出部１６１、コンテンツ検索部１６２
及び送信データ生成部１６４、図１１について上述した広告主企業情報更新部２１３、顧
客情報更新部２１５及びマッチング部２１６、図２５について上述したマッチング部２６
８と同様の処理を実行し得るようになされている。
【０６６２】
因みに、システム管理サーバ７０１は、ＲＯＭ７１３に予め格納された各種プログラムに
従って図４について上述した更新部６０及びマッチング部６３、図５について上述した課
金処理部１１６、図８について上述した課金処理部１５６、コンテンツＩＤ抽出部１６１
、コンテンツ検索部１６２及び送信データ生成部１６４、図１１について上述した広告主
企業情報更新部２１３、顧客情報更新部２１５及びマッチング部２１６、図２５について
上述したマッチング部２６８と同様の処理を実行するが、これら各種プログラムが格納さ
れたプログラム格納媒体をシステム管理サーバ７０１にインストールすることによりこれ
ら各種処理を実行するようにしても良い。
【０６６３】
なお、このような上述した各種処理を実行するための各種プログラムをシステム管理サー
バ７０１にインストールして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒体としては、
例えばフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメディアのみならず
、各種プログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁気ディスク等で
実現しても良い。また、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを格納する手段とし
ては、ローカルエリアネットワークやインターネット、デジタル衛星放送等の有線及び無
線通信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェイスを介して格
納するようにしても良い。
【０６６４】
また、制御部７１０は、システム全体で利用する顧客登録情報、広告主企業登録情報等の
各種情報をハードディスクドライブ７１６のハードディスクに記録して保持管理している
。
【０６６５】
さらに、制御部７１０は、ネットワークインターフェイス７１７を介してリクエスト端末
７０２、データ提供サーバ７０３、パッケージ提供サーバ７０４、広告主企業サーバ７０
５及び携帯型専用端末７０６との間で顧客情報、広告主企業情報、顧客紹介情報及び広告
主企業紹介情報等の各種情報を授受し得るようになされている。
【０６６６】
このようにしてパーソナルコンピュータ構成のシステム管理サーバ７０１は、各種プログ
ラムに従って、図１について上述したシステム管理サイト２と同様の機能を実現し得るよ
うになされている。
【０６６７】
因みに、システム管理サーバ７０１は、入力部７１５及び表示部７１４を例えばハードデ
ィスクドライブ７１７に記録している各種情報等を確認するために使用している。
【０６６８】
また、図５３に示すように、リクエスト端末７０２は、ＣＰＵ等の制御部７２０にバス７
２１を介してＲＡＭ７２２、ＲＯＭ７２３、表示部７２４、入力部７２５、ハードディス
クドライブ７２６及びネットワークインターフェイス７２７が接続されて構成されている
。
【０６６９】
この場合、制御部７２０は、ＲＯＭ７２３に予め格納された各種プログラムを読み出して
ＲＡＭ７２２上で展開することによりこれら各種プログラムに従って図４について上述し
た要求データ生成部７１及び表示制御部７４、図５について上述した操作情報判別部１２
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１、要求データ生成部１２２、判別部１２５及び課金処理部１２７、図２８について上述
した要求データ生成部３２１及び表示制御部３２４と同様の処理を実行し得るようになさ
れている。
【０６７０】
因みに、リクエスト端末７０２は、ＲＯＭ７２３に予め格納された各種プログラムに従っ
て図４について上述した要求データ生成部７１及び表示制御部７４、図５について上述し
た操作情報判別部１２１、要求データ生成部１２２、判別部１２５及び課金処理部１２７
、図２８について上述した要求データ生成部３２１及び表示制御部３２４と同様の処理を
実行するが、これら各種プログラムが格納されたプログラム格納媒体をリクエスト端末７
０２にインストールすることによりこれら各種処理を実行するようにしても良い。
【０６７１】
なお、このような上述した各種処理を実行するための各種プログラムをリクエスト端末７
０２にインストールして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒体としては、例え
ばフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメディアのみならず、各
種プログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁気ディスク等で実現
しても良い。また、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを格納する手段としては
、ローカルエリアネットワークやインターネット、デジタル衛星放送等の有線及び無線通
信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェイスを介して格納す
るようにしても良い。
【０６７２】
また、制御部７２０は、アクセスし得るシステム管理サーバ７０１やデータ提供サーバ７
０３のアドレス情報等の各種情報をハードディスクドライブ７２６のハードディスクに記
録して保持管理している。
【０６７３】
さらに、制御部７２０は、ネットワークインターフェイス７２７を介してシステム管理サ
ーバ７０１、データ提供サーバ７０３との間で顧客情報やコンテンツデータの取得要求等
の各種情報を授受し得るようになされている。
【０６７４】
因みに、リクエスト端末７０２は、顧客がデータ提供サーバ７０３にコンテンツデータ及
び携帯型専用端末７０６のレンタル予約を行うとき等に入力部７２５及び表示部７２４を
使用している。
【０６７５】
図５４に示すように、データ提供サーバ７０３は、ＣＰＵ等の制御部７３０にバス７３１
を介してＲＡＭ７３２、ＲＯＭ７３３、表示部７３４、入力部７３５、ハードディスクド
ライブ７３６及びネットワークインターフェイス７３７が接続されて構成されている。
【０６７６】
この場合、制御部７３０は、ＲＯＭ７３３に予め格納された各種プログラムを読み出して
ＲＡＭ７３２上で展開することによりこれら各種プログラムに従って図４について上述し
たコンテンツ検索部６２及びパッケージ検索部６４、図５について上述した記録制御部１
１７、図８について上述した受信データ判別部１５５、記録制御部１５７、操作情報判別
部１５８及び要求データ生成部１５９、図２８について上述した検索部３１５及びマッチ
ング部３１６、図３８について上述した受信データ判別部、コンテンツＩＤ抽出部５１７
、顧客更新検索部５１８、コンテンツ検索部５１９、送信データ生成部５２０、顧客ＩＤ
抽出部５２５、判別部５２６、価値判断部５２７及びパッケージ検索部５２８、図４５に
ついて上述した判別部６１０、価値判断部６１１と同様の処理を実行し得るようになされ
ている。
【０６７７】
因みに、データ提供サーバ７０３は、ＲＯＭ７３３に予め格納された各種プログラムに従
って図４について上述したコンテンツ検索部６２及びパッケージ検索部６４、図５につい
て上述した記録制御部１１７、図８について上述した受信データ判別部１５５、記録制御
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部１５７、操作情報判別部１５８及び要求データ生成部１５９、図２８について上述した
検索部３１５及びマッチング部３１６、図３８について上述した受信データ判別部、コン
テンツＩＤ抽出部５１７、顧客更新検索部５１８、コンテンツ検索部５１９、送信データ
生成部５２０、顧客ＩＤ抽出部５２５、判別部５２６、価値判断部５２７及びパッケージ
検索部５２８、図４５について上述した判別部６１０、価値判断部６１１と同様の処理を
実行するが、これら各種プログラムが格納されたプログラム格納媒体をデータ提供サーバ
７０３にインストールすることによりこれら各種処理を実行するようにしても良い。
【０６７８】
なお、このような上述した各種処理を実行するための各種プログラムをデータ提供サーバ
７０３にインストールして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒体としては、例
えばフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメディアのみならず、
各種プログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁気ディスク等で実
現しても良い。また、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを格納する手段として
は、ローカルエリアネットワークやインターネット、デジタル衛星放送等の有線及び無線
通信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェイスを介して格納
するようにしても良い。
【０６７９】
また、制御部７３０は、取扱店を利用する顧客の顧客登録情報や、携帯型専用端末７０６
に提供するコンテンツデータ等の各種情報をハードディスクドライブ７３６のハードディ
スクに記録して保持管理している。
【０６８０】
さらに、制御部７３０は、ネットワークインターフェイス７３７を介してシステム管理サ
ーバ７０１、パッケージ提供サーバ７０４、当該システム管理サーバ７０１を経由したリ
クエスト端末７０２及び携帯型専用端末７０６との間で顧客情報、コンテンツデータ、パ
ッケージ配送依頼データ等の各種情報を授受し得るようになされている。
【０６８１】
因みに、データ提供サーバ７０３は、システム管理サーバ７０１にコンテンツデータを要
求するとき等や、ハードディスクドライブ７３６に記録している各種情報を確認するとき
等に入力部７３５及び表示部７３４を使用している。
【０６８２】
図５５に示すように、パッケージ提供サーバ７０４は、ＣＰＵ等の制御部７４０にバス７
４１を介してＲＡＭ７４２、ＲＯＭ７４３、表示部７４４、入力部７４５、ハードディス
クドライブ７４６及びネットワークインターフェイス７４７が接続されて構成されている
。
【０６８３】
この場合、制御部７４０は、ＲＯＭ７４３に予め格納された各種プログラムを読み出して
ＲＡＭ７４２上で展開することによりこれら各種プログラムに従って図３８について上述
したパッケージＩＤ抽出部５６１、パッケージ検索部５６２、パッケージ取出制御部５６
４及び出荷梱包指示部５６５と同様の処理を実行し得るようになされている。
【０６８４】
因みに、パッケージ提供サーバ７０４は、ＲＯＭ７４３に予め格納された各種プログラム
に従って図３８について上述したパッケージＩＤ抽出部５６１、パッケージ検索部５６２
、パッケージ取出制御部５６４及び出荷梱包指示部５６５と同様の処理を実行するが、こ
れら各種プログラムが格納されたプログラム格納媒体をパッケージ提供サーバ７０４にイ
ンストールすることによりこれら各種処理を実行するようにしても良い。
【０６８５】
なお、このような上述した各種処理を実行するための各種プログラムをパッケージ提供サ
ーバ７０４にインストールして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒体としては
、例えばフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメディアのみなら
ず、各種プログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁気ディスク等
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で実現しても良い。また、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを格納する手段と
しては、ローカルエリアネットワークやインターネット、デジタル衛星放送等の有線及び
無線通信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェイスを介して
格納するようにしても良い。
【０６８６】
また制御部７４０は、パッケージメディアの在庫や保管情報等の各種情報をハードディス
クドライブ７４６のハードディスクに記録して保持管理している。
【０６８７】
さらに、制御部７４０は、ネットワークインターフェイス７４７を介してデータ提供サー
バ７０３との間でパッケージ配送依頼データや、配送手配完了データ等の各種情報を授受
し得るようになされている。
【０６８８】
因みに、パッケージ提供サーバ７０４は、例えばハードディスクドライブ７４７に記録し
ている各種情報等を確認すために入力部７４５及び表示部７４４を使用している。
【０６８９】
図５６に示すように、広告主企業サーバ７０５は、ＣＰＵ等の制御部７５０にバス７５１
を介してＲＡＭ７５２、ＲＯＭ７５３、表示部７５４、入力部７５５、ハードディスクド
ライブ７５６及びネットワークインターフェイス７５７が接続されて構成されている。
【０６９０】
この場合、制御部７５０は、ＲＯＭ７５３に予め格納された各種プログラムを読み出して
ＲＡＭ７５２上で展開することによりこれら各種プログラムに従って図１１について上述
した送信制御部２３１、表示制御部２３４、顧客選定部２３７及び送信データ生成部２３
８と同様の処理を実行し得るようになされている。
【０６９１】
因みに、広告主企業サーバ７０５は、ＲＯＭ７５３に予め格納された各種プログラムに従
って図１１について上述した送信制御部２３１、表示制御部２３４、顧客選定部２３７及
び送信データ生成部２３８と同様の処理を実行するが、これら各種プログラムが格納され
たプログラム格納媒体を広告主企業サーバ７０５にインストールすることによりこれら各
種処理を実行するようにしても良い。
【０６９２】
なお、このような上述した各種処理を実行するための各種プログラムを広告主企業サーバ
７０５にインストールして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒体としては、例
えばフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメディアのみならず、
各種プログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁気ディスク等で実
現しても良い。また、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを格納する手段として
は、ローカルエリアネットワークやインターネット、デジタル衛星放送等の有線及び無線
通信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェイスを介して格納
するようにしても良い。
【０６９３】
また、制御部７５０は、インターネット７０７を介して提供する配信データ等の各種情報
をハードディスクドライブ７５６のハードディスクに記録して保持管理している。
【０６９４】
　さらに、制御部７ 、ネットワークインターフェイス７５７を介してシステム管理
サーバ７０１との間で広告主企業情報及び顧客紹介情報等の各種情報を授受し得るように
なされている。
【０６９５】
因みに、広告主企業サーバ７０５は、広告主企業情報を入力するとき等に入力部７５５及
び表示部７５４を使用している。
【０６９６】
図５７に示すように、携帯型専用端末７０６は、コンテンツデータの記録再生機能を有し

10

20

30

40

50

(94) JP 3871201 B2 2007.1.24

５０は



、自由に持ち運び可能な端末本体７７０を、当該端末本体７７０への充電機能及びインタ
ーネット７０７を利用した通信機能を有するクレードル７７１に着脱自在に装着し得るよ
うに構成されている。
【０６９７】
この場合、端末本体７７０は、筐体正面に液晶ディスプレイでなる表示部７７２が設けら
れており、当該表示部７７２にコンテンツデータに基づく映像や当該コンテンツデータを
取得するとき等に使用する各種操作画面等を表示し得るようになされている。
【０６９８】
また、筐体正面の表示部７７２下側には、再生開始ボタン７７３、再生停止ボタン７７４
、送信ボタン７７５が設けられており、これらボタンを用いてコンテンツデータの再生開
始命令や再生停止命令、データ提供サーバ７０３等への各種要求を送信するための送信命
令を入力し得るようになされている。
【０６９９】
因みに、筐体正面には端末本体７７０が充電中であるときにこれを報知する充電ランプ７
７６が設けられると共に、携帯型専用端末７０６を販売及びレンタルする取扱店のロゴマ
ーク７７７が描かれている。
【０７００】
さらに、筐体上面には、ヘッドホンジャック７７８が設けられ、筐体右側面には電源ボタ
ン７７９及びボリューム調節ダイヤル７８０が設けられている。これに加えて筐体左側面
には取消ボタン７８１が設けられると共に、回動操作及び押圧操作自在な回転操作子（以
下、これをジョグダイヤルと呼ぶ）７８２が筐体の表面から僅かに突出して設けられてい
る。
【０７０１】
これにより端末本体７７０は、コンテンツデータを再生して得られた音声をヘッドホンジ
ャック７７８からヘッドホンに送出して聴かせることができると共に、この際、ボリュー
ム調節ダイヤル７８０により音量を調節し得るようになされている。
【０７０２】
また、端末本体７７０は、表示部７７２に操作画面等を表示しているときに、ジョグダイ
ヤル７８２が回動操作されるとこれに応じて操作画面のスクロール動作等を実行し、当該
操作画面上で誤った情報や命令を入力したときには取消ボタン７８１を用いて取り消すこ
とができる。
【０７０３】
一方、クレードル７７１は、ＡＣ（ Alternating Current ）アダプタ７９０が設けられて
おり、端末本体７７０が装着された状態でＡＣアダプタ７９０が商用電源等に接続される
と、端末本体７７０内のバッテリを充電し得るようになされている。
【０７０４】
また、クレードル７７１は、モジュラージャック７９１、音声出力端子７９２及びＵＳＢ
（ Universal Serial Bus）端子７９３が設けられており、当該モジュラージャック７９１
を介してシステム管理サーバ７０１やデータ提供サーバ７０３と通信することにより受信
したコンテンツデータ等を端末本体７７０に送出し、端末本体７７０から得られる音声デ
ータを音声出力端子７９２から外部のスピーカ等に出力し、また外部から得られるコンテ
ンツデータをＵＳＢ端子７９３から取り込んで端末本体７７０に送出し得るようになされ
ている。
【０７０５】
ここで、携帯型専用端末７０６の回路構成について図５８を用いて説明する。まずクレー
ドル７７１は、ＣＰＵ８００にバス８０１を介して記憶部８０２、ＵＳＢコントローラ８
０３、音声出力端子７９２、モデム８０４が接続されており、ＡＣアダプタ７９０から取
り込んだ電源電圧を電源供給部８０５で所定電圧の内部電圧に変換してＣＰＵ８００や各
回路ブロックに供給することによりクレードル７７１全体を駆動している。
【０７０６】
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また、端末本体７７０は、ＣＰＵ８２０にバス８２１を介してフラッシュメモリ８２２、
ＬＣＤ（ Liquid Crystal Display）コントローラ８２３、アンプ８２４、操作キーコント
ローラ８２５が接続されており、バッテリ回路部８２６から内部電圧をＣＰＵ８２０や各
回路ブロックに供給することにより端末本体７７０全体を駆動している。
【０７０７】
そして、端末本体７７０は、クレードル７７１に装着された場合、電源入力端子８３１が
クレードル７７１の電源供給端子８３０に接続されることにより当該クレードル７７１の
電源供給部８０５から電源供給端子８３０及び電源入力端子８３１を順次介して供給され
る電源電圧をバッテリ回路部８２６に取り込んで充電し、かくしてクレードル７１から取
り外された場合でも自由に使用し得るようになされている。
【０７０８】
また、端末本体７７０は、クレードル７７１に装着されると、本体側情報入出力端子８３
３がクレードル７７１に設けられているクレードル側情報入出力端子８３２に接続される
ことによりクレードル７７１との間でデータや各種情報を授受し得るようになされている
。
【０７０９】
実際上、携帯型専用端末７０６は、クレードル７７１のＵＳＢ端子７９３をＵＳＢケーブ
ル（図示せず）を介してデータ提供サーバ７０３に接続し得るようになされており、顧客
のレンタル予約等によりデータ提供サーバ７０３からＵＳＢケーブルを介して送信される
コンテンツデータをＵＳＢ端子７９３からクレードル７７１内部のＵＳＢコントローラ８
０３に取り込むと共に、当該取り込んだコンテンツデータをクレードル側情報入出力端子
８３２から端末本体７７０に送出する。
【０７１０】
この場合、端末本体７７０は、クレードル７７１のクレードル側情報入出力端子８３２か
ら送出されたコンテンツデータを本体側入出力端子８３３からインターフェイス部８３４
を介してＣＰＵ８２０に取り込み、かくしてコンテンツデータをフラッシュメモリ８２２
に記録する。
【０７１１】
そして、端末本体７７０は、このようにフラッシュメモリ８８２にコンテンツデータを記
録すると、この後、再生開始ボタン７７３の操作に応じて操作キーコントローラ８２５か
ら与えられる再生開始命令をＣＰＵ８２０に取り込み、これによりフラッシュメモリ８２
２からコンテンツデータを再生し、当該再生したコンテンツデータをＬＣＤコントローラ
８２３から表示部７７２に送出すると共に、当該コンテンツデータをアンプ８２４からヘ
ッドホンジャック７７８に送出することにより顧客にコンテンツを楽しませることができ
るようになされている。
【０７１２】
また、端末本体７７０は、操作キーコントローラ８２５を介してコンテンツデータの取得
要求等の各種情報が入力されると、これをＣＰＵ８２０に取り込み、当該ＣＰＵ８２０か
らインターフェイス部８３４及び本体側情報入出力端子８３３を順次介してクレードル７
１１に送出する。
【０７１３】
このときクレードル７１１は、端末本体７７０から与えられる各種情報をクレードル側情
報入出力端子８３２から取り込み、当該取り込んだ各種情報をモデム８０４からモジュラ
ージャック７９１を介してシステム管理サーバ７０１経由でデータ提供サーバ７０３等に
送信する。
【０７１４】
この結果、クレードル７１１は、データ提供サーバ７０３等からシステム管理サーバ７０
１経由でコンテンツデータ等の各種情報が送信されると、これをモジュラージャック７９
１からモデム８０４を介してＣＰＵ８００に取り込み、当該受信した各種情報をクレード
ル側情報入出力端子８３２から端末本体７７０に送出する。
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【０７１５】
これにより端末本体７７０は、クレードル７７１から送出された各種情報を本体側情報入
出力端子８３３からインターフェイス部８３４を介してＣＰＵ８２０に取り込み、かくし
て表示部７７２及びヘッドホンジャック７７８を介して顧客にその情報の内容を通知し、
又はフラッシュメモリ８２２に記録する。
【０７１６】
このようにして端末本体７７０は、ＣＰＵ８２０がＲＯＭ８４０に予め格納された各種プ
ログラムを読み出してＲＡＭ８４１上で展開することによりこれら各種プログラムに従っ
て、図４について上述した記録制御部８１、再生制御部８４及び要求データ生成部８６、
図１１について上述した要求データ生成部２４１、記録制御部２４５及び再生制御部２４
８、図２５について上述した要求データ生成部２７０、図２８について上述した再生制御
部３４２、要求データ生成部３４４及び記録制御部３４７、図３８について上述した操作
情報判別部５４１、要求データ生成部５４２、判別部５４５、記録制御部５４６及び再生
制御部５４８と、図４５について上述した要求データ生成部６３０同様の処理を実行し得
るようになされている。
【０７１７】
因みに、携帯型専用端末７０６の端末本体７７０は、ＲＯＭ８４０に予め格納された各種
プログラムに従って図４について上述した記録制御部８１、再生制御部８４及び要求デー
タ生成部８６、図１１について上述した要求データ生成部２４１、記録制御部２４５及び
再生制御部２４８、図２５について上述した要求データ生成部２７０、図２８について上
述した再生制御部３４２、要求データ生成部３４４及び記録制御部３４７、図３８につい
て上述した操作情報判別部５４１、要求データ生成部５４２、判別部５４５、記録制御部
５４６及び再生制御部５４８、図４５について上述した要求データ生成部６３０と同様の
処理を実行するが、これら各種プログラムが格納されたプログラム格納媒体を端末本体７
７０にインストールすることによりこれら各種処理を実行するようにしても良い。
【０７１８】
なお、このような上述した各種処理を実行するための各種プログラムを携帯型専用端末７
０６の端末本体７７０にインストールして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒
体としては、例えばフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメディ
アのみならず、各種プログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁気
ディスク等で実現しても良い。また、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを格納
する手段としては、ローカルエリアネットワークやインターネット、デジタル衛星放送等
の有線及び無線通信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェイ
スを介して格納するようにしても良い。
【０７１９】
また、クレードル７７１は、記憶媒体８０２にアクセス可能なサーバのアドレス等の各種
情報を記憶しており、ＣＰＵ８００が当該記憶部８０２内の各種情報に従って、システム
管理サーバ７０１等との間で通信し得るようになされている。
【０７２０】
以上の構成において、このデータ提供システム７００では、システム管理サーバ７０１、
リクエスト端末７０２、データ提供サーバ７０３、パッケージ提供サーバ７０４及び広告
主企業サーバ７０５をそれぞれパーソナルコンピュータ構成とした。
【０７２１】
従って、このデータ提供システム７００では、システム管理サーバ７０１、リクエスト端
末７０２、データ提供サーバ７０３、パッケージ提供サーバ７０４及び広告主企業サーバ
７０５をハード構成で新たに制作する必要がなく、既存のパーソナルコンピュータに各種
プログラムをインストールするだけで、これらパーソナルコンピュータを用いてシステム
を容易に構築することができる。
【０７２２】
また、このデータ提供システム７００では、携帯型専用端末７０６についてはあえてパー

