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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツサーバから送信されてくる動画コンテンツを受信し、前記コンテンツサーバ
から送信されてくる、前記動画コンテンツの利用条件を表し、前記動画コンテンツから静
止画像の取得を認めるか否かを表す情報を含む利用条件メタデータを受信する受信装置と
、
　前記受信した動画コンテンツを再生する再生手段と、
　操作装置に対するユーザの入力によって指定された、前記再生手段で再生した前記動画
コンテンツの特定箇所を表す情報を前記コンテンツサーバに送信し、前記受信した利用条
件メタデータに含まれる情報により表される利用条件を満たす範囲内で、前記特定箇所を
表す情報を送信することに応じて前記コンテンツサーバから送信されてくる、前記特定箇
所に対応し、前記再生手段で再生可能な静止画像データを受信して取得し、ユーザを特定
する情報とともに、前記静止画像データの取得に関する、前記静止画像データの取得元の
前記動画コンテンツの識別情報を含む履歴情報を前記コンテンツサーバに送信し、前記静
止画像データの利用に関する課金を行わせるネットワーク接続装置と
　を備え、
　前記受信装置は、さらに、前記動画コンテンツと共に当該動画コンテンツに関連付けら
れた複数の暗号化された静止画像データを受信し、
　前記ネットワーク接続装置は、前記暗号化された静止画像データを復号化する暗号鍵を
送信することを前記コンテンツサーバに要求し、前記要求に応じて前記コンテンツサーバ
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から送信されてきた暗号鍵を受信し、前記受信した暗号鍵を用いて前記特定箇所に対応す
る前記静止画像データを復号化して取得する
　再生装置。
【請求項２】
　前記ネットワーク接続装置は、さらに、前記取得した静止画像データの利用条件を表す
情報を受信し、前記静止画像データと、前記受信した利用条件を表す情報と、を他の再生
装置に送信する
　請求項１に記載の再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再生装置に関し、詳しくは、利用条件に従ってコンテンツを利用することに
よりコンテンツの２次利用を可能にするものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のデジタル放送の開始や、インターネットの普及に伴って、デジタルデータで構成
されたコンテンツの流通が盛んになってきた。
　例えば、デジタル放送では、放送波によって番組（動画コンテンツなど）を放送し、視
聴者はこれをデジタル放送に対応した再生装置（テレビ受像器、セットトップボックスな
ど）で受信して再生する。
　更に、再生装置と放送局をインターネットで接続し、放送局と視聴者が双方向に通信を
行うことも可能である。
【０００３】
　ここで、セットトップボックスとは、ケーブルテレビ放送やデジタル放送を受信する機
能に加え、内蔵のハードディスクに番組を録画して再生したり、ネットワークに接続した
りなどの機能を備えた情報端末である。
　セットトップボックスは、例えば、テレビ受像器の上などに設置され、セットトップボ
ックスで再生した番組はテレビ受像器で視聴することができる。
【０００４】
　最近では、再生装置として大容量のハードディスクやＤＶＤ（ＤｉｇｉｔａｌＶｅｒｓ
ａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ）に番組を録画して蓄積することが可能な録画機能や、薄型で大画
面のプラズマディスプレイや液晶ディスプレイを備えたものが普及しつつある。
　これらデジタル化されたコンテンツは、複製しても品質が劣化しないという特性があり
、このため、デジタル化されたコンテンツの著作権を如何に保護するかが重要な課題とな
っている。
【０００５】
　ところで、デジタル化されたコンテンツにはメタデータと呼ばれる付加情報を付随させ
ることが行われている。
　メタデータは、例えば、コンテンツのタイトル、概要、時間情報など、当該コンテンツ
に関する情報が記載されており、例えば、検索処理など様々な目的で使用される。
　このようにメタデータを用いた技術に次の情報処理装置がある。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２０３０８０公報
【０００７】
　この技術は、例えば、ユーザが撮影したデジタル画像などに付加するメタデータの作成
を支援するものである。このメタデータを用いてデジタル画像の検索や整理などを行うこ
とができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　現行のコンテンツ配信システムでは、配信されたコンテンツを２次利用するための保護
技術や著作権への対応が確立されておらず、コンテンツの２次利用が促進されていないと
いう問題がある。
　例えば、放送された動画コンテンツの一部を静止画像として抽出して（切り出して）大
型ディスプレイに表示させ、インテリアとして利用したいとの要望がある。
【０００９】
　現に、ハードディスク録画機の中にはデジタルカメラで撮影した静止画像を保存し、大
型ディスプレイに出力するものが存在する。また、ハイビジョン放送では高精細な画像が
得られるため、これから静止画像を抽出するとポスターや絵画を鑑賞するのと同程度の品
質を達成できる。
【００１０】
　しかし、現在は、著作権上の問題などから動画コンテンツから静止画像を抽出して表示
