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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタルコンテンツの不正使用を防止するデジタルコンテンツ不正使用防止システムで
あって、
　デジタルコンテンツの再生を禁止する状態情報を含む無効版デジタルコンテンツを生成
するデジタル化装置と、
　該生成された無効版デジタルコンテンツを前記デジタル化装置から受信し、該受信した
無効版デジタルコンテンツを蓄積する蓄積管理装置と、
　該無効版デジタルコンテンツを前記蓄積管理装置から受信し、該受信したデジタルコン
テンツをもとに、特定の利用者に対して再生を許可する状態情報を含む有効版デジタルコ
ンテンツを生成する販売装置と、
　該生成された有効版デジタルコンテンツを前記販売装置から受信し、該受信した有効版
デジタルコンテンツに含まれる状態情報が、該再生装置に対応する利用者による再生処理
を許可する情報である場合は、該有効版デジタルコンテンツの再生処理を制御する再生装
置とを備え、
　前記蓄積管理装置、前記販売装置及び前記再生装置の各装置は、前記デジタルコンテン
ツを受信した場合に、前記各装置のうち該デジタルコンテンツの送信元となった装置のリ
ストを示す流通情報に当該デジタルコンテンツを受信した装置の情報を追加することで、
前記受信したデジタルコンテンツに流通情報を設定し、
　前記再生装置は、前記受信した有効版デジタルコンテンツの流通情報における前記複数
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の装置のリストが正規の流通経路を示しているか否かを判断し、該判断の結果、正規の流
通経路である場合は、該有効版デジタルコンテンツの再生処理を行うことを特徴とするデ
ジタルコンテンツ不正使用防止システム。
【請求項２】
　デジタルコンテンツの不正使用を防止するデジタルコンテンツ不正使用防止方法であっ
て、
　デジタルコンテンツの再生を禁止する状態情報を含む無効版デジタルコンテンツをデジ
タル化装置により生成するステップと、
　該生成された無効版デジタルコンテンツを前記デジタル化装置から受信し、該受信した
無効版デジタルコンテンツを蓄積管理装置により蓄積するステップと、
　該無効版デジタルコンテンツを前記蓄積管理装置から受信し、該受信したデジタルコン
テンツをもとに、特定の利用者に対して再生を許可する状態情報を含む有効版デジタルコ
ンテンツを販売装置により生成するステップと、
　該生成された有効版デジタルコンテンツを前記販売装置から受信し、該受信した有効版
デジタルコンテンツに含まれる状態情報が、該再生装置に対応する利用者による再生処理
を許可する情報である場合は、該有効版デジタルコンテンツの再生処理を再生装置により
制御するステップとを備え、
　前記蓄積管理装置、前記販売装置及び前記再生装置の各装置は、前記デジタルコンテン
ツを受信した場合に、前記各装置のうち該デジタルコンテンツの送信元となった装置のリ
ストを示す流通情報に当該デジタルコンテンツを受信した装置の情報を追加することで、
前記受信したデジタルコンテンツに流通情報を設定し、
　前記再生装置は、前記受信した有効版デジタルコンテンツの流通情報における前記複数
の装置のリストが正規の流通経路を示しているか否かを判断し、該判断の結果、正規の流
通経路である場合は、該有効版デジタルコンテンツの再生処理を行うことを特徴とするデ
ジタルコンテンツ不正使用防止方法。
【請求項３】
　デジタルコンテンツの不正使用を防止するデジタルコンテンツ不正使用防止システムと
してコンピュータを機能させる為のプログラムを記録した媒体であって、
　デジタルコンテンツの再生を禁止する状態情報を含む無効版デジタルコンテンツを生成
するデジタル化装置と、
　該生成された無効版デジタルコンテンツを前記デジタル化装置から受信し、該受信した
無効版デジタルコンテンツを蓄積する蓄積管理装置と、
　該無効版デジタルコンテンツを前記蓄積管理装置から受信し、該受信したデジタルコン
テンツをもとに、特定の利用者に対して再生を許可する状態情報を含む有効版デジタルコ
ンテンツを生成する販売装置と、
　該生成された有効版デジタルコンテンツを前記販売装置から受信し、該受信した有効版
デジタルコンテンツに含まれる状態情報が、該再生装置に対応する利用者による再生処理
を許可する情報である場合は、該有効版デジタルコンテンツの再生処理を制御する再生装
置とを備え、
　前記蓄積管理装置、前記販売装置及び前記再生装置の各装置は、前記デジタルコンテン
ツを受信した場合に、前記各装置のうち該デジタルコンテンツの送信元となった装置のリ
ストを示す流通情報に当該デジタルコンテンツを受信した装置の情報を追加することで、
前記受信したデジタルコンテンツに流通情報を設定し、
　前記再生装置は、前記受信した有効版デジタルコンテンツの流通情報における前記複数
の装置のリストが正規の流通経路を示しているか否かを判断し、該判断の結果、正規の流
通経路である場合は、該有効版デジタルコンテンツの再生処理を行うデジタルコンテンツ
不正使用防止システムとしてコンピュータを機能させる為のプログラムを記録したことを
特徴とする媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明はデジタルコンテンツの不正使用を防止するデジタルコンテンツ不正使用防止シス