10

20

30

40

50

(97) JP 3871201 B2 2007.1.24



ソナルコンピュータ構成とはせずに新たなハード構成のものを用意したが、これは携帯型
でかつ操作ボタンを簡略化することで、パーソナルコンピュータを所有していない又はパ
ーソナルコンピュータの操作に不慣れな人でも容易に、かつ手軽に扱えるようにしている
。
【０７２３】
以上の構成によれば、パーソナルコンピュータ構成のシステム管理サーバ７０１、リクエ
スト端末７０２、データ提供サーバ７０３、パッケージ提供サーバ７０４及び広告主企業
サーバ７０５を用いてシステムを構築するようにしたことにより、既存のパーソナルコン
ピュータを容易にシステム管理サーバ７０１、リクエスト端末７０２、データ提供サーバ
７０３、パッケージ提供サーバ７０４及び広告主企業サーバ７０５としてシステム構築を
容易、簡易にし得る。
【０７２４】
（１１）第１０の実施の形態
図５１との対応部分に同一符号を付して示す図５９は、第１０の実施の形態によるデータ
提供システム９００を示し、図１乃至図３について上述した携帯型専用端末７Ａ乃至７Ｎ
に対応する携帯型専用端末９１０の構成を除いて第９の実施の形態によるデータ提供シス
テム７００と同様に構成されている。
【０７２５】
この場合、図６０に示すように、携帯型専用端末９１０は、コンテンツデータの記録再生
機能を有し、かつ自由に持ち運び可能な端末本体９１１を、当該端末本体９１１への充電
機能及びインターネット７０７を利用した通信機能を有するクレードル９１２に着脱自在
に装着し得るように構成されている。
【０７２６】
端末本体９１１は、筐体正面に液晶ディスプレイでなる表示部９１３が設けられ、当該表
示部９１３にコンテンツデータに基づく映像や当該コンテンツデータを取得するとき等に
使用する各種操作画面等を表示し得るようになされている。
【０７２７】
また、筐体正面の表示部９１３下側には、「０」乃至「９」のテンキー構成の文字入力キ
ー群９１４と、文字種変更キー９１５と、取消キー９１６とが設けられ、表示部９１３に
コンテンツ選択画面を表示した状態で文字入力キー群９１４をテンキーとして使用すれば
、コンテンツに予め対応付けられている識別情報としてのバーコード用の数字を入力して
所望のコンテンツを選択指定し得ると共に、文字入力キー群９１４及び文字種変更キー９
１５並びに取消キー９１６を併用すれば、コンテンツのタイトル等を和字（ひらがな及び
カタカナ並びに漢字）、英字（ローマ字）、数字及び記号等で入力して所望のコンテンツ
を選択指定し得るようになされている。
【０７２８】
因みに、筐体正面には、端末本体９１１が充電中であるときにこれを報知する充電ランプ
９１７が設けられると共に、携帯型専用端末９１０を販売及びレンタルする取扱店のロゴ
マーク９１８が描かれている。
【０７２９】
さらに、筐体上面にはヘッドホンジャック９１９及びマイクロホン９２０が設けられ、筐
体右側面には電源ボタン９２１及びボリューム調節ダイヤル９２２が設けられている。
【０７３０】
これに加えて筐体左側面には、データ提供サーバ７０３等へ各種要求を送信するための送
信ボタン９２３が設けられると共に、回動操作及び押圧操作自在なジョグダイヤル９２４
が当該筐体の表面から僅かに突出して設けられている。
【０７３１】
これにより端末本体９１１は、表示部９１３にコンテンツデータ再生用の操作画面を表示
した状態でジョグダイヤル９２４が回動操作及び押圧操作されると、例えば、コンテンツ
データの再生開始命令や再生停止命令等の各種命令を入力することができる。
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【０７３２】
このようにして端末本体９１１は、コンテンツデータを再生して得られた音声をヘッドホ
ンジャック９１９からヘッドホン（図示せず）に送出すると共に、当該コンテンツデータ
を再生して得られた映像を表示部９１３に表示してコンテンツを視聴させることができ、
この際、ボリューム調節ダイヤル９２２の回動操作に応じて音量を調節し得るようになさ
れている。
【０７３３】
また、図６１に示すように、端末本体９１１は、筐体背面の上側中央にパターン認識用の
カメラ９２５が設けられ、コンテンツに予め対応付けられているバーコードの絵柄をその
カメラ９２５によって撮像して所望のコンテンツを選択指定し得ると共に、当該カメラ９
２５及びマイクロホン９２０を併用することにより所定時間（数秒間）の動画及び音声を
所望の情報のメモ用として取り込むこともできるようになされている。
【０７３４】
さらに、筐体背面の下側には着脱可能なバッテリパック９２６が装着され、電源ボタン９
２１の押下に応じて当該バッテリパック９２６から内部の各種回路に電池電圧を供給して
動作可能な状態に起動する。
【０７３５】
因みに、筐体下面には、後述するコネクタが設けられ、当該コネクタを介してクレードル
９１２に電気的に接続し得ると共に、そのコネクタに、商用電源等に接続されたＡＣアダ
プタ９２７のコネクタ９２８を接続することによりクレードル９１２を介さずにバッテリ
パック９２６を直接充電し得るようになされている。
【０７３６】
一方、クレードル９１２（図６０）は、筐体上面にコネクタ９２９が設けられ、当該コネ
クタ９２９に端末本体９１１のコネクタを接続することによりその端末本体９１１を電気
的に接続し得る（すなわち、端末本体９１１を装着し得る）ようになされている。
【０７３７】
また、クレードル９１２は、ＡＣアダプタ９２７のコネクタ９２８が着脱可能に取り付け
られ、ＡＣアダプタ９２７が商用電源等に接続されると、当該ＡＣアダプタ９２７から内
部の各回路に電源電圧を供給して動作可能な状態に起動すると共に、端末本体９１１が電
気的に接続されると、そのＡＣアダプタ９２７から当該端末本体９１１のバッテリパック
９２６に電源電圧を供給して充電する。
【０７３８】
さらに、クレードル９１２には、通信速度の比較的遅い公衆回線網用のモジュラージャッ
ク９３０と、公衆回線網よりも通信速度が格段的に高速なイーサネット（登録商標）用の
ジャック（以下、これをイーサジャックと呼ぶ）９３１とが設けられている。
【０７３９】
これにより端末本体９１１は、クレードル９１２に装着されると、利用する通信回線とし
て公衆回線網及びイーサネット（登録商標）のいずれか一方を任意に選択させ、当該選択
された公衆回線網及びイーサネット（登録商標）に対応するモジュラージャック９３０及
びイーサジャック９３１を介してシステム管理サーバ７０１やデータ提供サーバ７０３と
通信する。
【０７４０】
これに加えて、クレードル９１２には、映像出力端子９３２及び音声出力端子９３３が設
けられている。
【０７４１】
これにより端末本体９１１は、クレードル９１２に装着された状態でコンテンツデータを
再生したときには、当該コンテンツデータを構成する映像データ及び音声データを映像出
力端子９３２及び音声出力端子９３３を介してテレビジョン受像機等の外部機器に送出し
てコンテンツを視聴させ得るようになされている。
【０７４２】
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ここで、携帯型専用端末９１０の回路構成について図６２を用いて説明する。まず、端末
本体９１１には、当該端末本体９１１及びクレードル９１２内の各回路全体を統括的に制
御するメインＣＰＵ９４０が設けられている。
【０７４３】
また、端末本体９１１には、当該端末本体９１１内の各回路の起動及び停止を制御すると
共に、ヒューマンインターフェースとしての機能も有しているサブＣＰＵ９４１が設けら
れている。
【０７４４】
サブＣＰＵ９４１は、電源ボタン９２１が押下されることにより当該電源ボタン９２１、
文字入力キー群９１４、文字種変更キー９１５、取消キー９１６、ボリューム調節ダイヤ
ル９２２、送信ボタン９２３及びジョグダイヤル９２４からなる操作部９４２から起動命
令が与えられると、バッテリパック９２６から供給される電池電圧を内部の電源監視回路
９４１Ａに取り込み、当該電源監視回路９４１Ａにおいて電池電圧を複数種類の所定レベ
ルの内部電圧に変換して端末本体９１１内のそれぞれ対応する回路に供給することにより
これら各回路を個別に起動させる。
【０７４５】
そして、サブＣＰＵ９４１は、メインＣＰＵ９４０の実行する処理内容に応じて端末本体
９１１内の各回路の起動及び停止をそれぞれ個別に制御することによりバッテリパック９
２６の電池電圧の無駄な消費を極力低減させ得るようになされている。
【０７４６】
メインＣＰＵ９４０は、端末本体９１１が起動すると、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭでなるシステ
ム用メモリ９４３に予め格納している各種プログラムをメモリバスＢ１を介して読み出し
てＳＤＲＡＭ９４４上で展開する。
【０７４７】
これによりメインＣＰＵ９４０は、各種プログラムに従って、図４について上述した記録
制御部８１、再生制御部８４及び要求データ生成部８６、図１１について上述した要求デ
ータ生成部２４１、記録制御部２４５及び再生制御部２４８、図２５について上述した要
求データ生成部２７０、図２８について上述した再生制御部３４２、要求データ生成部３
４４及び記録制御部３４７、図３８について上述した操作情報判別部５４１、要求データ
生成部５４２、判別部５４５、記録制御部５４６及び再生制御部５４８、図４５について
上述した要求データ生成部６３０と同様の処理を実行し得るようになされている。
【０７４８】
すなわち、メインＣＰＵ９４０は、取扱店において携帯型専用端末９１０の販売及びレン
タルに先立ち、Ｆｌａｓｈ　ＲＯＭでなるデータ用メモリ９４５に、顧客が購入及び又は
レンタル用に指定したコンテンツデータや当該コンテンツデータに付加されたヘッダデー
タ、顧客登録に伴って発行された顧客ＩＤ等を圧縮符号化された状態で記録している。
【０７４９】
そして、メインＣＰＵ９４０は、携帯型専用端末９１０がユーザに販売及びレンタルされ
た後、操作部９４２からサブＣＰＵ９４１、シリアルバスでなるＩ２ ＣバスＢ２（一般的
にはＳＭ（ System Management ）バスとも呼ばれている）を順次介して、コンテンツデー
タの再生用の操作要求が入力されると、これに応じてシステム用メモリ９４３からメモリ
バスＢ１を介して再生操作画面データを読み出し、当該読み出した再生操作画面データを
タイミングジェネレータ９４６に送出する。
【０７５０】
タイミングジェネレータ９４６は、メインＣＰＵ９４０から与えられた画面データ及び映
像データに基づいて表示部９１３を制御する（表示部９１３の１画面分の複数画素にそれ
ぞれ対応する液晶の発光タイミングや発光強度等を制御する）ようになされており、当該
メインＣＰＵ９４０から再生操作画面データが与えられると、表示部９１３に再生操作画
面データに基づく再生操作画面を表示する。
【０７５１】
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この状態でメインＣＰＵ９４０は、操作部９４２の操作に応じて再生操作画面上で再生対
象のコンテンツデータとその再生が指定され、これに応じて操作部９４２からサブＣＰＵ
９４１及びＩ２ ＣバスＢ２を順次介してコンテンツデータの指定命令及び再生開始命令が
与えられると、データ用メモリ９４５からメモリバスＢ１を介して、指定された圧縮符号
化されているコンテンツデータ（以下、これを圧縮コンテンツデータと呼ぶ）を読み出す
。
【０７５２】
そして、メインＣＰＵ９４０は、データ用メモリ９４５から読み出した圧縮コンテンツデ
ータを復号化し、得られたコンテンツデータを構成する映像データ及び音声データのうち
当該映像データをタイミングジェネレータ９４６に送出すると共に、音声データをデジタ
ルアナログ変換器９４７においてアナログの音声信号に変換した後、ヘッドホンアンプ９
４８を介してヘッドホンジャック９１９に送出する。
【０７５３】
これによりメインＣＰＵ９４０は、タイミングジェネレータ９４６を介して表示部９１３
に映像データに基づくコンテンツの映像を表示し得ると共に、ヘッドホンジャック９１９
に接続されたヘッドホン（図示せず）から音声信号に基づくコンテンツの音声を出力し、
かくしてコンテンツを視聴させ得るようになされている。
【０７５４】
また、メインＣＰＵ９４０は、操作部９４２からサブＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ２を
順次介してメモ入力命令が与えられると、カメラ９２５によって被写体を所定時間撮像し
、得られた映像データを取り込むと共に、その際、マイクロホン９２０を介して所定時間
周囲の音声を集音し、得られた音声信号をマイクアンプ９４９及びアナログデジタル変換
器９５０を順次介してデジタルの音声データに変換して取り込み、これら映像データ及び
音声データをメモデータとして圧縮符号化した後、メモリバスＢ１を介してデータ用メモ
リ９４５に送出して記録する。
【０７５５】
因みに、メインＣＰＵ９４０は、この際、文字入力キー群９１４、文字種変更キー９１５
及び取消キー９１６の操作に応じて操作部９４２からサブＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ
２を順次介してメモに対するコメント等の文字列がテキストデータとして与えられると、
当該テキストデータをメモデータに付加して圧縮符号化した後、データ用メモリ９４５に
記録する。
【０７５６】
また、メインＣＰＵ９４０は、操作部９４２からサブＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ２を
順次介して、メモデータに対する再生開始命令が与えられると、上述したコンテンツデー
タの再生時と同様に処理することにより表示部９１３及びヘッドホンを介してメモの内容
を確認させ得るようになされている。
【０７５７】
ところで、メインＣＰＵ９４０には、ＰＣＩ（ Peripheral Component Interconnect ）バ
スＢ３、バススイッチ９５１、ＰＣＩ規格に準拠した所定のバス（以下、これをＰＣＩ準
拠バスと呼ぶ）Ｂ４、保護回路９５２を順次介して、筐体下面に設けられたコネクタ９５
３に電気的に接続されている。
【０７５８】
保護回路９５２は、端末本体９１１内の各回路を外部の静電気から保護し、かつ端末本体
９１１内のデータ（信号）処理によって発生する不要な輻射の外部への漏洩を防止する機
能を有している。
【０７５９】
また、保護回路９５２は、コネクタ９５３に正規のクレードル９１２のコネクタ９２９が
接続されたか否かを検出し、その検出結果をメインＣＰＵ９４０に通知している。
【０７６０】
メインＣＰＵ９４０は、保護回路９５２から通知された検出結果に応じてバススイッチ９
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５１を制御することにより、コネクタ９５３に正規のクレードル９１２のコネクタ９２９
が接続されるまでの間は保護回路９５２との間の電気的な接続を遮断し、当該コネクタ９
５３に正規のクレードル９１２のコネクタ９２９が接続されている間のみバススイッチ９
５１を介して保護回路９５２と電気的に接続する。
【０７６１】
これによりメインＣＰＵ９４０は、コネクタ９５３にクレードル９１２とは異なる電子機
器が誤って接続される等して当該コネクタ９５３がショートしても自己を破損等から保護
し得るようになされている。
【０７６２】
ここで、クレードル９１２は、商用電源等に接続されたＡＣアダプタ９２７から供給され
る電源電圧を内部の電源監視回路９５５に取り込み、当該電源監視回路９５５において電
源電圧を複数種類の所定レベルの内部電圧に変換して当該クレードル９１２内のそれぞれ
対応する回路に供給することによりこれら各回路を起動させている。
【０７６３】
また、クレードル９１２は、端末本体９１１が装着されると、電源監視回路９５５におい
て電源電圧を所定レベルの充電電圧に変換し、当該充電電圧をコネクタ９２９から端末本
体９１１のコネクタ９５３を介してバッテリパック９２６に供給することにより充電する
。
【０７６４】
メインＣＰＵ９４０は、端末本体９１１がクレードル９１２に装着された状態で、操作部
９４２からサブＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ２を順次介して通信用の操作要求が与えら
れると、これに応じてシステム用メモリ９４３からメモリバスＢ１を介して通信操作画面
データを読み出し、当該読み出した通信操作画面データをタイミングジェネレータ９４６
に送出することにより表示部９１３に通信操作画面データに基づく通信操作画面を表示す
る。
【０７６５】
この状態でメインＣＰＵ９４０は、操作部９４２の操作に応じて通信操作画面上で公衆回
線網及びイーサネット（登録商標）のいずれか一方が任意に選択されると共に、通信相手
のＵＲＬ（ Uniform Resource Locator）が指定され、これに応じて操作部９４２からサブ
ＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ２を順次介して通信回線の選択指定命令及びＵＲＬ並びに
送信命令が与えられると、当該ＵＲＬで指定された通信相手に対するアクセス要求データ
を生成する。
【０７６６】
そして、メインＣＰＵ９４０は、通信に利用する通信回線としてイーサネット（登録商標
）が選択された場合にはアクセス要求データを圧縮符号化し、得られたアクセス要求圧縮
データをＰＣＩバスＢ３、バススイッチ９５１、ＰＣＩ準拠バスＢ４、保護回路９５２を
順次介してコネクタ９５３からクレードル９１２に送出すると共に、当該クレードル９１
２においてそのアクセス要求圧縮データをコネクタ９２９、イーサコントローラ９５６及
びイーサインターフェース９５７を順次介してイーサジャック９３１からイーサネット（
登録商標）経由で通信相手に送信する。
【０７６７】
この結果、メインＣＰＵ９４０は、通信相手からアクセスの要求に応じるアクセス確認デ
ータが圧縮符号化されてイーサネット（登録商標）経由で返送されると、当該圧縮符号化
されたアクセス確認データ（以下、これをアクセス確認圧縮データと呼ぶ）をクレードル
９１２のイーサジャック９３１からイーサインターフェース９５７、イーサコントローラ
９５６及びコネクタ９２９を順次介してコネクタ９５３に取り込むと共に、当該アクセス
確認データをそのコネクタ９５３から保護回路９５２、ＰＣＩ準拠バスＢ４、バススイッ
チ９５１及びＰＣＩバスＢ３を順次介して取り込んで復号化する。
【０７６８】
ここで、携帯型専用端末９１０が通信可能な（すなわち、通信を許可した）システム管理

10

20

30

40

50

(102) JP 3871201 B2 2007.1.24



サーバ７０１や取扱店のデータ提供サーバ７０３から送信されたアクセス確認圧縮データ
には、当該システム管理サーバ７０１やデータ提供サーバ７０３（又は取扱店）に固有な
識別コードが格納されている。
【０７６９】
また、端末本体９１１のデータ用メモリ９４５には、携帯型専用端末９１０の販売及びレ
ンタル時に、通信可能な（すなわち、通信が許可された）システム管理サーバ７０１やデ
ータ提供サーバ７０３（又は取扱店）に固有な識別コードが記録されている。
【０７７０】
従って、メインＣＰＵ９４０は、アクセス確認データを復号化してアクセス確認データを
生成すると、当該アクセス確認データに格納されている識別コードを、データ用メモリ９
４５に予め記録している識別コードと比較する。
【０７７１】
この結果、メインＣＰＵ９４０は、比較した識別コード同士が一致すれば、指定された通
信相手が通信の許可された正規の通信相手であると判断して通信を続行することによりコ
ンテンツデータの取得や、広告主及び企業の紹介等を要求することができる。
【０７７２】
これに対して、メインＣＰＵ９４０は、比較した識別コード同士が異なり、又はアクセス
確認データに識別コードが格納されていなければ、指定された通信相手が通信の許可され
た通信相手とは異なると判断して通信を強制終了することにより、携帯型専用端末９１０
が通信の許可されていない通信相手と通信してコンテンツデータ等が不当に利用されるこ
とを防止し得るようになされている。
【０７７３】
このようにしてメインＣＰＵ９４０は、予め通信の許可された通信相手とのみイーサネッ
ト（登録商標）を介して通信することができ、この結果、正規の通信相手であるシステム
管理サーバ７０１やデータ提供サーバ７０３から圧縮符号化された広告主企業紹介データ
及びコンテンツ選択画面データ等の各種画面データ（以下、これを各種圧縮画面データと
呼ぶ）や宣伝用及び取得用の圧縮コンテンツデータ等がイーサネット（登録商標）経由で
送信されると、これら各種データを上述したアクセス確認圧縮データと同様の経路で取り
込み、必要に応じて復号化する。
【０７７４】
因みに、メインＣＰＵ９４０は、各種圧縮画面データを取り込んだときには、当該圧縮画
面データを復号化した後、タイミングジェネレータ９４６に送出することによりタイミン
グジェネレータ９４６を介して表示部９１３に各種画面データに基づく画面（広告主企業
紹介用の画面やコンテンツ選択画面等）を表示する。
【０７７５】
また、メインＣＰＵ９４０は、予め通信の許可された通信相手とイーサネット（登録商標
）を介して通信しているときに、操作部９４２からサブＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ２
を順次介してコンテンツ取得要求等の各種要求が与えられることによりその要求に応じた
要求データを生成すると、当該生成した要求データを圧縮符号化し、得られた要求圧縮デ
ータを上述したアクセス要求圧縮データと同様の経路でイーサネット（登録商標）を経由
して正規の通信相手に送信する。
【０７７６】
因みに、メインＣＰＵ９４０は、取得用に所望のコンテンツを選択指定するとき、上述し
たように操作部９４２を介して所望のコンテンツのタイトルや、当該コンテンツに予め対
応付けているバーコード用の数字等を入力させることができる。
【０７７７】
また、メインＣＰＵ９４０は、この際、コンテンツに対応付けているバーコードの絵柄を
カメラ９２５で撮像することもでき、この場合にはカメラ９２５から得られるバーコード
の絵柄の撮像画像を所定の画像認識プログラムに従って解析し、この結果、選択指定され
たコンテンツを特定し得るようになされている。
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【０７７８】
一方、メインＣＰＵ９４０は、通信に利用する通信回線として公衆回線網が選択された場
合にはアクセス要求データを圧縮符号化し、得られたアクセス要求圧縮データをシリアル
データとしてＩ２ ＣバスＢ２を介してサブＣＰＵ９４１に送出する。
【０７７９】
サブＣＰＵ９４１は、ＵＡＲＴ（ Universal Asynchronous Receiver Transmitter ）デバ
イスの機能を有しており、メインＣＰＵ９４０から与えられたアクセス要求圧縮データを
パラレルデータに変換した後、保護回路９５２を介してコネクタ９５３からクレードル９
１２に送出し、当該クレードル９１２においてそのアクセス要求圧縮データをコネクタ９
２９及びモデムインターフェース９５８を順次介してモジュラージャック９３０から公衆
回線網経由で通信相手に送信する。
【０７８０】
この結果、メインＣＰＵ９４０は、通信相手からアクセス確認圧縮データが公衆回線網経
由で返送されると、当該アクセス確認圧縮データをクレードル９１２のモジュラージャッ
ク９３０からモデムインターフェース９５８及びコネクタ９２９を順次介してコネクタ９
５３に取り込むと共に、当該アクセス確認圧縮データをそのコネクタ９５３から保護回路
９５２を介してサブＣＰＵ９４１に取り込んでシリアルデータに変換した後、Ｉ２ Ｃバス
Ｂ２を介して取り込んで復号化する。
【０７８１】
このようにしてメインＣＰＵ９４０は、公衆回線網を利用したときにもアクセス確認圧縮
データを復号化して得られたアクセス確認データに格納されている識別コードと、データ
用メモリ９４５に記録している識別コードとを比較する。
【０７８２】
これによりメインＣＰＵ９４０は、比較した識別コード同士が一致したときのみ、アクセ
スした通信相手が予め通信の許可された正規の通信相手である判断して、公衆回線網を利
用した通信を継続する。
【０７８３】
そして、メインＣＰＵ９４０は、予め通信の許可された通信相手と公衆回線網を介して通
信している状態で当該通信相手であるシステム管理サーバ７０１やデータ提供サーバ７０
３から広告主企業紹介データ及びコンテンツ選択画面データ等の各種圧縮画面データや宣
伝用及び取得用の圧縮コンテンツデータ等が送信されると、これら各種データをモジュラ
ージャック９３０からサブＣＰＵ９４１に渡る経路で取り込んで、上述したイーサネット
（登録商標）を利用したときと同様に処理する。
【０７８４】
また、メインＣＰＵ９４０は、予め通信の許可された通信相手と公衆回線網を介して通信
している状態で、操作部９４２からサブＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ２を順次介してコ
ンテンツ取得要求等の各種要求が与えられることによりその要求に応じた要求データを生
成すると、当該生成した要求データを圧縮符号化し、得られた要求圧縮データをサブＣＰ
Ｕ９４１からモジュラージャック９３０に渡る経路を介して公衆回線網経由で正規の通信
相手に送信する。
【０７８５】
ところで、メインＣＰＵ９４０は、イーサネット（登録商標）及び公衆回線網のいずれに
おいても、例えば、図２９乃至図３１について上述した３次元仮想現実空間画像でなるコ
ンテンツ選択画面を表示部９１３に表示すると、上述した第６の実施の形態による携帯型
専用端末３０３（図２８乃至図３７）と同様に処理する。
【０７８６】
そして、メインＣＰＵ９４０は、コンテンツ選択画面（店内１階画像及び店内２階画像）
内で顧客画像を指定座標位置まで移動させると、当該顧客画像が指定座標位置まで移動し
たことを表す指定座標位置データを圧縮符号化した後、このとき選択されているイーサネ
ット（登録商標）及び公衆回線網経由でデータ提供サーバ７０３に送信する。
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【０７８７】
この際、データ提供サーバ７０３は、携帯型専用端末９１０から送信された指定座標位置
データを受信すると、当該指定座標位置データで指定された宣伝用のコンテンツデータ（
すなわち、宣伝データ）を圧縮符号化し、得られた圧縮コンテンツデータをＵＤＰ／ＩＰ
（ User Datagram Protocol/Internet Protocol）に従ってストリーミング形式で、圧縮符
号化された指定座標位置データの送信経路と同じイーサネット（登録商標）及び公衆回線
網経由で携帯型専用端末９１０に送信する。
【０７８８】
この結果、メインＣＰＵ９４０は、データ提供サーバ７９０３から送信された宣伝用の圧
縮コンテンツデータを取り込むと、当該取り込んだ宣伝用の圧縮コンテンツデータをＳＤ
ＲＡＭ９４４に一旦格納する。
【０７８９】
そして、メインＣＰＵ９４０は、ＳＤＲＡＭ９４４から宣伝用の圧縮コンテンツデータを
読み出して復号化し、得られたコンテンツデータを構成する映像データ及び音声データの
うち当該映像データをタイミングジェネレータ９４６に送出すると共に、音声データをデ
ジタルアナログ変換器９４７においてアナログの音声信号に変換した後、ヘッドホンアン
プ９４８を介してヘッドホンジャック９１９に送出する。
【０７９０】
これによりメインＣＰＵ９４０は、タイミングジェネレータ９４６により表示部９１３に
映像データに基づくコンテンツの宣伝用の映像を表示すると共に、ヘッドホンジャック９
１９に接続されたヘッドホンから音声信号に基づくコンテンツの宣伝用の音声を出力し、
かくしてコンテンツの一部等を宣伝用に視聴させ得るようになされている。
【０７９１】
このようにしてメインＣＰＵ９４０は、正規の通信相手であるシステム管理サーバ７０１
やデータ提供サーバ７０３からストリーミング形式で送信された宣伝用の圧縮コンテンツ
データ等については、ＳＤＲＡＭ９４４をバッファとして用いてストリーミング再生する
。
【０７９２】
また、メインＣＰＵ９４０は、表示部９１３に表示した３次元仮想現実空間画像でなるコ
ンテンツ選択画面上で所望のコンテンツデータが選択指定されたときには、当該選択指定
されたコンテンツデータを表すコンテンツ指定データを圧縮符号化した後、このとき選択
されているイーサネット（登録商標）及び公衆回線網経由でデータ提供サーバ７０３に送
信する。
【０７９３】
この際、データ提供サーバ７０３は、携帯型専用端末９１０から送信されたコンテンツ指
定データを受信すると、当該コンテンツ指定データで指定された取得用のコンテンツデー
タを圧縮符号化し、得られた圧縮コンテンツデータをＴＣＰ／ＩＰ（ Transmission Contr
ol Protocol/Internet Protocol ）に従って、圧縮符号化されたコンテンツ指定データの
送信経路と同じイーサネット（登録商標）及び公衆回線網経由で携帯型専用端末９１０に
送信する。
【０７９４】
この結果、メインＣＰＵ９４０は、データ提供サーバ７９０３から送信された取得用の圧
縮コンテンツデータを取り込むと、当該圧縮コンテンツデータをそのままＳＤＲＡＭ９４
４に一旦格納して当該ＳＤＲＡＭ９４４をバッファとして用いながらメモリバスＢ１を介
してデータ用メモリ９４５に送出して記録する。
【０７９５】
このようにしてメインＣＰＵ９４０は、システム管理サーバ７０１及びデータ提供サーバ
７０３から圧縮コンテンツデータ等の各種データを取得したときには、ＳＤＲＡＭ９４４
をバッファとして用いることによりこれら各種データの処理にエラーが生じることを防止
してダウンロードする。
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【０７９６】
これに加えて、メインＣＰＵ９４０は、端末本体９１１がクレードル９１２に装着された
とき、表示部９１３に表示した再生操作画面上で、コンテンツデータの再生出力先として
、端末本体９１１の表示部９１３及びヘッドホンジャック９１９と、テレビジョン受像機
等の外部機器とのいずれか一方を任意に選択させ得るようになされている。
【０７９７】
そして、メインＣＰＵ９４０は、再生操作画面上でコンテンツデータの再生出力先として
端末本体９１１の表示部９１３及びヘッドホンジャック９１９が選択され、これに応じて
操作部９４２からサブＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ２を順次介して表示部９１３及びヘ
ッドホンジャックの選択指定命令が（コンテンツデータの選択指定命令及び再生開始命令
と共に）与えられると、上述した端末本体９１１をクレードル９１２に装着していない場
合と同様にデータ用メモリ９４５から圧縮コンテンツデータを再生して復号化し、かくし
て表示部９１３及びヘッドホンを介してコンテンツを視聴させる。
【０７９８】
また、メインＣＰＵ９４０は、再生操作画面上でコンテンツデータの再生出力先として外
部機器が選択され、これに応じて操作部９４２からサブＣＰＵ９４１及びＩ２ ＣバスＢ２
を順次介して外部機器の選択指定命令が（コンテンツデータの選択指定命令及び再生開始
命令と共に）与えられると、データ用メモリ９４５からメモリバスＢ１を介して、指定さ
れた圧縮コンテンツデータを読み出す。
【０７９９】
そして、メインＣＰＵ９４０は、圧縮コンテンツデータを復号化し、得られたコンテンツ
データを構成する映像データ及び音声データのうち当該映像データを映像用のデジタルア
ナログ変換器９５９においてアナログの映像信号に変換した後、保護回路９５２を介して
コネクタ９５３からクレードル９１２に送出すると共に、当該クレードル９１２において
その映像信号をコネクタ９２９を介して映像出力端子９３２から外部機器に送出する。
【０８００】
また、メインＣＰＵ９４０は、その際、コンテンツデータを構成する音声データをデジタ
ルアナログ変換器９４７においてアナログの音声信号に変換した後、保護回路９５２を介
してコネクタ９５３からクレードル９１２に送出すると共に、当該クレードル９１２にお
いてその音声信号をパワーアンプ９６０を介して左右２チャンネルのアナログの音声信号
に変換した後、音声出力端子９３３から外部機器に送出する。
【０８０１】
これによりメインＣＰＵ９４０は、端末本体９１１のみならずに外部機器を使用して例え
ば大画面ディスプレイ及び高音質スピーカーでコンテンツを楽しませることができるよう
になされている。
【０８０２】
さらに、メインＣＰＵ９４０は、端末本体９１１がクレードル９１２に装着されたときに
は、コンテンツデータのみならずにメモデータについても当該コンテンツデータと同様に
処理して、端末本体９１１の表示部９１３及びヘッドホンと、外部機器とのいずれでもメ
モの内容を確認させ得るようになされている。
【０８０３】
なお、この第１０の実施の形態の場合、メインＣＰＵ９４０は、システム用メモリ９４３
及びデータ用メモリ９４５をコントロールバスＢ５経由で制御すると共に、カメラ、音声
用のデジタルアナログ変換器９４７及びアナログデジタル変換器９５０をＩ２ ＣバスＢ２
経由で制御している。
【０８０４】
また、メインＣＰＵ９４０は、コンテンツデータに対する取得要求データを生成する場合
、当該取得要求データに、所望のコンテンツをタイトル、バーコード等で指定するコンテ
ンツ指定情報や、コンテンツデータの購入及びレンタルの有無、コンテンツデータの購入
代金及びレンタル料に対する支払い情報（支払い方法としては、例えばクレジットによる
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支払い）、顧客ＩＤ等を格納している。
【０８０５】
そして、データ提供サーバ７０３は、携帯型専用端末９１０からかかる取得要求データを
受信すると、その都度、コンテンツの取得を要求した顧客の顧客情報（顧客の口座番号）
、コンテンツデータの販売価格及びレンタル料、取扱店の取引銀行の口座番号に基づいて
課金処理する。
【０８０６】
この結果、データ提供サーバ７０３は、コンテンツデータの販売及びレンタルに対する課
金情報を生成し、当該生成した課金情報をインターネット７０７上の決済処理サーバに送
信することにより当該決済処理サーバにおいて、その課金情報に基づく電子的な決済処理
を実行する。
【０８０７】
従って、携帯型専用端末９１０は、ユーザに取扱店に出向かせることなく、家に居ながら
にして、コンテンツデータを取得し得ると共に、当該コンテンツデータの購入代金及びレ
ンタル料を支払うことができるようになされている。
【０８０８】
以上の構成において、このデータ提供システム９００では、携帯型専用端末９１０にテン
キー構成の文字入力キー群９１４を設け、当該文字入力キー群９１４を介して、コンテン
ツに予め対応付けているバーコードの数字を入力させて取得用のコンテンツを選択指定し
得るようにした。
【０８０９】
また、このデータ提供システム９００では、携帯型専用端末９１０にカメラ９２５を設け
、当該カメラ９２５によりコンテンツに予め対応付けているバーコードの絵柄を撮像して
取得用のコンテンツを選択指定し得るようにした。
【０８１０】
従って、このデータ提供システム９００では、携帯型専用端末９１０において取得用のコ
ンテンツを選択指定する際に、当該コンテンツのタイトル等の複数の文字を入力しなくて
も、単に数字を入力し、又はバーコードの絵柄をカメラ９２５で撮像するだけで、所望の
コンテンツを容易に選択指定させることができる。
【０８１１】
以上の構成によれば、テンキー構成の文字入力キー群９１４及びパターン認識用のカメラ
９２５を有する携帯型専用端末９１０を用いるようにしたことにより、上述した第９の実
施の形態によって得られる効果に加えて、携帯型専用端末９１０において文字入力キー群
９１４を介して単に数字を入力し、又はカメラ９２５によりバーコードの絵柄を撮像する
だけで、所望のコンテンツを容易に選択指定させることができ、かくして携帯型専用端末
の使い勝手を向上させて格段的に利用させ易くし得るデータ提供システムを実現すること
ができる。
【０８１２】
なお、上述した第１０の実施の形態においては、携帯型専用端末９１０において、端末本
体９１１のメインＣＰＵ９４０が、システム用メモリ９４３に予め格納された各種プログ
ラムに従って図４について上述した記録制御部８１、再生制御部８４及び要求データ生成
部８６、図１１について上述した要求データ生成部２４１、記録制御部２４５及び再生制
御部２４８、図２５について上述した要求データ生成部２７０、図２８について上述した
再生制御部３４２、要求データ生成部３４４及び記録制御部３４７、図３８について上述
した操作情報判別部５４１、要求データ生成部５４２、判別部５４５、記録制御部５４６
及び再生制御部５４８、図４５について上述した要求データ生成部６３０と同様の処理を
実行するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、これら各種プログラ
ムの格納されたプログラム格納媒体を端末本体９１１にインストールすることによりこれ
ら各種処理を実行するようにしても良い。
【０８１３】