テムに関し、特にデジタルコンテンツを処理する各種センタ及び販売店内部でデジタルコ
ンテンツの不正なコピー、持ち出しやダウンロードが行われた場合にその使用を抑止する
デジタルコンテンツ不正使用防止システムに適用して有効な技術に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年インターネット上の電子商取引ビジネスの進展に伴ってデジタルコンテンツのオンラ
イン販売が普及段階に来ており、商取引きの４流（販促流、商流、金流、物流）をデジタ
ル情報で行うインフラが要望されている。特にデジタルコンテンツを流通させる場合には
、デジタルコンテンツの不正使用を防止し、著作権を保護する方法を確立するインフラが
要望されている。
【０００３】
ネットワーク上で情報を安全に配信する技術としては、漏洩防止技術、改竄防止技術、出
所証明技術に関するものがあり、通信路の内容を２点間で暗号化して漏洩防止するＳＳＬ
（Secure Sockets Layer）等のセキュアソケットや、コンテンツを暗号化し電子サインし
たセキュアコンテナが知られている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
前記従来の技術はネットワーク上で情報を配信する際に暗号化を行って２点間での配信を
安全に行うものである為、蓄積状態のデジタルコンテンツを保護し、各種センタ及び販売
店内部での不正使用を防止する為に用いようとした場合、適用が困難であったり、または
サイズの大きいデジタルコンテンツに対しては暗号化処理の負荷が高くなるという問題が
ある。
【０００５】
また、デジタルコンテンツの販売後の不正使用を防止する為には特定の顧客のみの使用を
許可した個人用のデジタルコンテンツを作成することが必要であるが、蓄積管理センタか
ら販売店に一旦配信した後に販売店で顧客に販売する際に前記従来の技術を適用した場合
、購入する顧客が特定されていない蓄積管理センタの段階では個人用のデジタルコンテン
ツを作成することができない為、蓄積管理センタから販売店への配信時と、販売店から顧
客へ販売する際とで異なる暗号化処理が必要となり、暗号化処理の負荷が更に高くなると
いう問題がある。
【０００６】
本発明の目的は上記問題を解決し、各種センタ及び販売店内部でのデジタルコンテンツの
不正使用を防止することが可能な技術を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、デジタルコンテンツの不正使用を防止するデジタルコンテンツ不正使用防止シ
ステムにおいて、デジタルコンテンツに設定された状態情報の値に応じて当該デジタルコ
ンテンツの再生処理を制御して不正使用を抑止するものである。
【０００８】
本発明では、コンテンツの原本をデジタル化してデジタルコンテンツを生成し、前記生成
したデジタルコンテンツに当該デジタルコンテンツ全ての再生処理を禁止する状態情報に
設定して無効版デジタルコンテンツとし、この無効版デジタルコンテンツを蓄積する。
【０００９】
前記生成したデジタルコンテンツの内容についてコンテンツの原本を所有するコンテンツ
ホルダの承認を得る場合には、前記無効版デジタルコンテンツの状態情報をコンテンツホ
ルダによる再生処理を許可する値に設定して承認用デジタルコンテンツを生成し、コンテ
ンツホルダの承認装置へ送信する。
【００１０】
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　コンテンツホルダの承認装置では、承認用デジタルコンテンツに設定された状態情報が
当該コンテンツホルダによる再生処理を許可する値を示しているかどうかを調べ、再生処
理を許可する値である場合に再生処理を行う。
【００１１】
前記の様にして承認されたデジタルコンテンツは、無効版デジタルコンテンツの状態で蓄
積管理装置に蓄積された後、販売装置に配信される。なお蓄積管理装置から販売装置への
広域配信時に暗号化処理を併用しても良い。
【００１２】
前記販売装置へ配信されたデジタルコンテンツを顧客に販売する場合には、前記無効版デ
ジタルコンテンツの状態情報を顧客による再生処理を許可する値に設定して個人用デジタ
ルコンテンツを生成し、顧客へ販売する。
【００１３】
顧客の再生装置では、個人用デジタルコンテンツに設定された状態情報が当該顧客による
再生処理を許可する値を示しているかどうかを調べ、再生処理を許可する値である場合に
再生処理を行う。
【００１４】
前記の様に本発明では、デジタルコンテンツを無効版の状態で蓄積しており、有効化する
場合でも特定の利用者のみに対して有効化するので、利用の許可されていない者が、その
デジタルコンテンツのコピー、持ち出しまたはダウンロードを行ったとしてもその内容を
読み出して使用することはできない。またデジタルコンテンツに設定された状態情報の値
に応じて当該デジタルコンテンツの再生処理を制御するので、デジタルコンテンツの状態
情報の値をコンテンツホルダ向けや顧客向けに変更することにより、再生が許可される利
用者を容易に変更することが可能である。
【００１５】
以上の様に本発明のデジタルコンテンツ不正使用防止システムによれば、デジタルコンテ
ンツに設定された状態情報の値に応じて当該デジタルコンテンツの再生処理を制御するの