10

20

30

40

50

(107) JP 3871201 B2 2007.1.24



因みに、このような上述した各種処理を実行するための各種プログラムを携帯型専用端末
９１０の端末本体９１１にインストールして実行可能な状態にするためのプログラム格納
媒体としては、例えばフレキシブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメデ
ィアのみならず、各種プログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁
気ディスク等で実現しても良い。また、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを格
納する手段としては、ローカルエリアネットワークやインターネット、デジタル衛星放送
等の有線及び無線通信媒体を利用しても良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェ
イスを介して格納するようにしても良い。
【０８１４】
また、上述した第１０の実施の形態においては、識別コードに基づいて、携帯型専用端末
９１０を予め通信を許可した特定の通信相手とのみ通信し得るようにした場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、ユーザが携帯型専用端末９１０の使用を開始した後、新
たな取扱店等と契約を結んで当該取扱店等に固有の識別コードを取得し、１台の携帯型専
用端末９１０で複数の取扱店等と通信し得るようにしても良い。このようにすれば、例え
ば、取扱店毎に携帯型専用端末９１０を用意する必要がなく、１台の携帯型専用端末９１
０を複数の取扱店等に対する共通の専用端末として使用させることができ、かくして携帯
型専用端末９１０の使い勝手をさらに向上させることができる。
【０８１５】
さらに、上述した第１０の実施の形態においては、携帯型専用端末９１０の端末本体９１
１を着脱可能なバッテリパック９２６から供給される電池電圧で動作させるようにした場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、携帯型専用端末９１０の端末本体９１１に
交換可能な１次電池を装着して動作させ、又は、端末本体９１１をバッテリパック及び１
次電池のいずれを使用しても動作させ得るようにしても良い。このようにすれば、外出先
等で容易に１次電池を交換し、より長い時間動作させることができる。
【０８１６】
さらに、上述した第１０の実施の形態においては、データ提供サーバ７０３がコンテンツ
の取得要求データを受信する毎に課金情報を生成し、決済処理サーバにおいて、その課金
情報に基づく電子的な決済処理を実行するようにした場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、データ提供サーバ７０３又はシステム管理サーバ７０１が例えば月に一度や
、２週間に一度等のように定期的に一括して課金情報を生成し、又は、取得要求データを
受信する毎に生成した課金情報を統合し、その定期的なタイミングで決済処理サーバにお
いて決済処理を実行するようにしても良い。
【０８１７】
（１２）第１１の実施の形態
図６３は、第１１の実施の形態によるデータ提供システム１１００を示し、図１乃至図３
について上述した取扱店４Ａ乃至４Ｎに対応するデータ提供サーバ１１０１に、図１乃至
図３について上述したシステム管理サイト２及び販売会社５に対応するコンテンツサーバ
１１０２と、図１乃至図３について上述した顧客３に対応するリクエスト端末１１０３（
すなわち、顧客３の使用したリクエスト端末）と、図１乃至図３について上述した携帯型
専用端末７Ａ乃至７Ｎに対応し、かつ取扱店４Ａ乃至４Ｎ専用でデータ提供サーバ１１０
１にのみアクセス可能な携帯型専用端末１１０４とがそれぞれインターネット（図示せず
）を介して接続されて構成されている。
【０８１８】
この場合、コンテンツサーバ１１０２は、それぞれ１又は複数のコンテンツデータが格納
された多数のパッケージメディアを販売用に取り扱う販売会社に設置され、当該販売会社
が販売用に取り扱う各パッケージメディアのタイトル（映画やアルバムＣＤ、シングルＣ
Ｄ等のタイトル）、パッケージメディアの詳細内容（アルバムＣＤやシングルＣＤに格納
された複数の曲（コンテンツデータ）のタイトル、アーティスト名、パッケージメディア
の制作会社、パッケージメディアに格納された個々のコンテンツデータ固有のコンテンツ
識別情報等）、パッケージメディア固有のパッケージ識別情報等のパッケージ付随情報を
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リスト化して生成したパッケージデータテーブルをコンテンツデータベース１１１０に記
憶している。
【０８１９】
また、コンテンツサーバ１１０２は、コンテンツデータベース１１１０に予め種々の圧縮
符号化方式で圧縮符号化された多数のコンテンツデータと、当該圧縮符号化されたコンテ
ンツデータ（以下、これを圧縮コンテンツデータと呼ぶ）固有のコンテンツ識別情報（上
述したコンテンツデータ固有のコンテンツ識別情報と同じである）とを対応付けて記憶し
ている。
【０８２０】
さらに、コンテンツサーバ１１０２は、コンテンツデータベース１１１０内の圧縮コンテ
ンツデータに対応するコンテンツ識別情報、コンテンツデータのタイトル（曲名や作品名
等）、アーティスト名、コンテンツデータの制作会社、圧縮コンテンツデータの圧縮符号
化に使用された圧縮符号化方式等のコンテンツ付随情報をリスト化して生成したコンテン
ツデータテーブルをコンテンツデータベース１１１０に記憶している。
【０８２１】
因みに、コンテンツデータの圧縮符号化には、当該コンテンツデータの制作会社等に応じ
て、ＡＴＲＡＣ３（ Adaptive Transform Acoustic Coding 3）（商標）、ＭＰ３（ Moving
 Picture Experts Group-1 Audio layer 3）（商標）、ＭＰＥＧ－２ＡＡＣ（ Moving Pic
ture Experts Group-2 Advanced Audio Coding）（商標）、ＱＤｅｓｉｇｎ　Ｍｕｓｉｃ
　Ｃｏｄｅｃ（商標）、ＴｗｉｎＶＱ（ Transform-domain weighted interleave Vector 
Quantization）（商標）、ＭＳ　Ａｕｄｉｏ（ Microsoft Audio （別名、 WMA:Windows（
登録商標）  Media Audio ）（商標）、Ｏｇｇ　Ｖｏｒｂｉｓ（商標）等の複数種類の圧
縮符号化方式が使用されている。
【０８２２】
一方、データ提供サーバ１１０１は、取扱店に設置され、当該取扱店が販売会社の取り扱
う多数のパッケージメディアの一部を販売及びレンタル用に購入したとき、これに応じて
当該購入したパッケージメディアに対応するパッケージ付随情報を表すパッケージ付随デ
ータがコンテンツサーバ１１０２から提供され、当該提供されたパッケージ付随データを
受信部１１１１によって受信してデータ更新検索部１１１２に取り込む。
【０８２３】
これに加えて、このときデータ提供サーバ１１０１は、コンテンツサーバ１１０２からコ
ンテンツデータベース１１１０に記憶されている多数の圧縮コンテンツデータのうち一部
の圧縮コンテンツデータが対応するコンテンツ付随情報を表すコンテンツ付随データと共
に提供され、当該提供された圧縮コンテンツデータ及びコンテンツ付随情報データを受信
部１１１１によって受信してデータ更新検索部１１１２に取り込む。
【０８２４】
そして、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、パッケージ付
随データに基づくパッケージ付随情報をリスト化してパッケージデータテーブルを生成す
ると共に、コンテンツ付随データに基づくコンテンツ付随情報をリスト化してコンテンツ
データテーブルを生成し、当該生成したパッケージデータテーブル及びコンテンツデータ
テーブルをコンテンツデータベース１１１３に記憶する。
【０８２５】
また、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、コンテンツデー
タベース１１１３に圧縮コンテンツデータとコンテンツ識別情報とを対応付けて記憶する
。
【０８２６】
このようにしてデータ提供サーバ１１０１は、コンテンツサーバ１１０２から取得した圧
縮コンテンツデータを顧客に販売及びレンタルし得るようになされている。
【０８２７】
また、データ提供サーバ１１０１は、顧客からのあらゆるコンテンツデータの取得要求に
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応じるために、後述するように、コンテンツサーバ１１０２に記憶している圧縮コンテン
ツデータも顧客に販売及びレンタルし得ると共に、取扱店及び販売会社が取り扱っている
パッケージメディアに格納されているコンテンツデータについても圧縮コンテンツデータ
として顧客に販売及びレンタルし得るようになされている。
【０８２８】
実際上、データ提供サーバ１１０１は、顧客の操作したリクエスト端末１１０３から顧客
登録を要求する登録要求データが送信されると、これを受信部１１１１によって受信して
顧客更新検索部１１１４に取り込む。
【０８２９】
そして、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により登録要求データに
基づいて、顧客データベース１１１５から予め記憶している顧客登録画面データを読み出
すと共に、当該読み出した顧客登録画面データを送信部１１１６からリクエスト端末１１
０３に送信する。
【０８３０】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、リクエスト端末１１０３から顧客登録画面デー
タに基づく顧客登録画面上で入力された顧客の氏名、住所、連絡先等の顧客情報が顧客デ
ータとして送信されると、これを受信部１１１１によって受信して顧客更新検索部１１１
４に取り込む。
【０８３１】
これによりデータ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により、登録を要求し
ている顧客に対して顧客ＩＤを発行して顧客データに基づく顧客情報に付加し、当該顧客
ＩＤを付加した顧客情報を顧客登録情報として顧客データベース１１１５に記憶して顧客
を登録する。
【０８３２】
因みに、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により顧客を登録すると
、顧客ＩＤを含む登録終了データを生成して送信部１１１６からリクエスト端末１１０３
に送信することにより顧客に顧客登録の終了と顧客ＩＤとを通知する。
【０８３３】
また、データ提供サーバ１１０１は、リクエスト端末１１０３からコンテンツデータの取
得を要求する取得要求データ（顧客ＩＤを含む）が送信されると、これを受信部１１１１
によって受信して顧客更新検索部１１１４に取り込む。
【０８３４】
この際、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により取得要求データ（
すなわち、顧客ＩＤ）に基づいて顧客データベース１１１５内の顧客登録情報を検索し、
コンテンツデータの取得を要求した顧客が、顧客登録された正規の顧客であるか否かを検
出する。
【０８３５】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により、コンテンツデ
ータの取得を要求した顧客が正規の顧客ではないことを検出すると、顧客からのコンテン
ツデータの取得要求の受付を中断し、送信部１１１６からリクエスト端末１１０３を介し
て顧客に取得要求の受付の中断を通知すると共に顧客登録を促す。
【０８３６】
これに対して、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により、コンテン
ツデータの取得を要求した顧客が正規の顧客であることを検出すると、取得要求データを
データ更新検索部１１１２に送出する。
【０８３７】
この場合、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により取得要求デー
タに基づいて、コンテンツデータベース１１１３から予め記憶しているコンテンツ選択画
面データを読み出すと共に、当該読み出したコンテンツ選択画面データを送信部１１１６
からリクエスト端末１１０３に送信する。
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【０８３８】
因みに、データ提供サーバ１１０１は、コンテンツ選択画面データに基づくコンテンツ選
択画面によりコンテンツサーバ１１０２に記憶している全ての圧縮コンテンツデータと、
販売会社の取り扱っている全てのパッケージメディアに格納されているコンテンツデータ
とを取得対象のコンテンツデータとして選択させ得るようになされている。
【０８３９】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、リクエスト端末１１０３からコンテンツ選択画
面データに基づくコンテンツ選択画面上で、所望のコンテンツデータ（以下、これを指定
コンテンツデータと呼ぶ）の購入及びレンタルの有無や当該指定コンテンツデータのタイ
トル等を表すコンテンツ指定情報と、指定コンテンツデータを圧縮コンテンツデータとし
て記録するための携帯型専用端末１１０４に対する購入及びレンタルの有無や当該指定コ
ンテンツデータの圧縮符号化に使用する顧客希望の特定の圧縮符号化方式（以下、これを
特定圧縮符号化方式と呼ぶ）等を表す端末指定情報とが顧客ＩＤと共に予約情報として入
力されることにより当該予約情報を表す予約データが送信されると、これを受信部１１１
１によって受信して顧客更新検索部１１１４に取り込む。
【０８４０】
この際、取扱店には、上述した複数種類の圧縮符号化方式に対応する復号化方式を適用し
た複数種類の携帯型専用端末（図示せず）が販売及びレンタル用に用意されている。
【０８４１】
従って、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により予約データに含ま
れる特定圧縮符号化方式に対応する特定の復号化方式（以下、これを特定復号化方式と呼
ぶ）が適用され、顧客に販売及びレンタルする携帯型専用端末を選定し、当該選定した携
帯型専用端末に予め記録されている当該携帯型専用端末固有の端末識別情報と、その特定
圧縮符号化方式とを顧客データベース１１１５内の顧客登録情報に追加して当該顧客登録
情報を更新する。
【０８４２】
このようにしてデータ提供サーバ１１０１は、顧客に販売及びレンタルする携帯型専用端
末を用意することができると共に、顧客の携帯型専用端末を顧客登録情報（端末識別情報
）によって識別し得るようになされている。
【０８４３】
そして、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４から予約データと、指定
コンテンツデータ及び携帯型専用端末１１０４の取得を要求した顧客の顧客ＩＤとをデー
タ更新検索部１１１２に送出する。
【０８４４】
この際、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により予約データに基
づいて、コンテンツデータベース１１１３内のコンテンツデータテーブルのコンテンツ付
随情報を検索することにより指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮符号化し
て生成された圧縮コンテンツデータ（以下、これを圧縮指定コンテンツデータと呼ぶ）を
コンテンツデータベース１１１３に記憶しているか否かを検出する。
【０８４５】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、圧縮指定コ
ンテンツデータをコンテンツデータベース１１１３に記憶していることを検出すると、当
該コンテンツデータベース１１１３からその圧縮指定コンテンツデータを読み出す。
【０８４６】
このとき、データ提供サーバ１１０１は、顧客への販売及びレンタル用に用意した（すな
わち、顧客に引き渡す前の）携帯型専用端末が直接ケーブル等を介して図示しない専用端
子に接続されている。
【０８４７】
これによりデータ提供サーバ１１０１は、コンテンツデータベース１１１３から読み出し
た圧縮指定コンテンツデータを顧客ＩＤと共に専用端子からケーブル等を介して携帯型専
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用端末に送出して記録する。
【０８４８】
また、データ提供サーバ１１０１は、事前予約を受け付けた場合、データ更新検索部１１
１２により、圧縮指定コンテンツデータをコンテンツデータベース１１１３に記憶してい
ないことを検出すると、引き続きデータ更新検索部１１１２により予約データに基づいて
コンテンツデータベース１１１３内のパッケージデータテーブルのパッケージ付随情報を
検索する。
【０８４９】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、圧縮指定コ
ンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータの格納されたパッケージメディア
が取扱店で取り扱われていることを検出すると、当該指定コンテンツデータが格納された
パッケージメディア（すなわち、パッケージ識別情報）とその指定コンテンツデータ（す
なわち、コンテンツ識別情報）とをチェンジャー構成の再生部１１１７に通知すると共に
、指定コンテンツデータのコンテンツ識別情報と特定圧縮符号化方式とを各種圧縮符号化
方式に対応する圧縮部１１１８に通知する。
【０８５０】
この場合、データ提供サーバ１１０１は、再生部１１１７により、取扱店で販売及びレン
タル用に取り扱われている多数のパッケージメディアのうち指定コンテンツデータが格納
されたパッケージメディアを選択すると共に、当該選択したパッケージメディアからその
指定コンテンツデータを再生し、当該再生した指定コンテンツデータを圧縮部１１１８に
送出する。
【０８５１】
そして、データ提供サーバ１１０１は、圧縮部１１１８により、再生部１１１７から与え
られた指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮符号化し、得られた圧縮指定コ
ンテンツデータをコンテンツ識別情報と対応付けてコンテンツデータベース１１１３に記
憶する。
【０８５２】
これによりデータ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、コンテンツ
データベース１１１３に記憶した圧縮指定コンテンツデータに対応するパッケージ付随情
報に基づいて新たなコンテンツ付随情報を生成し、当該生成したコンテンツ付随情報をコ
ンテンツデータベース１１１３内のコンテンツデータテーブルに追加して当該コンテンツ
データテーブルを更新する。
【０８５３】
そして、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、コンテンツデ
ータベース１１１３から新たに記憶した圧縮指定コンテンツデータを読み出すと共に、当
該読み出した圧縮指定コンテンツデータを顧客ＩＤと共に、顧客に引き渡す前の携帯型専
用端末に記録する。
【０８５４】
さらに、データ提供サーバ１１０１は、事前予約を受け付けた場合、圧縮指定コンテンツ
データをコンテンツデータベース１１１３に記憶していないことによりデータ更新検索部
１１１２により予約データに基づいてコンテンツデータベース１１１３内のパッケージデ
ータテーブルのパッケージ付随情報を検索した結果、指定コンテンツデータの格納された
パッケージメディアが取扱店で取り扱われていないことを検出すると、図６４に示すコン
テンツ要求データＤ５０を生成し、当該生成したコンテンツ要求データＤ５０を送信部１
１１６からコンテンツサーバ１１０２に送信する。
【０８５５】
ここで、コンテンツ要求データＤ５０には、圧縮指定コンテンツデータに対応するアーテ
ィスト名、タイトル（曲名）、制作会社（レコード会社）及び特定圧縮符号化方式（例え
ばＡＴＲＡＣ３（商標））等を表すコンテンツ指定情報が格納されている。
【０８５６】
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データ提供サーバ１１０１は、コンテンツサーバ１１０２にコンテンツ要求データＤ５０
を送信した結果、当該コンテンツサーバ１１０２から、図６４に示すように、圧縮指定コ
ンテンツデータＤ５１が対応するコンテンツ付随データＤ５２と共に送信されると、当該
圧縮指定コンテンツデータＤ５１及びコンテンツ付随データＤ５２を受信部１１１１によ
って受信してデータ更新検索部１１１２に取り込む。
【０８５７】
これによりデータ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、コンテンツ
付随データＤ５２に基づくコンテンツ付随情報をコンテンツデータベース１１１３内のコ
ンテンツデータテーブルに追加して当該コンテンツデータテーブルを更新し、かつ圧縮指
定コンテンツデータＤ５１をコンテンツ識別情報と対応付けてコンテンツデータベース１
１１３に記憶する。
【０８５８】
そして、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、コンテンツサ
ーバ１１０２から取得した圧縮指定コンテンツデータＤ５１を顧客ＩＤと共に、顧客に引
き渡す前の携帯型専用端末に記録する。
【０８５９】
このようにしてデータ提供サーバ１１０１は、顧客からリクエスト端末１１０３を利用し
て要求された指定コンテンツデータ及び携帯型専用端末１１０４に対する購入及びレンタ
ルの事前予約を受け付け、当該指定コンテンツデータを圧縮指定コンテンツデータとして
記録した携帯型専用端末１１０４を用意し、例えば、顧客が取扱店に来店したときにその
携帯型専用端末１１０４を引き渡して販売及びレンタルし得るようになされている。
【０８６０】
そして、データ提供サーバ１１０１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端末１１
０４から所望のコンテンツデータの取得（購入及びレンタル）を要求する取得要求データ
（事前に記録された顧客の顧客ＩＤ及び端末識別情報を含む）が送信されると、これを受
信部１１１１によって受信して顧客更新検索部１１１４に取り込む。
【０８６１】
この際、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により取得要求データ（
すなわち、顧客ＩＤ）に基づいて顧客データベース１１１５内の顧客登録情報を検索し、
指定コンテンツデータの取得（購入及びレンタル）を要求した顧客が、顧客登録された正
規の顧客であるか否かを検出する。
【０８６２】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により、指定コンテン
ツデータの取得を要求した顧客が正規の顧客であることを検出すると、引き続き顧客更新
検索部１１１４によりコンテンツデータベース１１１３内のその顧客の顧客登録情報に含
まれる端末識別情報と、取得要求データに含まれる端末識別情報とを比較することにより
、当該顧客が取扱店から購入及びレンタルした正規の携帯型専用端末１１０４を使用して
いるか否かを検出する。
【０８６３】
そして、データ提供サーバ１１０１は、指定コンテンツデータの取得を要求した正規の顧
客が正規の携帯型専用端末１１０４を使用していることを検出すると、取得要求データを
データ更新検索部１１１２に送出する。
【０８６４】
このとき、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により取得要求デー
タに基づいてコンテンツデータベース１１１３からコンテンツ選択画面データを読み出す
と共に、当該読み出したコンテンツ選択画面データを送信部１１１６から顧客の携帯型専
用端末１１０４に送信する。
【０８６５】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、携帯型専用端末１１０４からコンテンツ選択画
面データに基づくコンテンツ選択画面上で指定コンテンツデータに対する指定情報が入力
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されることにより当該指定情報を表す図６５に示すコンテンツ指定データＤ５３が送信さ
れると、これを受信部１１１１によって受信して顧客更新検索部１１１４に取り込む。
【０８６６】
因みに、コンテンツ指定データＤ５３は、指定情報として、顧客の氏名、顧客ＩＤ、顧客
の使用する携帯型専用端末１１０４の端末識別情報、パスワード、指定コンテンツデータ
の種類、ジャンル、アーティスト、タイトル（曲名）及び制作会社（レコード会社）の情
報が格納されている。
【０８６７】
この際、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４によりコンテンツ指定デ
ータＤ５３に含まれる顧客ＩＤに基づいて顧客データベース１１１５内の顧客（すなわち
、指定コンテンツデータの購入及びレンタルを要求した顧客）の顧客登録情報を特定する
。
【０８６８】
そして、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により、顧客データベー
ス１１１５からその特定した顧客登録情報内で、コンテンツ指定データＤ５３に格納され
た端末識別情報に対応付けている特定圧縮符号化方式の情報（すなわち、顧客の使用して
いる携帯型専用端末１１０４に適用された特定復号化方式に対応する圧縮符号化方式の情
報）を読み出し、当該読み出した特定圧縮符号化方式の情報をコンテンツ指定データＤ５
３に付加してデータ更新検索部１１１２に送出する。
【０８６９】
これによりデータ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により特定圧縮符号
化方式の情報及びコンテンツ指定データＤ５３に基づいて、コンテンツデータベース１１
１３内のコンテンツデータテーブルのコンテンツ付随情報を検索し、圧縮指定コンテンツ
データをコンテンツデータベース１１１３に記憶しているか否かを検出する。
【０８７０】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、圧縮指定コ
ンテンツデータをコンテンツデータベース１１１３に記憶していることを検出すると、当
該コンテンツデータベース１１１３からその圧縮指定コンテンツデータＤ５１を読み出す
と共に、当該読み出した圧縮指定コンテンツデータＤ５１を送信部１１１６から携帯型専
用端末１１０４に送信して記録する。
【０８７１】
これに対して、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、圧縮指
定コンテンツデータＤ５１をコンテンツデータベース１１１３に記憶していないことを検
出したときには、引き続きデータ更新検索部１１１２により特定圧縮符号化方式の情報及
びコンテンツ指定データＤ５３に基づいてコンテンツデータベース１１１３内のパッケー
ジデータテーブルのパッケージ付随情報を検索する。
【０８７２】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、圧縮指定コ
ンテンツデータＤ５１の原データとなる指定コンテンツデータの格納されたパッケージメ
ディアが取扱店で取り扱われていることを検出すると、当該指定コンテンツデータが格納
されたパッケージメディア（すなわち、パッケージ識別情報）とその指定コンテンツデー
タ（すなわち、コンテンツ識別情報）とを再生部１１１７に通知すると共に、当該指定コ
ンテンツデータのコンテンツ識別情報と特定圧縮符号化方式とを圧縮部１１１８に通知す
る。
【０８７３】
そして、データ提供サーバ１１０１は、再生部１１１７により、取扱店で販売及びレンタ
ル用に取り扱われている多数のパッケージメディアのうち指定コンテンツデータが格納さ
れたパッケージメディアを選択してその指定コンテンツデータを再生し、圧縮部１１１８
において、その指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮符号化し、得られた圧
縮指定コンテンツデータをコンテンツ識別情報と対応付けてコンテンツデータベース１１
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１３に記憶する。
【０８７４】
これによりデータ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、コンテンツ
データベース１１１３に記憶した圧縮指定コンテンツデータに対応するパッケージ付随情
報に基づいて新たなコンテンツ付随情報を生成し、当該生成したコンテンツ付随情報をコ
ンテンツデータベース１１１３内のコンテンツデータテーブルに追加して当該コンテンツ
データテーブルを更新する。
【０８７５】
そして、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、コンテンツデ
ータベース１１１３から新たに記憶した圧縮指定コンテンツデータを読み出すと共に、当
該読み出した圧縮指定コンテンツデータを送信部１１１６から携帯型専用端末１１０４に
送信して記録する。
【０８７６】
また、データ提供サーバ１１０１は、圧縮指定コンテンツデータをコンテンツデータベー
ス１１１３に記憶していないことによりデータ更新検索部１１１２により予約データに基
づいてコンテンツデータベース１１１３内のパッケージデータテーブルのパッケージ付随
情報を検索した結果、指定コンテンツデータが格納されたパッケージメディアが取扱店で
取り扱われていないことを検出したときには、図６５に示すように、コンテンツ要求デー
タＤ５０を生成し、当該生成したコンテンツ要求データＤ５０を送信部１１１６からコン
テンツサーバ１１０２に送信する。
【０８７７】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、コンテンツサーバ１１０２から、圧縮指定コン
テンツデータＤ５１が対応するコンテンツ付随データＤ５２と共に送信されると、当該圧
縮指定コンテンツデータＤ５１及びコンテンツ付随データＤ５２を受信部１１１１によっ
て受信してデータ更新検索部１１１２に取り込む。
【０８７８】
これによりデータ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、コンテンツ
付随データＤ５２に基づくコンテンツ付随情報をコンテンツデータベース１１１３内のコ
ンテンツデータテーブルに追加して当該コンテンツデータテーブルを更新し、かつ圧縮指
定コンテンツデータＤ５１をコンテンツ識別情報と対応付けてコンテンツデータベース１
１１３に記憶する。
【０８７９】
そして、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２によりそのコンテンツ
サーバ１１０２から取得した圧縮指定コンテンツデータＤ５１を送信部１１１６から携帯
型専用端末１１０４に送信して記録する。
【０８８０】
このようにしてデータ提供サーバ１１０１は、顧客に販売及びレンタルした携帯型専用端
末１１０４にインターネットを介して圧縮指定コンテンツデータを送信し、かくして顧客
に携帯型専用端末１１０４を利用させて圧縮指定コンテンツデータを購入及びレンタルさ
せ得るようになされている。
【０８８１】
因みに、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により、指定コンテンツ
データの取得を要求した顧客が正規の顧客であるか否かを検出した結果、当該顧客が正規
の顧客ではないことを検出すると、指定コンテンツデータの取得要求の受付を中断し、顧
客が取得要求データの送信に使用した携帯型専用端末（例えば不当に取得した携帯型専用
端末）やパーソナルコンピュータ等の通信機器に送信部１１１６から取得要求の受付の中
断を通知する。
【０８８２】
また、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４により、指定コンテンツデ
ータの取得を要求した顧客が顧客登録した正規の顧客ではあるものの、端末識別情報に基
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づいて、正規の携帯型専用端末１１０４とは異なる他のパーソナルコンピュータ等の通信
機器を使用していることを検出すると、顧客からの指定コンテンツデータの取得要求の受
付を中断し、送信部１１１６からその通信機器に取得要求の受付の中断を通知する。
【０８８３】
ところで、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、定期的にコ
ンテンツデータベース１１１３内のコンテンツデータベースを検索することにより、顧客
からの取得要求に応じて当該コンテンツデータベース１１１３に新たに記憶した圧縮指定
コンテンツデータＤ５１に対して、最も多く使用された圧縮符号化方式（以下、これを最
多使用圧縮符号化方式と呼ぶ）を検出する。
【０８８４】
そして、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、最多使用圧縮
符号化方式の使用回数を、予め設定された所定の閾値と比較する。
【０８８５】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、最多使用圧
縮符号化方式の使用回数が閾値よりも多ければ、その時点ではデータ提供サーバ１１０１
を指定コンテンツデータの取得に利用している顧客の間で最多使用圧縮符号化方式の使用
が主流になっており、指定コンテンツデータの取得の際に最多使用圧縮符号化方式の指定
される可能性が格段的に高いと判断する。
【０８８６】
従って、データ提供サーバ１１０１は、最多使用圧縮符号化方式の使用回数が閾値よりも
多いときには、データ更新検索部１１１２により、コンテンツデータベース１１１３に記
憶している全ての圧縮コンテンツデータのうち最多使用圧縮符号化方式で圧縮符号化され
ていない圧縮コンテンツデータを検出する。
【０８８７】
そして、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２により、その検出した
圧縮コンテンツデータの原データとなるコンテンツデータを、取扱店で取り扱われている
パッケージメディア及びコンテンツサーバ１１０２を利用して最多使用圧縮符号化方式で
圧縮符号化し、得られた圧縮コンテンツデータをコンテンツデータベース１１１３に追加
で記憶する。
【０８８８】
これによりデータ提供サーバ１１０１は、顧客から指定コンテンツデータの取得が要求さ
れたときに当該指定コンテンツデータに対する特定圧縮符号化方式として最多使用圧縮符
号化方式が指定されても、当該最多使用圧縮符号化方式で圧縮符号化した圧縮指定コンテ
ンツデータＤ５１を事前に用意しておく分、その圧縮指定コンテンツデータＤ５１を迅速
に提供し得るようになされている。
【０８８９】
一方、コンテンツサーバ１１０２は、データ提供サーバ１１０１から送信されたコンテン
ツ要求データＤ５０（図６４及び図６５）を受信部１１２０によって受信してデータ更新
検索部１１２１に取り込む。
【０８９０】
この場合、コンテンツサーバ１１０２は、データ更新検索部１１２１により、コンテンツ
要求デーＤ５０に基づいて、コンテンツデータベース１１１０内のコンテンツデータテー
ブルのコンテンツ付随情報を検索し、圧縮指定コンテンツデータＤ５１をコンテンツデー
タベース１１１０に記憶しているか否かを検出する。
【０８９１】
この結果、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１２１により、圧縮指定コ
ンテンツデータＤ５１をコンテンツデータベース１１１０に記憶していることを検出する
と、当該コンテンツデータベース１１１０からその圧縮指定コンテンツデータＤ５１と、
これに対応するコンテンツ付随データＤ５２とを読み出し、当該読み出した圧縮指定コン
テンツデータＤ５１及びコンテンツ付随データＤ５２を送信部１１２２からデータ提供サ
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ーバ１１０１に送信する。
【０８９２】
これに対して、コンテンツサーバ１１０２は、データ更新検索部１１２１により、圧縮指
定コンテンツデータＤ５１をコンテンツデータベース１１１０に記憶していないことを検
出したとき（すなわち、圧縮指定コンテンツデータＤ５１を全く記憶していないときや、
指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式とは異なる圧縮符号化方式で圧縮符号化して
記憶しているとき）には、引き続きデータ更新検索部１１２１によりコンテンツ要求デー
タＤ５０に基づいてコンテンツデータベース１１１０内のパッケージデータテーブルのパ
ッケージ付随情報を検索する。
【０８９３】
この結果、コンテンツサーバ１１０２は、データ更新検索部１１２１により、圧縮指定コ
ンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータの格納されたパッケージメディア
を検出し、当該検出したパッケージメディア（すなわち、パッケージ識別情報）とその指
定コンテンツデータ（すなわち、コンテンツ識別情報）とをチェンジャー構成の再生部１
１２３に通知すると共に、当該指定コンテンツデータのコンテンツ識別情報と特定圧縮符
号化方式とを各種圧縮符号化方式に対応する圧縮部１１２４に通知する。
【０８９４】
そして、コンテンツサーバ１１０２は、再生部１１２３により、販売会社で取り扱われて
いる多数のパッケージメディアのうち指定コンテンツデータが格納されたパッケージメデ
ィアを選択すると共に、当該選択したパッケージメディアからその指定コンテンツデータ
を再生し、当該再生した指定コンテンツデータを圧縮部１１２４に送出する。
【０８９５】
また、コンテンツサーバ１１０２は、圧縮部１１２４により、再生部１１２３から与えら
れた指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮符号化し、得られた圧縮指定コン
テンツデータＤ５１をコンテンツ識別情報と対応付けてコンテンツデータベース１１１０
に記憶する。
【０８９６】
これによりコンテンツサーバ１１０２は、データ更新検索部１１２１により、コンテンツ
データベース１１１０から新たに記憶した圧縮指定コンテンツデータＤ５１を読み出すと
共に、当該読み出した圧縮指定コンテンツデータＤ５１に対応するパッケージ付随情報に
基づいて新たなコンテンツ付随情報を生成し、当該生成したコンテンツ付随情報を表すコ
ンテンツ付随情報データＤ５２と、その読み出した圧縮指定コンテンツデータＤ５１とを
送信部１１２２からデータ提供サーバ１１０１に送信する。
【０８９７】
因みに、コンテンツサーバ１１０２は、このときデータ更新検索部１１２１により、新た
に生成したコンテンツ付随情報をコンテンツデータベース１１１０内のコンテンツデータ
テーブルに追加して当該コンテンツデータテーブルを更新する。
【０８９８】
ところで、コンテンツサーバ１１０２は、データ提供サーバ１１０１と同様にデータ更新
検索部１１２１により、定期的にコンテンツデータベース１１１０内のコンテンツデータ
ベースを検索することにより、データ提供サーバ１１０１からの要求に応じて当該コンテ
ンツデータベース１１１０に新たに記憶した圧縮指定コンテンツデータＤ５１に対する最
多使用圧縮符号化方式を検出する。
【０８９９】
そして、コンテンツサーバ１１０２は、データ更新検索部１１２１により、最多使用圧縮
符号化方式の使用回数を、予め設定された所定の閾値と比較し、当該最多使用圧縮符号化
方式の使用回数が閾値よりも多ければ、その時点ではデータ提供サーバ１１０１を指定コ
ンテンツデータの取得に利用している顧客の間で最多使用圧縮符号化方式の使用が主流に
なっており、指定コンテンツデータの取得の際に最多使用圧縮符号化方式の指定される可
能性が格段的に高いと判断する。
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【０９００】
従って、コンテンツサーバ１１０２は、最多使用圧縮符号化方式の使用回数が閾値よりも
多いときには、データ更新検索部１１２１により、コンテンツデータベース１１１０に記
憶している全ての圧縮コンテンツデータのうち最多使用圧縮符号化方式で圧縮符号化され
ていない圧縮コンテンツデータを検出する。
【０９０１】
そして、コンテンツサーバ１１０２は、その検出した圧縮コンテンツデータの原データと
なるコンテンツデータを、販売会社で取り扱われているパッケージメディアから再生して
最多使用圧縮符号化方式で圧縮符号化し、得られた圧縮コンテンツデータをコンテンツデ
ータベース１１１０に追加で記憶する。
【０９０２】
これによりコンテンツサーバ１１０２は、データ提供サーバ１１０１から指定コンテンツ
データの取得が要求されたときに当該指定コンテンツデータに対する特定圧縮符号化方式
として最多使用圧縮符号化方式が指定されても、最多使用圧縮符号化方式で圧縮符号化し
た圧縮指定コンテンツデータＤ５１を事前に用意しておく分、その圧縮指定コンテンツデ
ータＤ５１をデータ提供サーバ１１０１に迅速に提供し得るようになされている。
【０９０３】
また、リクエスト端末１１０３は、顧客により操作部１１３０を介して顧客の登録要求が
入力されると、要求データ生成部１１３１により登録要求を表す登録要求データを生成し
、当該生成した登録要求データを送信部１１３２からデータ提供サーバ１１０１に送信す
る。
【０９０４】
この結果、リクエスト端末１１０３は、データ提供サーバ１１０１から送信された顧客登
録画面データを受信部１１３３によって受信すると、当該受信した顧客登録画面データを
表示制御部１１３４から表示部１１３５に送出することにより当該表示部１１３５にその
顧客登録画面データに基づく顧客登録画面を表示する。
【０９０５】
そして、リクエスト端末１１０３は、顧客による操作部１１３０の操作に応じて顧客登録
画面上で顧客情報が入力されると、要求データ生成部１１３１により顧客情報データを生
成して送信部１１３２からデータ提供サーバ１１０１に送信し、かくしてデータ提供サー
バ１１０１に顧客登録を実行させる。
【０９０６】
因みに、リクエスト端末１１０３は、データ提供サーバ１１０１から顧客登録の結果、登
録終了データが送信されると、これを受信部１１３３によって受信した後、表示制御部１
１３４を介して表示部１１３５に送出することにより当該表示部１１３５を介して顧客に
顧客登録の終了と顧客ＩＤとを知らせる。
【０９０７】
また、リクエスト端末１１０３は、顧客により操作部１１３０を介してコンテンツデータ
の取得要求が入力されると、要求データ生成部１１３１によりその取得要求を表す取得要
求データ（顧客の顧客ＩＤを含む）を生成し、当該生成した取得要求データを送信部１１
３２からデータ提供サーバ１１０１に送信する。
【０９０８】
この結果、リクエスト端末１１０３は、データ提供サーバ１１０１から送信されたコンテ
ンツ選択画面データを受信部１１３３によって受信すると、当該受信したコンテンツ選択
画面データを表示制御部１１３４から表示部１１３５に送出することにより当該表示部１
１３５にコンテンツ選択画面データに基づくコンテンツ選択画面を表示する。
【０９０９】
そして、リクエスト端末１１０３は、顧客による操作部１１３０の操作に応じてコンテン
ツ選択画面上で予約情報が入力されると、要求データ生成部１１３１により予約データを
生成して送信部１１３２からデータ提供サーバ１１０１に送信することにより顧客による
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指定コンテンツデータ及び携帯型専用端末１１０４に対する購入及びレンタルの予約を終
了する。
【０９１０】
因みに、リクエスト端末１１０３は、取得要求データをコンテンツ提供サーバ１１０１に
送信した結果、顧客が正規の顧客ではないために取得要求の受付の中断が通知されると、
その通知を受信部１１３３によって受信した後、表示制御部１１３４を介して表示部１１
３５に送出することにより当該表示部１１３５を介して顧客に取得要求の受付が中断され
たことを知らせると共に、顧客に顧客登録の実施を促す。
【０９１１】
さらに、圧縮指定コンテンツデータが内部の記録媒体１１４０に記録された状態で顧客に
販売及びレンタルされた携帯型専用端末１１０４は、操作部１１４１を介して再生命令が
入力されると、再生制御部１１４２により記録媒体１１４０から予め顧客の購入及びレン
タルした圧縮指定コンテンツデータを再生し、当該再生した圧縮指定コンテンツデータを
復号部１１４３に送出する。
【０９１２】
そして、携帯型専用端末１１０４は、復号部１１４３により、その圧縮指定コンテンツデ
ータを復号化し、得られた指定コンテンツデータを、表示制御部、表示部及びスピーカ等
からなる再生部１１４４に送出することにより顧客に指定コンテンツデータに基づくコン
テンツを楽しませることができるようになされている。
【０９１３】
また、携帯型専用端末１１０４は、顧客により操作部１１４１を介してコンテンツデータ
の取得要求が入力されると、要求データ生成部１１４５によりその取得要求を表し、かつ
予め例えば記録媒体１１４０に記録された顧客の顧客ＩＤ及び端末識別情報を含む取得要
求データを生成し、当該生成した取得要求データを送信部１１４６からデータ提供サーバ
１１０１に送信する。
【０９１４】
この結果、携帯型専用端末１１０４は、データ提供サーバ１１０１から送信されたコンテ
ンツ選択画面データを受信部１１４７によって受信すると、当該受信したコンテンツ選択
画面データを再生部１１４４に送出することによりコンテンツ選択画面データに基づくコ
ンテンツ選択画面を表示する。
【０９１５】
そして、携帯型専用端末１１０４は、操作部１１４１の操作に応じてコンテンツ選択画面
上で指定コンテンツデータの指定情報が入力されると、要求データ生成部１１４５により
その指定情報を表し、かつ予め例えば記録媒体１１４０に記録された顧客ＩＤ及び端末識
別情報を含むコンテンツ指定データＤ５３を生成し、当該生成したコンテンツ指定データ
Ｄ５３を送信部１１４６からデータ提供サーバ１１０１に送信する。
【０９１６】
この結果、携帯型専用端末１１０４は、データ提供サーバ１１０１から送信された圧縮指
定コンテンツデータＤ５１を受信部３４６によって受信すると、当該受信した圧縮指定コ
ンテンツデータＤ５１を記録制御部１１４８により記録媒体１１４０に記録する。
【０９１７】
これによりデータ提供サーバ１１０４は、この後、操作部１１４１の操作に応じて再生制
御部１１４２により記録媒体１１４０からその新たに取得した（すなわち、購入及びレン
タルした）圧縮指定コンテンツデータを上述と同様にして再生することができる。
【０９１８】
ここで、データ提供システム１１００におけるデータ提供サーバ１１０１と、コンテンツ
サーバ１１０２と、携帯型専用端末１１０４とによるコンテンツ提供取得処理手順につい
てまとめると、図６６（Ａ）及び図６７（Ａ）に示すように、まず携帯型専用端末１１０
４は、ルーチンＲＴ５０の開始ステップから入ってステップＳＰ６０１に移る。
【０９１９】
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ステップＳＰ６０１において、携帯型専用端末１１０４は、操作部１１４１を介して取得
要求が入力されることを待ち受け、当該取得要求が入力されると、ステップＳＰ６０２に
移る。
【０９２０】
ステップＳＰ６０２において、携帯型専用端末１１０４は、要求データ生成部１１４５に
より取得要求データを生成して送信部１１４６からデータ提供サーバ１１０１に送信し、
ステップＳＰ６０３に移る。
【０９２１】
このとき、図６６（Ｂ）及び図６７（Ｂ）に示すように、データ提供サーバ１１０１は、
ルーチンＲＴ５１に開始ステップから入ってステップＳＰ６２１に移り、当該ステップＳ
Ｐ６２１において、携帯型専用端末１１０４から取得要求データが送信されることを待ち
受けている。
【０９２２】
そして、ステップＳＰ６２１において、データ提供サーバ１１０１は、携帯型専用端末１
１０４から送信された取得要求データを受信部１１１１によって受信すると、ステップＳ
Ｐ６２２に移る。
【０９２３】
ステップＳＰ６２２において、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４に
より、取得要求データに含まれる端末識別情報が取扱店から顧客に販売及びレンタルした
正規の携帯型専用端末１１０４固有の端末識別情報であるか否かを判断する。