で、各種センタ及び販売店内部でのデジタルコンテンツの不正使用を防止することが可能
である。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下に書籍をデジタル化して生成した電子書籍に当該電子書籍の表示を制御する為の状態
情報を設定し、前記状態情報により当該電子書籍の表示を制限して電子書籍の不正使用を
防止する一実施形態のデジタルコンテンツ不正使用防止システムについて説明する。
【００１７】
図１は本実施形態のデジタルコンテンツ配信システムの概略構成を示す図である。図１に
示す様に本実施形態のデジタルコンテンツ配信システムは、デジタル化装置１００と、承
認装置１１０と、蓄積管理装置１２０と、販売装置１４０と、再生装置１５０とを有して
いる。
【００１８】
デジタル化装置１００は、書籍の原本をデジタル化して電子書籍を生成し、承認装置１１
０からの承認メッセージを受け取って蓄積管理装置１２０に送る装置である。承認装置１
１０は、デジタル化装置１００で生成された電子書籍の内容を出版社側で承認する為の装
置である。
【００１９】
蓄積管理装置１２０は、デジタル化装置１００で生成された電子書籍を蓄積する装置であ
る。販売装置１４０は、顧客が選択した電子書籍を媒体に複写したり再生装置１５０へダ
ウンロードさせたりして顧客に電子書籍を販売する装置である。再生装置１５０は、販売
装置１４０で購入した電子書籍を再生する装置である。
【００２０】
図１において無効版電子書籍は全て利用者による再生処理を禁止する状態情報が設定され
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た電子書籍であり、有効版電子書籍は特定の利用者による再生処理を許可する状態情報が
設定された電子書籍であり、試行版電子書籍は特定の利用者による再生処理を特定の期間
だけ許可する状態情報が設定された電子書籍である。
【００２１】
また配信暗号化電子書籍は、配信用の暗号化処理を行った無効版電子書籍であり、個人用
電子書籍は特定の個人による再生処理を許可する状態情報が設定された電子書籍であり、
承認用電子書籍は特定の出版社による再生処理を許可する状態情報が設定された電子書籍
である。
【００２２】
なお図１の無効版電子書籍、有効版電子書籍、試行版電子書籍、個人用電子書籍、承認用
電子書籍は、電子書籍を再生するアプリケーションプログラムで定義されたフォーマット
で生成されており、中間言語若しくはバイナリ状態で記載されたアプリケーションコンテ
ナとなっているものとする。
【００２３】
図２は本実施形態のデジタル化装置１００の概略構成を示す図である。図２に示す様に本
実施形態のデジタル化装置１００は、ＣＰＵ２０１と、メモリ２０２と、磁気ディスク装
置２０３と、キーボード２０４と、ディスプレイ装置２０５と、通信アダプタ２０６と、
スキャナ２０７とを有している。
【００２４】
ＣＰＵ２０１は、デジタル化装置１００全体の動作を制御する制御装置である。メモリ２
０２は、デジタル化装置１００の動作を制御する為の各種処理プログラムやデータをロー
ドする記憶装置である。磁気ディスク装置２０３は、前記各種処理プログラムや電子書籍
等のデータを格納する記憶装置である。
【００２５】
キーボード２０４は、デジタル化装置１００への操作指示等を入力する入力装置である。
ディスプレイ装置２０５は、デジタル化装置１００の動作状況等を表示する出力装置であ
る。通信アダプタ２０６は、他の装置との通信を行うアダプタである。スキャナ２０７は
、書籍の原本をイメージデータとして読み込む装置である。
【００２６】
またデジタル化装置１００は、デジタル化処理部２１０と、コンテンツ状態制御処理部２
１１と、流通情報設定処理部２１２とを有している。
【００２７】
デジタル化処理部２１０は、書籍の原本をデジタル化して電子書籍を生成し、その内容確
認を承認装置１１０に依頼する処理部である。コンテンツ状態制御処理部２１１は、前記
生成された電子書籍に当該電子書籍の再生処理を制御する為の状態情報を設定して無効版
電子書籍または承認用電子書籍を生成する処理部である。流通情報設定処理部２１２は、
当該デジタル化センタのデジタル化装置１００でデジタル化が行われたことを示す流通情
報を前記生成した承認用電子書籍に設定する処理部である。
【００２８】
デジタル化装置１００をデジタル化処理部２１０、コンテンツ状態制御処理部２１１及び
流通情報設定処理部２１２として機能させる為のプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒
体に記録され磁気ディスク等に格納された後、メモリにロードされて実行されるものとす
る。なお前記プログラムを記録する媒体はＣＤ－ＲＯＭ以外の他の媒体でも良い。
【００２９】
図３は本実施形態の承認装置１１０の概略構成を示す図である。図３に示す様に本実施形
態の承認装置１１０は、ＣＰＵ３０１と、メモリ３０２と、磁気ディスク装置３０３と、
キーボード３０４と、ディスプレイ装置３０５と、通信アダプタ３０６とを有している。
【００３０】
ＣＰＵ３０１は、承認装置１１０全体の動作を制御する制御装置である。メモリ３０２は
、承認装置１１０の動作を制御する為の各種処理プログラムやデータをロードする記憶装



(6) JP 4132334 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