【０９２４】
このステップＳＰ６２２において肯定結果を得ることは、顧客が取扱店から購入及びレン
タルした正規の携帯型専用端末１１０４を使用して指定コンテンツデータの取得を要求し
ている（すなわち、取得要求データを送信している）ことを意味し、このときデータ提供
サーバ１１０１は、ステップＳＰ６２３に移る。
【０９２５】
ステップＳＰ６２３において、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２
により、取得要求データに応じてコンテンツデータベース１１１３からコンテンツ選択画
面データを読み出し、当該読み出したコンテンツ選択画面データを送信部１１１６から携
帯型専用端末１１０４に送信してステップＳＰ６２４に移る。
【０９２６】
このとき、ステップＳＰ６０３において、携帯型専用端末１１０４は、データ提供サーバ
１１０１からコンテンツ選択画面データが送信されることを待ち受けており、当該コンテ
ンツ選択画面データを受信部１１４７によって受信すると、そのコンテンツ選択画面デー
タを再生部１１４４に送出することによりコンテンツ選択画面を表示してステップＳＰ６
０４に移る。
【０９２７】
ステップＳＰ６０４において、携帯型専用端末１１０４は、操作部１１４１の操作に応じ
てコンテンツ選択画面上で指定コンテンツデータを指定するための指定情報が入力される
ことを待ち受け、当該指定情報が入力されると、ステップＳＰ６０５に移る。
【０９２８】
ステップＳＰ６０５において、携帯型専用端末１１０４は、要求データ生成部１１４５に
よりコンテンツ指定データＤ５３を生成し、当該生成したコンテンツ指定データＤ５３を
送信部１１４６からデータ提供サーバ１１０１に送信してステップＳＰ６０６に移る。
【０９２９】
このとき、ステップＳＰ６２４において、データ提供サーバ１１０１は携帯型専用端末１
１０４からコンテンツ指定データＤ５３が送信されることを待ち受けており、当該携帯型
専用端末１１０４から送信されたコンテンツ指定データＤ５３を受信すると、ステップＳ
Ｐ６２５に移る。
【０９３０】
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ステップＳＰ６２５において、データ提供サーバ１１０１は、顧客更新検索部１１１４に
よりコンテンツ指定データＤ５３に基づいて、顧客の使用している携帯型専用端末１１０
４の端末識別情報に対応する特定圧縮符号化方式を検出し、データ更新検索部１１１２に
よりその特定圧縮符号化方式の情報とコンテンツ指定データＤ５３とに基づいてコンテン
ツデータベース１１１３内を検索してステップＳＰ６２６に移る。
【０９３１】
ステップＳＰ６２６において、データ提供サーバ１１０１は、顧客からの指定コンテンツ
データの取得要求に応じて圧縮指定コンテンツデータＤ５１を取得する必要があるか否か
を判断する。
【０９３２】
このステップＳＰ６２６において、否定結果を得ることは、データ提供サーバ１１０１の
コンテンツデータベース１１１３に圧縮指定コンテンツデータＤ５１が記憶されているこ
とを意味し、又は当該コンテンツデータベース１１１３に圧縮指定コンテンツデータＤ５
１が記憶されていないものの、取扱店の取り扱っている多数のパッケージメディアの中に
圧縮指定コンテンツデータＤ５１の原データとなる指定コンテンツデータの格納されたパ
ッケージメディアが存在することを意味する。
【０９３３】
このとき、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２によりコンテンツデ
ータベース１１１３から圧縮指定コンテンツデータＤ５１を読み出し、又はデータ更新検
索部１１１２、再生部１１１７及び圧縮部１１１８によりパッケージメディアから指定コ
ンテンツデータを再生して特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより圧縮指定コン
テンツデータＤ５１を生成して、ステップＳＰ６２７に移る。
【０９３４】
これに対してステップＳＰ６２６において肯定結果を得ることは、データ提供サーバ１１
０１のコンテンツデータベース１１１３に圧縮指定コンテンツデータＤ５１が記憶されて
いないと共に、取扱店の取り扱っているパッケージメディアの中にも圧縮指定コンテンツ
データＤ５１の原データとなる指定コンテンツデータの格納されたパッケージメディアが
存在しないことを意味し、このときデータ提供サーバ１１０１は、ステップＳＰ６２８に
移る。
【０９３５】
ステップＳＰ６２８において、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２
によりコンテンツ指定データＤ５３に基づいてコンテンツ要求データＤ５０を生成し、当
該生成したコンテンツ要求データＤ５０を送信部１１１６からコンテンツサーバ１１０２
に送信してステップＳＰ６２９に移る。
【０９３６】
このとき、図６６（Ｃ）及び図６７（Ｃ）に示すように、コンテンツサーバ１１０２は、
ルーチンＲＴ５２に開始ステップから入ってステップＳＰ６４１に移り、当該ステップＳ
Ｐ６４１において、データ提供サーバ１１０１からコンテンツ要求データＤ５０が送信さ
れることを待ち受けている。
【０９３７】
そして、ステップＳＰ６４１において、コンテンツサーバ１１０２は、データ提供サーバ
１１０１から送信されたコンテンツ要求データＤ５０を受信部１１２０によって受信する
と、ステップＳＰ６４２に移る。
【０９３８】
ステップＳＰ６４２において、コンテンツサーバ１１０２は、データ更新検索部１１２１
によりコンテンツ要求データＤ５０に基づいてコンテンツデータベース１１１０内を検索
してステップＳＰ６４３に移る。
【０９３９】
ステップＳＰ６４３において、コンテンツサーバ１１０２は、データ提供サーバ１１０１
からの圧縮指定コンテンツデータＤ５１の取得要求に応じて当該圧縮指定コンテンツデー
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タＤ５１を生成する必要があるか否かを判断する。
【０９４０】
このステップＳＰ６４３において、否定結果を得ることは、コンテンツサーバ１１０２の
コンテンツデータベース１１１０に圧縮指定コンテンツデータＤ５１が記憶されているこ
とを意味し、このときコンテンツサーバ１１０２は、データ更新検索部１１２１によりコ
ンテンツ要求データＤ５０に基づいてコンテンツデータベース１１１０から圧縮指定コン
テンツデータＤ５１及び対応するコンテンツ付随情報データＤ５２を読み出して、ステッ
プＳＰ６４４に移る。
【０９４１】
これに対してステップＳＰ６４３において肯定結果を得ることは、コンテンツサーバ１１
０２のコンテンツデータベース１１１０に圧縮指定コンテンツデータＤ５１が記憶されて
いないことにより、販売会社の取り扱っているパッケージメディアを利用して圧縮指定コ
ンテンツデータＤ５１を生成する必要があることを意味し、このときコンテンツサーバ１
１０２は、ステップＳＰ６４５に移る。
【０９４２】
ステップＳＰ６４５において、コンテンツサーバ１１０２は、データ更新検索部１１２１
、再生部１１２３及び圧縮部１１２４により、パッケージメディアから指定コンテンツデ
ータを再生すると共に、当該再生した指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮
符号化することにより圧縮指定コンテンツデータＤ５１を生成して、ステップＳＰ６４６
に移る。
【０９４３】
ステップＳＰ６４６において、コンテンツサーバ１１０２は、圧縮指定コンテンツデータ
Ｄ５１の生成に利用したパッケージメディアのパッケージ付随情報に基づいて当該圧縮指
定コンテンツデータＤ５１に対応するコンテンツ付随情報を生成し、当該生成したコンテ
ンツ付随情報をコンテンツデータベース１１１０内のコンテンツデータテーブルに追加す
ることにより当該コンテンツデータテーブルを更新して、ステップＳＰ６４４に移る。
【０９４４】
ステップＳＰ６４４において、コンテンツサーバ１１０２は、ステップＳＰ６４３におい
てコンテンツデータベース１１１０から読み出した圧縮指定コンテンツデータＤ５１及び
コンテンツ付随情報データＤ５２、又はステップＳＰ６４５において生成した圧縮指定コ
ンテンツデータＤ５１をステップＳＰ６４６において生成したコンテンツ付随情報のコン
テンツ付随情報データＤ５２と共に送信部１１２２からデータ提供サーバ１１０１に送信
した後、ステップＳＰ６４７に移って当該コンテンツサーバ１１０２の処理を終了する。
【０９４５】
このとき、ステップＳＰ６２９において、データ提供サーバ１１０１は、コンテンツサー
バ１１０２から圧縮指定コンテンツデータＤ５１及びコンテンツ付随情報データＤ５２が
送信されることを待ち受けており、当該圧縮指定コンテンツデータＤ５１及びコンテンツ
付随情報データＤ５２を受信部１１１１によって受信すると、ステップＳＰ６３０に移る
。
【０９４６】
ステップＳＰ６３０において、データ提供サーバ１１０１は、データ更新検索部１１１２
によりコンテンツサーバ１１０２から取得した圧縮指定コンテンツデータＤ５１をコンテ
ンツデータベース１１１３に記憶すると共に、当該コンテンツサーバ１１０２から取得し
たコンテンツ付随情報データＤ５２に基づくコンテンツ付随情報をコンテンツデータベー
ス１１１３内のコンテンツデータテーブルに追加することにより当該コンテンツデータテ
ーブルを更新して、ステップＳＰ６２７に移る。
【０９４７】
ステップＳＰ６２７において、データ提供サーバ１１０１は、コンテンツ指定データＤ５
３に応じた圧縮指定コンテンツデータＤ５１を送信部１１１６から携帯型専用端末１１０
４に送信した後、ステップＳＰ２２８に移って当該データ提供サーバ１１０１の処理を終
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了する。
【０９４８】
因みに、上述したステップＳＰ６２２において、否定結果を得ることは、顧客が取扱店か
ら購入及びレンタルした正規の携帯型専用端末１１０４とは異なる他の通信機器を使用し
て指定コンテンツデータの取得を要求している（すなわち、取得要求データを送信してい
る）ことを意味し、このときデータ提供サーバ１１０１は、ステップＳＰ６３１に移る。
【０９４９】
ステップＳＰ６０６において、携帯型専用端末１１０４は、データ提供サーバ１１０１か
ら圧縮指定コンテンツデータＤ５１が送信されることを待ち受けており、当該圧縮指定コ
ンテンツデータＤ５１を受信部１１４７によって受信すると、ステップＳＰ６０７に移る
。
【０９５０】
ステップＳＰ６０７において、携帯型専用端末１１０４は、データ提供サーバ１１０１か
ら取得した圧縮指定コンテンツデータＤ５１を記録制御部１１４８により記録媒体１１４
０に記録した後、ステップＳＰ６０８に移って当該携帯型専用端末１１０４の処理を終了
する。かくしてデータ提供システム１１００はコンテンツ提供取得処理手順を全て終了す
る。
【０９５１】
このようにしてかかるデータ提供システム１１００は、携帯型専用端末１１０４に対して
、常に顧客の指定した特定圧縮符号化方式で圧縮符号化された圧縮指定コンテンツデータ
Ｄ５１を提供することができる。
【０９５２】
以上の構成において、このデータ提供システム１１００では、データ提供サーバ１１０１
に対して顧客登録した顧客に、所望の特定圧縮符号化方式に対応する特定復号化方式が適
用された携帯型専用端末１１０４を販売及びレンタルする。
【０９５３】
また、このデータ提供システム１１００では、データ提供サーバ１１０１のコンテンツデ
ータベース１１１３に多数の圧縮コンテンツデータと、これら個々の圧縮コンテンツデー
タの生成に使用された圧縮符号化方式及びコンテンツ識別情報等からなるコンテンツ付随
情報とを記憶すると共に、取扱店で取り扱っている個々のパッケージメディアに格納され
ているコンテンツデータを示すパッケージ付随情報を記憶している。
【０９５４】
さらに、このデータ提供システム１１００では、データ提供サーバ１１０１の顧客データ
ベース１１１５に顧客登録した顧客の顧客登録情報として、顧客に販売及びレンタルした
携帯型専用端末１１０４固有の端末識別情報及び当該端末識別情報に対応する顧客所望の
特定圧縮符号化方式の情報等を記憶している。
【０９５５】
　そして、このデータ提供システム１１００では、顧客の使用する携帯型専用端末１１０
４から所望の指定コンテンツデータと、当該携帯型専用端末１１０４固有の端末識別情報
等とを示すコンテンツ指定データＤ５３がデータ提供サーバ１１０１に送信されると、当
該データ提供サーバ１１０１がコンテンツ指定データＤ５３に基づいて顧客データベース
１１１５内の顧客登録情報を検索することにより端末識別情報に対応する特定圧縮符号化
方式を検出し、当該検出した特定圧縮符号化方式の情報とコンテンツ指定デー ５３に
格納されたコンテンツデータの指定情報とに基づいてコンテンツデータベース１１１３内
のコンテンツ付随情報を検索する。
【０９５６】
この結果、データ提供システム１１００では、データ提供サーバ１１０１がコンテンツデ
ータベース１１１３内に、顧客の指定した指定コンテンツデータを圧縮指定コンテンツデ
ータＤ５１として記憶していることを検出すると、当該コンテンツデータベース１１１３
からその圧縮指定コンテンツデータＤ５１を読み出すと共に、当該読み出した圧縮指定コ
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ンテンツデータＤ５１を携帯型専用端末１１０４に送信する。
【０９５７】
また、このデータ提供システム１１００では、コンテンツデータベース１１１３内に顧客
の指定した指定コンテンツデータを圧縮指定コンテンツデータＤ５１として記憶していな
いことを検出したときには、コンテンツ指定データＤ５３に格納されたコンテンツデータ
の指定情報に基づいてコンテンツデータベース１１１３内のパッケージ付随情報を検索す
る。
【０９５８】
この結果、データ提供システム１１００では、圧縮指定コンテンツデータＤ５１の原デー
タとなる指定コンテンツデータの格納されたパッケージメディアが取扱店で取り扱われて
いることを検出すると、当該指定コンテンツデータを格納しているパッケージメディアか
らその指定コンテンツデータを再生して、端末識別情報に対応する特定圧縮符号化方式で
圧縮符号化し、得られた圧縮指定コンテンツデータＤ５１を携帯型専用端末１１０４に送
信する。
【０９５９】
従って、このデータ提供システム１１００では、データ提供サーバ１１０１が携帯型専用
端末１１０４から指定コンテンツデータの取得が要求される毎に、当該指定コンテンツデ
ータを携帯型専用端末１１０４に適用された特定復号化方式に対応する特定圧縮符号化方
式で圧縮符号化した圧縮指定コンテンツデータＤ５１として提供することができる。
【０９６０】
このため、データ提供システム１１００では、携帯型専用端末１１０４に対して、予め適
用された特定復号化方式とは異なる他の復号化方式が適用された復号化用のソフトウェア
や復号化回路を新たに取得させることなく、圧縮指定コンテンツデータＤ５１を取得する
毎に当該圧縮指定コンテンツデータＤ５１を携帯型専用端末１１０４に予め設けられた復
号部１１４３で適確に復号化させることができる。
【０９６１】
また、このデータ提供システム１１００では、データ提供サーバ１１０１において、指定
コンテンツデータの取得要求に応じて、パッケージメディアを利用して新たに圧縮指定コ
ンテンツデータＤ５１を生成したときには、当該生成した圧縮指定コンテンツデータＤ５
１をコンテンツデータベース１１１３に追加で記憶するようにした。
【０９６２】
従って、このデータ提供システム１１００では、指定コンテンツデータの取得要求に応じ
て提供用の圧縮コンテンツデータを適宜増やすことができ、かくしてデータ提供サーバ１
１０１に対して、圧縮コンテンツデータの提供時に新たな圧縮コンテンツデータを生成す
る可能性を低減させて、その分、圧縮コンテンツデータの提供時の処理負荷も低減させる
ことができる。
【０９６３】
さらに、このデータ提供システム１１００では、データ提供サーバ１１０１のコンテンツ
データベース１１１３に圧縮指定コンテンツデータＤ５１を記憶していないと共に、取扱
店で指定コンテンツデータの格納されたパッケージメディアを取り扱っていないときには
、コンテンツサーバ１１０２から圧縮指定コンテンツデータＤ５１をデータ提供サーバ１
１０１経由で携帯型専用端末１１０４に送信するようにした。
【０９６４】
従って、このデータ提供システム１１００では、データ提供サーバ１１０１の回路規模を
比較的小さくすると共に、取扱店の店舗規模も合わせて比較的小さくしても、多種多様な
圧縮指定コンテンツデータＤ５１を携帯型専用端末１１０４を介して顧客に提供すること
ができる。
【０９６５】
以上の構成によれば、データ提供サーバ１１０１において、携帯型専用端末１１０４から
送信された端末識別情報を含むコンテンツ指定データＤ５３に応じて、指定コンテンツデ
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ータを識別情報に対応する特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧
縮指定コンテンツデータＤ５１をコンテンツデータベース１１１３に記憶しているか否か
を検出し、その検出結果に応じて、コンテンツデータベース１１１３に圧縮指定コンテン
ツデータＤ５１を記憶しているときには当該コンテンツデータベース１１１３からその圧
縮指定コンテンツデータＤ５１を読み出して携帯型専用端末１１０４に送信し、コンテン
ツデータベース１１１３に圧縮指定コンテンツデータＤ５１を記憶していないときにはパ
ッケージメディアを利用して当該圧縮指定コンテンツデータＤ５１の原データとなる指定
コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して圧縮指定コンテンツデータＤ５
１を生成し、当該生成した圧縮指定コンテンツデータＤ５１を携帯型専用端末１１０４に
送信するようにしたことにより、携帯型専用端末１１０４に予め適用された特定復号化方
式とは異なる他の復号化方式を新たに適用させることなく、当該携帯型専用端末１１０４
から指定コンテンツデータの取得が要求される毎に、その指定コンテンツデータを特定復
号化方式に対応する特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して生成された圧縮指定コンテンツ
データＤ５１を適確に提供することができ、かくしてコンテンツデータに基づくコンテン
ツを容易に視聴させ得るデータ提供システムを実現することができる。
【０９６６】
なお、上述した第１１の実施の形態においては、データ提供サーバ１１０１を取扱店に設
置し、コンテンツサーバ１１０２を販売会社に設置するようにした場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、圧縮指定コンテンツデータＤ５１を提供及び供給することがで
きれば、データ提供サーバ１１０１及びコンテンツサーバ１１０２を種々の場所に設置す
るようにしても良い。
【０９６７】
また、上述した第１１の実施の形態においては、データ提供サーバ１１０１に対して顧客
登録時に所望の特定圧縮符号化方式を指定することにより当該特定圧縮符号化方式に対応
する特定復号化方式の適用された携帯型専用端末１１０４を顧客に引き渡すようにした場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、顧客登録時には所望の圧縮符号化方式を特
には指定せずに、事前予約の際に顧客の指定した指定コンテンツデータとして、データ提
供サーバ１１０１及びコンテンツサーバ１１０２のコンテンツデータベース１１１３及び
１１１０に記憶している圧縮指定コンテンツデータＤ５１の圧縮符号化方式に対応する復
号化方式の適用された携帯型専用端末１１０４を顧客に引き渡すように、データ提供サー
バ１１０１側で特定圧縮符号化方式を任意に選定するようにしても良い。
【０９６８】
さらに、上述した第１１の実施の形態においては、データ提供サーバ１１０１及びコンテ
ンツサーバ１１０２がそれぞれ定期的に最多使用圧縮符号化方式を検出し、当該検出した
最多圧縮符号化方式とは異なる圧縮符号化方式の使用された全てのコンテンツデータに対
してその最多圧縮符号化方式で圧縮符号化するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、定期的にコンテンツのジャンルや種類、アーティスト等の種々のカテゴ
リ毎に最多使用圧縮符号化方式を検出し、そのカテゴリ毎に最多圧縮符号化方式とは異な
る圧縮符号化方式の使用された全てのコンテンツデータに対してその最多圧縮符号化方式
で圧縮符号化するようにしても良い。
【０９６９】
さらに、上述した第１１の実施の形態においては、データ提供サーバ１１０１及びコンテ
ンツサーバ１１０２において種々の圧縮符号化方式で圧縮符号化された圧縮コンテンツデ
ータを提供するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、データ提供サ
ーバ１１０１及びコンテンツサーバ１１０２において任意の一種類の圧縮符号化方式で圧
縮符号化された圧縮コンテンツデータのみを提供するようにしても良い。
【０９７０】
このようにすれば、取扱店で、一種類の復号化方式が適用された携帯型専用端末１１０４
のみを用意して提供することができるため、携帯型専用端末１１０４を販売用及びレンタ
ル用に揃えるためのコストを低減し得る。
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【０９７１】
また、携帯型専用端末１１０４を使用する顧客から指定コンテンツデータの取得が要求さ
れたときには、顧客の所望する特定圧縮符号化方式を確認する必要がなく、端末識別情報
に基づいて、指定コンテンツデータの取得の要求に使用された携帯型専用端末１１０４が
正規の携帯型専用端末１１０４であるか否かのみを確認すれば良く、取得要求の受付の処
理を簡略化することができる。
【０９７２】
さらに、上述した第１１の実施の形態においては、データ提供サーバ１１０１及びコンテ
ンツサーバ１１０２において、コンテンツデータベース１１１３及び１１１０に圧縮指定
コンテンツデータＤ５１を記憶していないときには、パッケージメディアを利用して圧縮
指定コンテンツデータＤ５１を生成するようにした場合について述べたが、本発明はこれ
に限らず、データ提供サーバ１１０１及び又はコンテンツサーバ１１０２に新たなデータ
ベースを設けて圧縮コンテンツデータの原データとなるコンテンツデータを予め記憶して
おき、コンテンツデータベース１１１３及び１１１０に圧縮指定コンテンツデータＤ５１
を記憶していないときには、そのデータベース内のコンテンツデータを利用して圧縮指定
コンテンツデータＤ５１を生成するようにしても良い。
【０９７３】
さらに、上述した第１１の実施の形態においては、データ提供サーバ１１０１、コンテン
ツサーバ１１０２及び携帯型専用端末１１０４が図６６（Ａ）乃至（Ｃ）及び図６７（Ａ
）乃至（Ｃ）について上述したコンテンツ提供取得処理手順を実行するようにした場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、データ提供サーバ１１０１、コンテンツサーバ
１１０２及び携帯型専用端末１１０４にコンテンツ提供取得処理手順を実行するためのプ
ログラムをそれぞれ予め保持させておき、これらプログラムに従ってコンテンツ提供処理
手順を実行しても良いし、これらプログラムが格納されたプログラム格納媒体をデータ提
供サーバ１１０１、コンテンツサーバ１１０２及び携帯型専用端末１１０４にインストー
ルすることによりかかるコンテンツ提供取得処理手順を実行するようにしても良い。
【０９７４】
因みに、かかるコンテンツ提供取得処理手順を実行するための各種プログラムをデータ提
供サーバ１１０１、コンテンツサーバ１１０２及び携帯型専用端末１１０４にインストー
ルして実行可能な状態にするためのプログラム格納媒体としては、例えばフレキシブルデ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ等のパッケージメディアのみならず、各種プログラムが一
時的もしくは永続的に格納される半導体メモリや磁気ディスク等で実現しても良い。また
、これらプログラム格納媒体に各種プログラムを格納する手段としては、ローカルエリア
ネットワークやインターネット、デジタル衛星放送等の有線及び無線通信媒体を利用して
も良く、ルータやモデム等の各種通信インターフェイスを介して格納するようにしても良
い。
【０９７５】
（１３）他の実施の形態
なお、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、本発明によるコンテンツデータ
を所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮コンテンツデータを
提供するコンテンツ提供装置として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述したデータ提
供サーバ１１０１を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
コンテンツデータを所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮コ
ンテンツデータを提供することができれば、データ提供サーバ１１０１及びコンテンツサ
ーバ１１０２を一体化したコンテンツ提供装置やパーソナルコンピュータ構成のコンテン
ツ提供装置等のように、この他種々の構成のコンテンツ提供装置を広く適用することがで
きる。
【０９７６】
また、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、本発明による、所定の特定圧縮
符号化方式に対応する特定復号化方式が適用され、コンテンツ提供装置から提供される圧
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縮コンテンツデータを取得するコンテンツ取得装置として、図６３乃至図６７（Ｃ）につ
いて上述した携帯型専用端末１１０４を適用するようにした場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、所定の特定圧縮符号化方式に対応する特定復号化方式が適用され、コ
ンテンツ提供装置から提供される圧縮コンテンツデータを取得することができれば、パー
ソナルコンピュータ、携帯電話機、ＰＤＡ（ Personal Digital Assistance ）等のように
、この他種々の構成のコンテンツ取得装置を広く適用することができる。
【０９７７】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、本発明による、コンテンツデ
ータを所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮コンテンツデー
タを提供するコンテンツ提供装置と、所定の特定圧縮符号化方式に対応する特定復号化方
式が適用され、コンテンツ提供装置から提供される圧縮コンテンツデータを取得するコン
テンツ取得装置とから構築されるコンテンツ提供取得システムとして、図６３乃至図６７
（Ｃ）について上述したデータ提供システム１１００を適用するようにした場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、コンテンツ提供装置から提供される圧縮コンテンツデ
ータを所定の特定圧縮符号化方式に対応する特定復号化方式が適用されたコンテンツ取得
装置で取得することができるシステムであれば、この他種々の構成のコンテンツ提供取得
システムを広く適用することができる。
【０９７８】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、コンテンツ提供装置に圧縮コ
ンテンツデータを供給するコンテンツ供給装置として、図６３乃至図６７（Ｃ）について
上述したコンテンツサーバ１１０２を適用するようにした場合について述べたが、本発明
はこれに限らず、コンテンツ提供装置に圧縮コンテンツデータを供給することができれば
、パーソナルコンピュータ構成のコンテンツ供給装置等のように、この他種々の構成のコ
ンテンツ供給装置を広く適用することができる。
【０９７９】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、複数種類の圧縮コンテンツデ
ータを記憶するデータ記憶手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述したコンテ
ンツデータベース１１１３を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに
限らず、複数種類の圧縮コンテンツデータを記憶することができれば、使用する記録媒体
に応じたこの他種々のデータ記憶手段を広く適用することができる。
【０９８０】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、コンテンツ取得装置から送信
された当該コンテンツ取得装置固有の識別情報と、取得希望の指定コンテンツデータを表
す指定情報とを受信する情報受信手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述した
インターネットに接続された受信部１１１１を適用するようにした場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、コンテンツ取得装置から送信された当該コンテンツ取得装置固
有の識別情報と、取得希望の指定コンテンツデータを表す指定情報とを受信することがで
きれば、使用される無線及び有線の通信方式に応じてこの他種々の情報受信手段を広く適
用することができる。
【０９８１】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、識別情報及び指定情報に応じ
て、指定コンテンツデータを識別情報に対応する特定圧縮符号化方式で圧縮符号化するこ
とにより生成された圧縮指定コンテンツデータがデータ記憶手段に記憶されているか否か
を検出するデータ検出手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述したデータ更新
検索部１１１２を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、識
別情報及び指定情報に応じて、指定コンテンツデータを識別情報に対応する特定圧縮符号
化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータがデータ記憶手
段に記憶されているか否かを検出することができれば、ＣＰＵやマイクロプロセッサ等の
ように、この他種々のデータ検出手段を広く適用することができる。
【０９８２】
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さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、データ検出手段の検出結果に
応じて、データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されているときにデータ記憶
手段から圧縮指定コンテンツデータを読み出す読出手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）
について上述したデータ更新検索部１１１２を適用するようにした場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、データ検出手段の検出結果に応じて、データ記憶手段に圧縮指
定コンテンツデータが記憶されているときにデータ記憶手段から圧縮指定コンテンツデー
タを読み出すことができれば、ＣＰＵやマイクロプロセッサ等のように、この他種々の読
出手段を広く適用することができる。
【０９８３】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、データ検出手段の検出結果に
応じて、データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないときに、当該圧
縮指定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で
圧縮符号化して圧縮指定コンテンツデータを生成する圧縮符号化手段として、図６３乃至
図６７（Ｃ）について上述した圧縮部１１１８を適用するようにした場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、データ検出手段の検出結果に応じて、データ記憶手段に圧縮
指定コンテンツデータが記憶されていないときに、当該圧縮指定コンテンツデータの原デ
ータとなる指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮符号化して圧縮指定コンテ
ンツデータを生成することができれば、圧縮符号化用のソフトウェアを利用して圧縮符号
化処理するＣＰＵやマイクロプロセッサ等のように、この他種々の圧縮符号化手段を広く
適用することができる。
【０９８４】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、読出手段によってデータ記憶
手段から読み出された圧縮指定コンテンツデータ及び圧縮符号化手段によって生成された
圧縮指定コンテンツデータをコンテンツ取得装置に送信するデータ送信手段として、図６
３乃至図６７（Ｃ）について上述したインターネットに接続された送信部１１１６を適用
するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、読出手段によってデータ
記憶手段から読み出された圧縮指定コンテンツデータ及び圧縮符号化手段によって生成さ
れた圧縮指定コンテンツデータをコンテンツ取得装置に送信することができれば、使用す
る無線及び有線の通信方式に応じたこの他種々のデータ送信手段を広く適用することがで
きる。
【０９８５】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、識別情報及び指定情報をコン
テンツ提供装置に送信する情報送信手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述し
たインターネットに接続された送信部１１４６を適用するようにした場合について述べた
が、本発明はこれに限らず、識別情報及び指定情報をコンテンツ提供装置に送信すること
ができれば、使用する無線及び有線の通信方式に応じてこの他種々の情報送信手段を広く
適用することができる。
【０９８６】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、コンテンツ提供装置から送信
された圧縮指定コンテンツデータを受信するデータ受信手段として、図６３乃至図６７（
Ｃ）について上述したインターネットに接続された受信部１１４７を適用するようにした
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、コンテンツ提供装置から送信された圧縮
指定コンテンツデータを受信することができれば、使用する無線及び有線の通信方式に応
じてこの他種々のデータ受信手段を広く適用することができる。
【０９８７】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、圧縮指定コンテンツデータを
特定復号化方式で復号化して指定コンテンツデータを生成する復号化手段として、図６３
乃至図６７（Ｃ）について上述した復号部１１４３を適用するようにした場合について述
べたが、本発明はこれに限らず、圧縮指定コンテンツデータを特定復号化方式で復号化し
て指定コンテンツデータを生成することができれば、復号化用のソフトウェアを利用して
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復号化処理するＣＰＵやマイクロプロセッサ等のように、この他種々の復号化手段を広く
適用することができる。
【０９８８】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、識別情報に基づいて、当該識
別情報を送信したコンテンツ取得装置が指定コンテンツデータの提供サービスを利用可能
な正規の装置であるか否かを判別する判別手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について
上述した顧客更新検索部１１１４を適用するようにした場合について述べたが、本発明は
これに限らず、識別情報に基づいて、当該識別情報を送信したコンテンツ取得装置が指定
コンテンツデータの提供サービスを利用可能な正規の装置であるか否かを判別することが
できれば、ＣＰＵやマイクロプロセッサ等のように、この他種々の判別手段を広く適用す
ることができる。
【０９８９】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、識別情報と、当該識別情報の
割り当てられたコンテンツ取得装置に適用されている特定復号化方式に対応する特定圧縮
符号化方式の情報とを対応付けて記憶する情報記憶手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）
について上述した顧客データベース１１１５を適用するようにした場合について述べたが
、本発明はこれに限らず、識別情報と、当該識別情報の割り当てられたコンテンツ取得装
置に適用されている特定復号化方式に対応する特定圧縮符号化方式の情報とを対応付けて
記憶することができれば、使用する記録媒体に応じてこの他種々の情報記憶手段を広く適
用することができる。
【０９９０】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、コンテンツ取得装置から送信
された識別情報に基づいて、情報記憶手段内の当該識別情報に対応する特定圧縮符号化方
式を検出する情報検出手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述した顧客更新検
索部１１１４を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、コン
テンツ取得装置から送信された識別情報に基づいて、情報記憶手段内の当該識別情報に対
応する特定圧縮符号化方式を検出することができれば、ＣＰＵやマイクロプロセッサ等の
ように、この他種々の情報検出手段を広く適用することができる。
【０９９１】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、圧縮符号化手段によって圧縮
指定コンテンツデータが生成されたとき、当該生成された圧縮指定コンテンツデータをデ
ータ記憶手段に書き込んで記憶する書込手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上
述したデータ更新検索部１１１２を適用するようにした場合について述べたが、本発明は
これに限らず、圧縮符号化手段によって圧縮指定コンテンツデータが生成されたとき、当
該生成された圧縮指定コンテンツデータをデータ記憶手段に書き込んで記憶することがで
きれば、ＣＰＵやマイクロプロセッサ等のように、この他種々の書込手段を広く適用する
ことができる。
【０９９２】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、少なくともコンテンツ提供装
置のデータ記憶手段に記憶された複数種類の圧縮コンテンツデータとは異なる複数種類の
供給用圧縮コンテンツデータを記憶する供給側データ記憶手段として、図６３乃至図６７
（Ｃ）について上述したコンテンツデータベース１１１０を適用するようにした場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、少なくともコンテンツ提供装置のデータ記憶手段
に記憶された複数種類の圧縮コンテンツデータとは異なる複数種類の供給用圧縮コンテン
ツデータを記憶することができれば、使用する記録媒体に応じてこの他種々の供給側デー
タ記憶手段を広く適用することができる。
【０９９３】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、コンテンツ提供装置から送信
された、特定圧縮符号化方式及び指定コンテンツデータを表す要求情報を受信する供給側
情報受信手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述したインターネットに接続さ
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れた受信部１１２０を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、コンテンツ提供装置から送信された、特定圧縮符号化方式及び指定コンテンツデータを
表す要求情報を受信することができれば、使用する無線及び有線の通信方式に応じてこの
他種々の供給側情報受信手段を広く適用することができる。
【０９９４】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、要求情報に基づいて、指定コ
ンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コ
ンテンツデータが供給側データ記憶手段に記憶されているか否かを検出する供給側データ
検出手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述したデータ更新検索部１１２１を
適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、要求情報に基づいて
、指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧
縮指定コンテンツデータが供給側データ記憶手段に記憶されているか否かを検出すること
ができれば、ＣＰＵやマイクロプロセッサ等のように、この他種々の供給側データ検出手
段を広く適用することができる。
【０９９５】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、供給側データ検出手段の検出
結果に応じて、供給側データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されているとき
に供給側データ記憶手段から圧縮指定コンテンツデータを読み出す供給側読出手段として
、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述したデータ更新検索部１１２１を適用するように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、供給側データ検出手段の検出結果に
応じて、供給側データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されているときに供給
側データ記憶手段から圧縮指定コンテンツデータを読み出すことができれば、ＣＰＵやマ
イクロプロセッサ等のように、この他種々の供給側読出手段を広く適用することができる
。
【０９９６】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、供給側データ検出手段の検出
結果に応じて、供給側データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないと
きに、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータを特定圧縮
符号化方式で圧縮符号化して圧縮指定コンテンツデータを生成する供給側圧縮符号化手段
として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述した圧縮部１１２４を適用するようにした
場合について述べたが、本発明はこれに限らず、供給側データ検出手段の検出結果に応じ
て、供給側データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないときに、当該
圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式
で圧縮符号化して圧縮指定コンテンツデータを生成することができれば、圧縮用のソフト
ウェアを利用して圧縮符号化処理するＣＰＵやマイクロプロセッサ等のように、この他種
々の供給側圧縮符号化手段を広く適用することができる。
【０９９７】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、供給側読出手段によって供給
側データ記憶手段から読み出された圧縮指定コンテンツデータ及び供給側圧縮符号化手段
によって生成された圧縮指定コンテンツデータをコンテンツ提供装置に送信する供給側デ
ータ送信手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述したインターネットに接続さ
れた送信部１１２２を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、供給側読出手段によって供給側データ記憶手段から読み出された圧縮指定コンテンツデ
ータ及び供給側圧縮符号化手段によって生成された圧縮指定コンテンツデータをコンテン
ツ提供装置に送信することができれば、使用する無線及び有線の通信方式に応じてこの他
種々の供給側データ送信手段を広く適用することができる。
【０９９８】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、データ検出手段の検出結果に
応じて、データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないとき、当該圧縮
指定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータの有無を検出するデータ有
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無検出手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）について上述したデータ更新検索部１１１２
を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、データ検出手段の
検出結果に応じて、データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないとき
、当該圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータの有無を検出す
ることができれば、ＣＰＵやマイクロプロセッサ等のように、この他種々のデータ有無検
出手段を広く適用することができる。
【０９９９】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、データ有無検出手段によって
圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータの無いことが検出され
たとき、要求情報をコンテンツ供給装置に送信する要求送信手段として、図６３乃至図６
７（Ｃ）について上述したインターネットに接続された送信部１１１６を適用するように
した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、データ有無検出手段によって圧縮指
定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータの無いことが検出されたとき
、要求情報をコンテンツ供給装置に送信することができれば、使用する無線及び有線の通
信方式に応じてこの他種々の要求送信手段を広く適用することができる。
【１０００】
さらに、上述した第１乃至第１１の実施の形態においては、コンテンツ供給装置から送信
された圧縮指定コンテンツデータを受信する受信手段として、図６３乃至図６７（Ｃ）に
ついて上述したインターネットに接続された受信部１１１１を適用するようにした場合に
ついて述べたが、本発明はこれに限らず、コンテンツ供給装置から送信された圧縮指定コ
ンテンツデータを受信することができれば、使用する無線及び有線の通信方式に応じてこ
の他種々の受信手段を広く適用することができる。
【１００１】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、コンテンツデータを所定の圧縮符号化方式で圧縮符号化
することにより生成された圧縮コンテンツデータを