置である。磁気ディスク装置３０３は、前記各種処理プログラムや電子書籍等のデータを
格納する記憶装置である。
【００３１】
キーボード３０４は、承認装置１１０への操作指示等を入力する入力装置である。ディス
プレイ装置３０５は、承認装置１１０の動作状況等を表示する出力装置である。通信アダ
プタ３０６は、他の装置との通信を行うアダプタである。
【００３２】
また承認装置１１０は、承認処理部３１０と、再生処理部３１１と、流通情報検査処理部
３１２と、流通情報設定処理部３１３とを有している。
【００３３】
承認処理部３１０は、デジタル化装置１００から内容確認を依頼された承認用電子書籍を
受信し、その承認用電子書籍の内容を承認するかどうかを示す承認情報を当該承認用電子
書籍に設定してデジタル化装置１００に送信する処理部である。
【００３４】
再生処理部３１１は、承認用電子書籍に設定された状態情報が承認装置１１０による再生
処理を許可する値を示している場合にその内容を表示する処理部である。流通情報検査処
理部３１２は、承認用電子書籍の流通情報が正規の流通経路を示している場合に承認装置
１１０での承認処理を許可する処理部である。流通情報設定処理部３１３は、当該出版社
の承認装置１１０で承認が行われたことを示す流通情報を前記承認した承認用電子書籍に
設定する処理部である。
【００３５】
承認装置１１０を承認処理部３１０、再生処理部３１１、流通情報検査処理部３１２及び
流通情報設定処理部３１３として機能させる為のプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒
体に記録され磁気ディスク等に格納された後、メモリにロードされて実行されるものとす
る。なお前記プログラムを記録する媒体はＣＤ－ＲＯＭ以外の他の媒体でも良い。
【００３６】
図４は本実施形態の蓄積管理装置１２０の概略構成を示す図である。図４に示す様に本実
施形態の蓄積管理装置１２０は、ＣＰＵ４０１と、メモリ４０２と、磁気ディスク装置４
０３と、キーボード４０４と、ディスプレイ装置４０５と、通信アダプタ４０６とを有し
ている。
【００３７】
ＣＰＵ４０１は、蓄積管理装置１２０全体の動作を制御する制御装置である。メモリ４０
２は、蓄積管理装置１２０の動作を制御する為の各種処理プログラムやデータをロードす
る記憶装置である。磁気ディスク装置４０３は、前記各種処理プログラムや電子書籍等の
データを格納する記憶装置である。
【００３８】
キーボード４０４は、蓄積管理装置１２０への操作指示等を入力する入力装置である。デ
ィスプレイ装置４０５は、蓄積管理装置１２０の動作状況等を表示する出力装置である。
通信アダプタ４０６は、他の装置との通信を行うアダプタである。
【００３９】
また蓄積管理装置１２０は、蓄積管理処理部４１０と、配信制御処理部４１１と、配信処
理部４１２と、流通情報検査処理部４１３と、流通情報設定処理部４１４とを有している
。
【００４０】
蓄積管理処理部４１０は、デジタル化装置１００で作成された無効版電子書籍を受信して
磁気ディスク装置４０３に蓄積する処理部である。配信制御処理部４１１は、無効版電子
書籍に配信用の暗号化処理を行って配信暗号化電子書籍を生成し、その配信を配信処理部
４１２に指示する処理部である。
【００４１】
配信処理部４１２は、配信制御処理部４１１が作成した配信暗号化電子書籍を販売装置１
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４０へ配信する処理部である。流通情報検査処理部４１３は、無効版電子書籍の流通情報
が正規の流通経路を示している場合に蓄積管理装置１２０での蓄積処理を許可する処理部
である。流通情報設定処理部４１４は、当該蓄積管理センタの蓄積管理装置１２０で蓄積
されていることを示す流通情報を前記受信した無効版電子書籍に設定する処理部である。
【００４２】
蓄積管理装置１２０を蓄積管理処理部４１０、配信制御処理部４１１、配信処理部４１２
、流通情報検査処理部４１３及び流通情報設定処理部４１４として機能させる為のプログ
ラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録され磁気ディスク等に格納された後、メモリに
ロードされて実行されるものとする。なお前記プログラムを記録する媒体はＣＤ－ＲＯＭ
以外の他の媒体でも良い。
【００４３】
図５は本実施形態の販売装置１４０の概略構成を示す図である。図５に示す様に本実施形
態の販売装置１４０は、ＣＰＵ５０１と、メモリ５０２と、磁気ディスク装置５０３と、
キーボード５０４と、ディスプレイ装置５０５と、通信アダプタ５０６と、媒体書込み装
置５０７とを有している。
【００４４】
ＣＰＵ５０１は、販売装置１４０全体の動作を制御する制御装置である。メモリ５０２は
、販売装置１４０の動作を制御する為の各種処理プログラムやデータをロードする記憶装
置である。磁気ディスク装置５０３は、前記各種処理プログラムや電子書籍等のデータを
格納する記憶装置である。
【００４５】
キーボード５０４は、販売装置１４０への操作指示等を入力する入力装置である。ディス
プレイ装置５０５は、販売装置１４０の動作状況等を表示する出力装置である。通信アダ
プタ５０６は、他の装置との通信を行うアダプタである。媒体書込み装置５０７は、選択
された電子書籍を媒体に書き込む装置である。
【００４６】
また販売装置１４０は、配信内容受信処理部５１０と、販売処理部５１１と、コンテンツ
状態制御処理部５１２と、流通情報検査処理部５１３と、流通情報設定処理部５１４とを
有している。
【００４７】
配信内容受信処理部５１０は、蓄積管理装置１２０から配信された配信暗号化電子書籍を
受信して磁気ディスク装置５０３中に格納する処理部である。販売処理部５１１は、配信
された配信暗号化電子書籍の中から選択された特定の配信暗号化電子書籍をコンテンツ状
態制御処理部５１２により個人用電子書籍に変換して顧客に販売する処理部である。
【００４８】
コンテンツ状態制御処理部５１２は、顧客が選択した電子書籍の状態情報に当該顧客によ
る再生処理を許可する値を設定して個人用電子書籍を生成する処理部である。流通情報検
査処理部５１３は、配信暗号化電子書籍の流通情報が正規の流通経路を示している場合に
販売装置１４０での蓄積処理を許可する処理部である。流通情報設定処理部５１４は、当
該販売店の販売装置１４０で販売されたことを示す流通情報を前記個人用電子書籍に設定
する処理部である。
【００４９】
販売装置１４０を配信内容受信処理部５１０、販売処理部５１１、コンテンツ状態制御処
理部５１２、流通情報検査処理部５１３及び流通情報設定処理部５１４として機能させる
為のプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録され磁気ディスク等に格納された後
、メモリにロードされて実行されるものとする。なお前記プログラムを記録する媒体はＣ
Ｄ－ＲＯＭ以外の他の媒体でも良い。
【００５０】
図６は本実施形態の再生装置１５０の概略構成を示す図である。図６に示す様に本実施形
態の再生装置１５０は、ＣＰＵ６０１と、メモリ６０２と、磁気ディスク装置６０３と、
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キーボード６０４と、ディスプレイ装置６０５と、通信アダプタ６０６と、媒体読込み装
置６０７とを有している。
【００５１】
ＣＰＵ６０１は、再生装置１５０全体の動作を制御する制御装置である。メモリ６０２は
、再生装置１５０の動作を制御する為の各種処理プログラムやデータをロードする記憶装
置である。磁気ディスク装置６０３は、前記各種処理プログラムや電子書籍等のデータを
格納する記憶装置である。
【００５２】
キーボード６０４は、再生装置１５０への操作指示等を入力する入力装置である。ディス
プレイ装置６０５は、再生装置１５０の動作状況等を表示する出力装置である。通信アダ
プタ６０６は、他の装置との通信を行うアダプタである。媒体読込み装置６０７は、購入
した個人用電子書籍を媒体から読み込む装置である。
【００５３】
また再生装置１５０は、再生処理部６１０と、流通情報検査処理部６１１とを有している
。
【００５４】
再生処理部６１０は、個人用電子書籍に設定された状態情報が再生装置１５０による再生
処理を許可する値を示している場合にその内容を表示する処理部である。流通情報検査処
理部６１１は、個人用電子書籍の流通情報が正規の流通経路を示している場合に再生装置
１５０での再生処理を許可する処理部である。
【００５５】
再生装置１５０を再生処理部６１０及び流通情報検査処理部６１１として機能させる為の
プログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に記録され磁気ディスク等に格納された後、メ
モリにロードされて実行されるものとする。なお前記プログラムを記録する媒体はＣＤ－
ＲＯＭ以外の他の媒体でも良い。
【００５６】
次に本実施形態のデジタルコンテンツ配信システムにおいて、出版社が所有する書籍をデ
ジタル化し、再生処理を制限した電子書籍を生成する処理について説明する。
【００５７】
図７は本実施形態のデジタル化処理部２１０の処理手順を示すフローチャートである。ス
テップ７０１で原本を出版社から受け取った後、ステップ７０２でデジタル化装置１００
のデジタル化処理部２１０は、前記受け取った原本をデジタル化して電子書籍を生成し、
当該電子書籍の全ての再生処理を禁止する為の状態情報をコンテンツ状態制御処理部２１
１により設定して無効版電子書籍を生成する。また原本に関する商品情報を入力して当該
無効版電子書籍に対応する商品情報を生成する。
【００５８】
図８は本実施形態の無効版電子書籍の一例を示す図である。図８に示す様に本実施形態の
電子書籍８００は、状態情報８０１と、電子書籍本体８０２と、流通情報８０３とを有し
ている。
【００５９】
状態情報８０１は、電子書籍８００の再生処理を制御する為の情報である。電子書籍本体
８０２は、電子書籍８００のデジタルコンテンツ本体である。流通情報８０３は、電子書
籍８００の送信元を示す情報である。
【００６０】
図８に示す様に電子書籍８００の状態情報８０１には該電子書籍の全ての再生処理を禁止
する為の情報として「０」が設定されている。なお電子書籍本体８０２は、電子書籍８０
０を再生するアプリケーションプログラムで定義されたフォーマットで生成されており、
中間言語若しくはバイナリ状態で記載されたアプリケーションコンテナとなっているもの
とする。
【００６１】
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ステップ７０３で流通情報設定処理部２１２は、当該デジタル化センタのデジタル化装置