提供する ンテンツ取得装置
から送信された当該コンテンツ取得装置 識別情報
と、取得希望の指定コンテンツデータを表す指定情報とを受信し、当該受信した識別情報
及び指定情報に応じて、指定コンテンツデータを識別情報に対応する特定圧縮符号化方式
で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータが、 の

圧縮コンテンツデータを記憶するデータ記憶手段に記憶
されているか否かを検出し、その検出結果に応じて、データ記憶手段に圧縮指定コンテン
ツデータが記憶されているときにはデータ記憶手段から圧縮指定コンテンツデータを読み
出し、当該データ記憶手段に圧縮指定コンテンツデータが記憶されていないときにはその
圧縮指定コンテンツデータの原データとなる指定コンテンツデータを特定圧縮符号化方式
で圧縮符号化して圧縮指定コンテンツデータを生成し ータ記憶手段から読み出した
圧縮指定コンテンツデータ 生成した圧縮指定コンテンツデータをコンテンツ取得装置
に送信

するよう
にしたことにより、コンテンツ取得装置に予め適用された特定復号化方式とは異なる他の
復号化方式を新たに適用させることなく、当該コンテンツ取得装置から指定コンテンツデ
ータの取得が要求される毎に、その指定コンテンツデータを特定復号化方式に対応する特
定圧縮符号化方式で圧縮符号化することにより生成された圧縮指定コンテンツデータを適
確に提供することができ、かくしてコンテンツデータに基づくコンテンツを容易に視聴さ
せることができる。
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、所定の特定圧縮符号化方式に対応す
る特定復号化方式が適用されたコンテンツ取得装置に 際に、コ

に適用される特定復号化方式を識別する

１以上 圧縮符号
化方式の圧縮符号化で生成された

て、デ
又は

し、圧縮指定コンテンツデータを生成したとき、当該生成した圧縮指定コンテンツ
データをデータ記憶手段に記憶して当該データ記憶手段の記憶内容を更新するようにし、
圧縮指定コンテンツデータの生成に対する圧縮符号化方式の使用頻度に応じて所定の圧縮
符号化方式を検出すると共に、所定の圧縮符号化方式の圧縮符号化で生成されていない圧
縮コンテンツデータの原データとなるコンテンツデータを当該所定の圧縮符号化方式で圧
縮符号化することにより生成した圧縮コンテンツデータをデータ記憶手段に記憶



【図面の簡単な説明】
【図１】データ提供システムによるインターネットの利用形態を示す概念図である。
【図２】顧客にレンタルした携帯型専用端末の利用形態を示す略線図である。
【図３】顧客に販売した携帯型専用端末の利用形態を示す略線図である。
【図４】本説明によるデータ提供システムの構成の第１の実施の形態を示すブロック図で
ある。
【図５】第２の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示すブロック図である。
【図６】コンテンツデータに付加するヘッダデータのデータフォーマットを示す略線図で
ある。
【図７】データ提供システムにおけるレンタル予約処理手順を示すフローチャートである
。
【図８】第３の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示すブロック図である。
【図９】コンテンツサーバからコンテンツデータを取得するためのコンテンツ取得要求デ
ータのデータフォーマットを示す略線図である。
【図１０】データ提供システムにおけるレンタル予約処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図１１】第４の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示すブロック図である。
【図１２】広告主企業登録情報の構成を示す略線図である。
【図１３】顧客登録情報の構成を示す略線図である。
【図１４】顧客と広告主及び企業との契約条件を示す略線図である。
【図１５】顧客によるインターネットの利用により更新した顧客登録情報の構成を示す略
線図である。
【図１６】マッチング部の構成を示すブロック図である。
【図１７】広告主企業紹介情報の構成を示す略線図である。
【図１８】顧客紹介情報の構成を示す略線図である。
【図１９】契約成立により更新した広告主企業情報の構成を示す略線図である。
【図２０】契約成立により更新した顧客登録情報の構成を示す略線図である。
【図２１】データ提供システムにおける広告主企業登録処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図２２】データ提供システムにおける広告主企業紹介処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図２３】データ提供システムにおける広告主企業紹介処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図２４】データ提供システムにおける契約処理手順を示すフローチャートである。
【図２５】第５の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示すブロック図である。
【図２６】マッチング部の構成を示すブロック図である。
【図２７】データ提供システムにおける広告主企業紹介処理手順を示すフローチャートで
ある。
【図２８】第６の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示すブロック図である。
【図２９】取扱店の店内を表す３次元仮想現実空間画像を用いたコンテンツ選択画面の構
成を示す略線図である。
【図３０】コンテンツ選択画面における宣伝データの再生の説明に供する略線図である。
【図３１】顧客の要求に応じてカスタマイズしたコンテンツ選択画面の構成を示す略線図
である。
【図３２】データ提供システムにおけるコンテンツ選択画面データを用いたコンテンツ提
供処理手順を示すフローチャートである。
【図３３】データ提供システムにおけるコンテンツ提供処理手順のサブルーチンを示すフ
ローチャートである。
【図３４】データ提供システムにおけるカスタマイズ処理手順を示すフローチャートであ
る。
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【図３５】データ提供システムにおけるカスタマイズ画面データを用いたコンテンツ提供
処理手順を示すフローチャートである。
【図３６】第６の実施の形態に対する他の実施の形態によるコンテンツ選択画面のカスタ
マイズの説明に供する概念図である。
【図３７】コンテンツサーバからデータ提供サーバへのコンテンツデータの提供の方法の
説明に供する略線図である。
【図３８】第７の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示すブロック図である。
【図３９】コンテンツデータのレンタルの説明に供する略線図である。
【図４０】等価交換の要求の説明に供する略線図である。
【図４１】シングル曲のコンテンツデータとシングルＣＤのパッケージメディアとの等価
交換の説明に供する概念図である。
【図４２】等価交換によるパッケージメディアの配送の説明に供する概念図である。
【図４３】データ提供システムにおける等価交換処理手順を示すフローチャートである。
【図４４】データ提供システムにおける等価交換処理手順を示すフローチャートである。
【図４５】第８の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示すブロック図である。
【図４６】等価交換の要求の説明に供する略線図である。
【図４７】パッケージメディアデータベース内のデータテーブルの構成を示す略線図であ
る。
【図４８】複数のコンテンツデータとアルバムＣＤのパッケージメディアとの等価交換の
説明に供する概念図である。
【図４９】データ提供システムにおける等価交換処理手順を示すフローチャートである。
【図５０】データ提供システムにおける等価交換処理手順を示すフローチャートである。
【図５１】第９の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示す略線図である。
【図５２】システム管理サーバの回路構成を示すブロック図である。
【図５３】リクエスト端末の回路構成を示すブロック図である。
【図５４】データ提供サーバの回路構成を示すブロック図である。
【図５５】パッケージ提供サーバの回路構成をブロック図である。
【図５６】広告主企業サーバの回路構成を示すブロック図である。
【図５７】携帯型専用端末の構成を示す略線的外観図である。
【図５８】携帯型専用端末の回路構成を示すブロック図である。
【図５９】第１０の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示す略線図である。
【図６０】携帯型専用端末の構成を示す略線的外観図である。
【図６１】端末本体の背面の構成を示す略線的外観図である。
【図６２】携帯型専用端末の回路構成を示すブロック図である。
【図６３】第１１の実施の形態によるデータ提供システムの構成を示すブロック図である
。
【図６４】データ提供サーバにおける圧縮指定コンテンツデータの取得の説明に供する略
線図である。
【図６５】データ提供サーバにおける圧縮指定コンテンツデータの提供の説明に供する略
線図である。
【図６６】データ提供システムにおけるコンテンツ提供取得処理手順を示すフローチャー
トである。
【図６７】データ提供システムにおけるコンテンツ提供取得処理手順を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
１１００……データ提供システム、１１０１……データ提供サーバ、１１０２……コンテ
ンツサーバ、１１０４……携帯型専用端末、１１１０、１１１３……コンテンツデータベ
ース、１１１１、１１２０、１１４７……受信部、１１１２、１１２１……データ更新検
索部、１１１４……顧客更新検索部、１１１５……顧客データベース、１１１６、１１２
２、１１４６……送信部、１１１７、１１２３、１１４４……再生部、１１１８、１１２
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４……圧縮部。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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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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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】
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【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】
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【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】
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【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】

【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】
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【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】 【 図 ４ １ 】
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【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】

【 図 ４ ４ 】 【 図 ４ ５ 】
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【 図 ４ ６ 】 【 図 ４ ７ 】

【 図 ４ ８ 】 【 図 ４ ９ 】
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【 図 ５ ０ 】 【 図 ５ １ 】

【 図 ５ ２ 】

【 図 ５ ３ 】

【 図 ５ ４ 】

【 図 ５ ５ 】
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