１００でデジタル化が行われたことを示す流通情報を前記デジタル化で生成された無効版
電子書籍に設定する。
【００６２】
ステップ７０４でコンテンツ状態制御処理部２１１は、当該電子書籍の原本を所有する出
版社での再生処理を許可する状態情報を前記生成した無効版電子書籍に設定して承認用電
子書籍を生成し、出版社の承認装置１１０に送信して承認処理部３１０からの応答を待つ
。
【００６３】
図９は本実施形態の承認用電子書籍の一例を示す図である。図９に示す様に電子書籍８０
０の状態情報８０１には出版社での再生処理を許可する情報として「承認装置ＩＤ」が設
定されている。また流通情報８０３には、デジタル化装置１００でデジタル化が行われた
ことを示す情報としてデジタル化装置１００のＩＤが設定されている。
【００６４】
状態情報８０１に設定されるＩＤとしては、承認装置１１０の装置シリアル番号等を用い
た承認装置ＩＤ、デジタル化センタで予め定めた業者指定ＩＤ、出版社で予め定めたユー
ザ指定ＩＤ、公開鍵、チケット方式のパスワード等があり、また試行版とする場合には制
限時間を設定する。なお単に有効化するだけで良い場合には状態情報８０１に「１」等の
単純なビット情報を設定することとしても良い。
【００６５】
図１０は本実施形態の承認処理部３１０の処理手順を示すフローチャートである。ステッ
プ１００１で承認装置１１０の承認処理部３１０は、デジタル化装置１００で生成された
承認用電子書籍を受信する。
【００６６】
ステップ１００２で流通情報検査処理部３１２は、承認用電子書籍に設定された流通情報
を参照して正規の流通経路で流通しているかを調べ、正規の流通経路で流通している場合
、すなわちデジタル化を依頼したデジタル化装置１００の流通情報が設定されている場合
にはステップ１００３に進み、正規の流通経路で流通していない場合にはステップ１００
４でエラーメッセージを表示して処理を終了する。
【００６７】
ステップ１００３で再生処理部３１１は、承認用電子書籍に設定された状態情報を参照し
て承認装置１１０での再生処理が許可されているかを調べ、再生処理が許可されている場
合にはステップ１００５に進み、承認用電子書籍の内容をディスプレイ装置３０５に表示
する。再生処理が許可されていない場合にはステップ１００４でエラーメッセージを表示
して処理を終了する。
【００６８】
ステップ１００６で承認処理部３１０はオペレータからの入力を受け付け、オペレータか
ら入力された操作内容が承認用電子書籍の内容を承認するものである場合には、ステップ
１００７で流通情報設定処理部３１３により当該出版社の承認装置１１０で承認が行われ
たことを示す流通情報を前記承認用電子書籍に設定し、ステップ１００８で当該承認用電
子書籍と承認メッセージをデジタル化装置１００に送信する。
【００６９】
図１１は本実施形態の承認装置１１０で承認された承認用電子書籍の一例を示す図である
。図１１に示す様に流通情報８０３には、承認装置１１０で承認が行われたことを示す情
報として承認装置１１０のＩＤが設定されている。
【００７０】
ステップ１００６でオペレータから入力された操作内容が承認用電子書籍の修正を指示す
るものである場合にはステップ１００９に進み、オペレータから入力された修正内容を修
正メッセージとしてデジタル化装置１００に送信する。
【００７１】
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ステップ７０５でデジタル化装置１００のデジタル化処理部２１０は、出版社の承認装置
１１０からの応答内容を調べ、前記生成した電子書籍への修正がある場合にはステップ７
０６で修正処理を行った後にステップ７０２に戻り、デジタル化以下の処理を再度行う。
前記生成した承認用電子書籍の内容が承認された場合にはステップ７０７に進み、出版社
から返送された承認用電子書籍の状態情報を全ての再生処理を禁止する値に変更して無効
版電子書籍を生成し、前記生成した無効版電子書籍及びその商品情報を蓄積管理装置１２
０の蓄積管理処理部４１０に送る。
【００７２】
図１２は本実施形態の蓄積管理処理部４１０の処理手順を示すフローチャートである。ス
テップ１２０１で蓄積管理装置１２０の蓄積管理処理部４１０は、デジタル化装置１００
から送信された無効版電子書籍及びその商品情報を受信する。
【００７３】
ステップ１２０２で流通情報検査処理部４１３は、無効版電子書籍に設定された流通情報
を参照して正規の流通経路で流通しているかを調べ、正規の流通経路で流通している場合
、すなわちデジタル化装置１００及び承認装置１１０の流通情報が設定されている場合に
はステップ１２０３に進み、正規の流通経路で流通していない場合にはステップ１２０４
でエラーメッセージを表示して処理を終了する。
【００７４】
ステップ１２０３で流通情報設定処理部４１４は、当該蓄積管理センタの蓄積管理装置１
２０で蓄積していることを示す流通情報を前記受信した無効版電子書籍に設定し、ステッ
プ１２０５で当該無効版電子書籍及びその商品情報を磁気ディスク装置４０３中のデータ
ベースに蓄積する。そしてステップ１２０６ではインデックスの更新等のデータベース更
新処理を行う。
【００７５】
次に本実施形態のデジタルコンテンツ配信システムにおいて、蓄積管理装置１２０に蓄積
された無効版電子書籍を暗号化して販売装置１４０に配信した後、電子書籍の販売を行う
処理について説明する。
【００７６】
図１３は本実施形態の配信制御処理部４１１の処理手順を示すフローチャートである。ス
テップ１３０１で蓄積管理装置１２０の配信制御処理部４１１は、無効版電子書籍を販売
装置１４０に配信する為の配信スケジュールを作成する。ステップ１３０２では、前記配
信スケジュールにより配信される無効版電子書籍及びその商品情報を読み出す。
【００７７】
ステップ１３０３で配信制御処理部４１１は、前記読み出した無効版電子書籍に配信用の
暗号化処理を行って配信暗号化電子書籍を生成し、前記配信スケジュールに従った配信暗
号化電子書籍の配信を配信処理部４１２に指示する。ステップ１３０４で配信処理部４１
２は、前記配信スケジュールに従って各販売装置１４０に前記配信暗号化電子書籍及びそ
の商品情報を配信する。
【００７８】
ステップ１３０５では、当該配信スケジュールにより配信処理が行われる各販売装置１４
０に前記配信暗号化電子書籍及びその商品情報の配信を行ったかどうかを調べる。まだ各
販売装置への配信を完了していない場合にはステップ１３０４に戻って処理を続行し、各
販売装置への配信を完了した場合には当該処理を終了する。なお通信衛星等を利用した複
数の販売装置１４０への同報通信を行って、当該配信スケジュールにより配信処理が行わ
れる各販売装置への前記配信暗号化電子書籍及びその商品情報の配信を一度に行っても良
い。
【００７９】
図１４は本実施形態の配信内容受信処理部５１０の処理手順を示すフローチャートである
。ステップ１４０１で販売装置１４０の配信内容受信処理部５１０は、蓄積管理装置１２
０から配信された配信暗号化電子書籍及びその商品情報を受信し、磁気ディスク装置５０
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３に格納する。ステップ１４０２では、前記受信した商品情報を以前の商品情報に追加し
、顧客が購入する電子書籍を選択する際の検索処理に用いられるデータを更新する。ステ
ップ１４０３では、磁気ディスク装置５０３の空き容量を調べ、その値に応じて最近販売
に使われていないデータを削除する等のディスク管理処理を行う。
【００８０】
図１５は本実施形態の販売処理部５１１の処理手順を示すフローチャートである。ステッ
プ１５０１で販売装置１４０の販売処理部５１１は、ディスプレイ装置５０５に電子書籍
の検索を行う為のＧＵＩ（Graphical User Interface）を表示し、顧客が入力する検索条
件を受け付ける。顧客から検索条件が入力されるとステップ１５０２で販売装置１４０中
の商品情報を検索し、前記受け付けた検索条件に一致する電子書籍の商品情報を読み出す
。ステップ１５０３では前記検索の結果得られた電子書籍の商品情報をディスプレイ装置
５０５に表示し、顧客による電子書籍の選択を受け付ける。
【００８１】
ステップ１５０４では、前記表示された商品情報中の特定の電子書籍が顧客により選択さ
れたかどうかを調べ、電子書籍の選択が行われた場合にはステップ１５０５に進む。再検
索が指示された場合にはステップ１５０１に戻り、検索条件の入力を再度受け付ける。
【００８２】
ステップ１５０５では、配信された配信暗号化電子書籍の中から前記選択された特定の配
信暗号化電子書籍を復号化して無効版電子書籍を生成する。ステップ１５０６で流通情報
設定処理部５１４は、当該販売店の販売装置１４０で販売されたことを示す流通情報を前
記無効版電子書籍に設定する。
【００８３】
ステップ１５０７でコンテンツ状態制御処理部５１２は、顧客による再生処理を許可する
状態情報を前記無効版電子書籍に設定して個人用電子書籍を生成する。また個人用電子書
籍を生成する際に暗号化処理を併用しても良い。状態情報に設定されるＩＤとしては、顧
客の再生装置１５０の装置シリアル番号、販売店で予め定めた業者指定ＩＤ、顧客が予め
定めたユーザ指定ＩＤ、公開鍵、チケット方式のパスワード等があり、また試行版とする
場合には制限時間を設定する。なお単に有効化するだけで良い場合には状態情報に「１」
等の単純なビット情報を設定することとしても良い。
【００８４】
ステップ１５０８では、前記生成した個人用電子書籍を媒体書込み装置５０７により媒体
に複写したり、通信ケーブルやインターネット等の通信回線を介して再生装置１５０へダ
ウンロードさせたりして顧客に販売する。前記の様にして販売された個人用電子書籍を読
む場合には再生装置１５０を用いる。
【００８５】
図１６は本実施形態の再生処理部６１０の処理手順を示すフローチャートである。ステッ
プ１６０１で再生装置１５０の再生処理部６１０は、個人用電子書籍が書き込まれた媒体
やダウンロードされた個人用電子書籍ファイルにアクセスすることにより、前記販売され
た個人用電子書籍の内容を読み込む。
【００８６】
ステップ１６０２で流通情報検査処理部６１１は、個人用電子書籍に設定された流通情報
を参照して正規の流通経路で流通しているかを調べ、正規の流通経路で流通している場合
、すなわちデジタル化装置１００、承認装置１１０、蓄積管理装置１２０及び販売装置１
４０の流通情報が設定されている場合にはステップ１６０３に進み、正規の流通経路で流
通していない場合にはステップ１６０４でエラーメッセージを表示して処理を終了する。
【００８７】
ステップ１６０３では、個人用電子書籍に設定された状態情報を参照し、その顧客が所有
する再生装置１５０に格納されている個人ＩＤと比較してその再生装置１５０での再生処
理が許可されているかを調べ、再生処理が許可されている場合にはステップ１６０５に進
み、顧客からの操作指示を入力して個人用電子書籍の内容をディスプレイ装置６０５に表
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示する。再生処理が許可されていない場合にはステップ１６０４でエラーメッセージを表
示して処理を終了する。
【００８８】
前記の様に本実施形態では、電子書籍を無効版の状態で蓄積しており、有効化する場合で
も特定の利用者のみに対して有効化するので、利用の許可されていない者が、その電子書
籍のコピー、持ち出しまたはダウンロードを行ったとしてもその内容を読み出して使用す
ることはできない。また電子書籍に設定された状態情報の値に応じて当該電子書籍の再生
処理を制御するので、電子書籍の状態情報の値を出版社向けや顧客向けに変更することに
より、再生が許可される利用者を容易に変更することが可能である。
【００８９】
以上説明した様に本実施形態のデジタルコンテンツ不正使用防止システムによれば、デジ
タルコンテンツに設定された状態情報の値に応じて当該デジタルコンテンツの再生処理を
制御するので、各種センタ及び販売店内部でのデジタルコンテンツの不正使用を防止する
ことが可能である。
【００９０】
【発明の効果】
本発明によればデジタルコンテンツに設定された状態情報の値に応じて当該デジタルコン
テンツの再生処理を制御するので、各種センタ及び販売店内部でのデジタルコンテンツの
不正使用を防止することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態のデジタルコンテンツ配信システムの概略構成を示す図である。
【図２】本実施形態のデジタル化装置１００の概略構成を示す図である。
【図３】本実施形態の承認装置１１０の概略構成を示す図である。
【図４】本実施形態の蓄積管理装置１２０の概略構成を示す図である。
【図５】本実施形態の販売装置１４０の概略構成を示す図である。
【図６】本実施形態の再生装置１５０の概略構成を示す図である。
【図７】本実施形態のデジタル化処理部２１０の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】本実施形態の無効版電子書籍の一例を示す図である。
【図９】本実施形態の承認用電子書籍の一例を示す図である。
【図１０】本実施形態の承認処理部３１０の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】本実施形態の承認装置１１０で承認された承認用電子書籍の一例を示す図であ
る。
【図１２】本実施形態の蓄積管理処理部４１０の処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】本実施形態の配信制御処理部４１１の処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】本実施形態の配信内容受信処理部５１０の処理手順を示すフローチャートであ
る。
【図１５】本実施形態の販売処理部５１１の処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】本実施形態の再生処理部６１０の処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１００…デジタル化装置、１１０…承認装置、１２０…蓄積管理装置、１４０…販売装置
、１５０…再生装置、２０１…ＣＰＵ、２０２…メモリ、２０３…磁気ディスク装置、２
０４…キーボード、２０５…ディスプレイ装置、２０６…通信アダプタ、２０７…スキャ
ナ、２１０…デジタル化処理部、２１１…コンテンツ状態制御処理部、２１２…流通情報
設定処理部、３０１…ＣＰＵ、３０２…メモリ、３０３…磁気ディスク装置、３０４…キ
ーボード、３０５…ディスプレイ装置、３０６…通信アダプタ、３１０…承認処理部、３
１１…再生処理部、３１２…流通情報検査処理部、３１３…流通情報設定処理部、４０１
…ＣＰＵ、４０２…メモリ、４０３…磁気ディスク装置、４０４…キーボード、４０５…
ディスプレイ装置、４０６…通信アダプタ、４１０…蓄積管理処理部、４１１…配信制御
処理部、４１２…配信処理部、４１３…流通情報検査処理部、４１４…流通情報設定処理
部、５０１…ＣＰＵ、５０２…メモリ、５０３…磁気ディスク装置、５０４…キーボード
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、５０５…ディスプレイ装置、５０６…通信アダプタ、５０７…媒体書込み装置、５１０
…配信内容受信処理部、５１１…販売処理部、５１２…コンテンツ状態制御処理部、５１
３…流通情報検査処理部、５１４…流通情報設定処理部、６０１…ＣＰＵ、６０２…メモ
リ、６０３…磁気ディスク装置、６０４…キーボード、６０５…ディスプレイ装置、６０
６…通信アダプタ、６０７…媒体読込み装置、６１０…再生処理部、６１１…流通情報検
査処理部、８００…電子書籍、８０１…状態情報、８０２…電子書籍本体、８０３…流通
情報。

【図１】 【図２】

【図３】
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