することは困難であり、再生装置にもそのような機能は搭載されていない。
　以上の動画コンテンツからの静止画像の抽出は、コンテンツの２次利用の一例であるが
、他の２次利用の場合も著作権上の理由から実施が困難である。
　このように、高品質なコンテンツを安全に保護された状態で２次利用できる仕組みが望
まれている。
【００１１】
　そこで、本発明の目的は、予め設定した利用条件の範囲内でユーザがコンテンツの２次
利用を行うことができるように再生装置を制御する仕組みを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の再生装置は、コンテンツサーバから送信されてくる動画コンテンツを受信し、
前記コンテンツサーバから送信されてくる、前記動画コンテンツの利用条件を表し、前記
動画コンテンツから静止画像の取得を認めるか否かを表す情報を含む利用条件メタデータ
を受信する受信装置と、前記受信した動画コンテンツを再生する再生手段と、操作装置に
対するユーザの入力によって指定された、前記再生手段で再生した前記動画コンテンツの
特定箇所を表す情報を前記コンテンツサーバに送信し、前記受信した利用条件メタデータ
に含まれる情報により表される利用条件を満たす範囲内で、前記特定箇所を表す情報を送
信することに応じて前記コンテンツサーバから送信されてくる、前記特定箇所に対応し、
前記再生手段で再生可能な静止画像データを受信して取得し、ユーザを特定する情報とと
もに、前記静止画像データの取得に関する、前記静止画像データの取得元の前記動画コン
テンツの識別情報を含む履歴情報を前記コンテンツサーバに送信し、前記静止画像データ
の利用に関する課金を行わせるネットワーク接続装置とを備え、前記受信装置は、さらに
、前記動画コンテンツと共に当該動画コンテンツに関連付けられた複数の暗号化された静
止画像データを受信し、前記ネットワーク接続装置は、前記暗号化された静止画像データ
を復号化する暗号鍵を送信することを前記コンテンツサーバに要求し、前記要求に応じて
前記コンテンツサーバから送信されてきた暗号鍵を受信し、前記受信した暗号鍵を用いて
前記特定箇所に対応する前記静止画像データを復号化して取得する。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によると、ユーザは、予め設定した利用条件の範囲内でコンテンツの２次利用を
行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（実施の形態の概要）
　コンテンツに付属するメタデータにユーザがコンテンツを２次利用できる範囲を記述し
ておき、再生装置は、このメタデータに記述された範囲内で動画コンテンツが利用される
ように制御を行う。
【００１５】
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　より具体的に、本実施の形態では、コンテンツの２次利用の一例として、動画コンテン
ツから静止画像を抽出する場合について説明する。
　コンテンツ提供事業者は、動画コンテンツと利用条件メタデータを再生装置に送信する
。
　利用条件メタデータには動画コンテンツの２次利用を規定する条件（静止画像を抽出で
きるか否かなど）が記述されている。
【００１６】
　再生装置は、利用条件メタデータを解析し、利用条件の範囲内で動画コンテンツから静
止画像を抽出するように制御する制御機構を備えている。
　更に、再生装置は、ユーザが静止画像を抽出した場合は、これをユーザメタデータとし
て記録して課金システムに送信する。
　課金システムは、ユーザメタデータを用いてユーザに対して課金処理を行う。
【００１７】
　以上の仕組みにより、ユーザは、コンテンツ提供事業者が利用条件で設定した範囲内で
動画コンテンツから静止画像を抽出することができ、また、コンテンツ提供事業者は、動
画コンテンツの２次利用に対して課金処理を行うことができる。
【００１８】
　（実施の形態の詳細）
　本実施の形態では、コンテンツの２次利用の一例として、動画コンテンツから静止画像
を抽出する場合について説明する。
　図１は、本実施の形態のコンテンツ流通システムの一例を説明するための図である。
　コンテンツ流通システム１は、コンテンツサーバ２と、再生装置３がネットワーク４を
介して接続可能に配設されて構成されている。
　図では、再生装置３が１台のみ図示されているが、これは複数台存在するうちの１台を
代表例として示したものである。
【００１９】
　コンテンツサーバ２は、コンテンツ提供事業者の運営する放送局に設置されたサーバ装
置であって、動画コンテンツの送信、利用条件メタデータの送信、静止画像の取得に対す
る課金処理を行う。
　本実施の形態では、一例として、コンテンツサーバ２にこれら３つの機能を具備させる
が、コンテンツを提供するコンテンツ提供サーバ装置、利用条件メタデータを提供する利
用条件メタデータ提供サーバ装置、及び課金処理を行う課金サーバ装置からなるサーバシ
ステムにより構成することもできる。
【００２０】
　コンテンツサーバ２は、放送波（電波）を空間に放射するためのアンテナを備えた放送
システムに接続されており、放送波を用いて動画コンテンツと利用条件メタデータを送信
する。
　この放送波は、放送局のアンテナから直接再生装置３のアンテナに送信されてもよいし
、あるいは、放送衛星や通信衛星を介して送信されてもよい。あるいは、光ケーブルなど
の通信媒体を介して送信されてもよい。
【００２１】
　この放送波は、動画コンテンツを送信するためのコンテンツ用の帯域とこれに付随する
データを送信するデータ用の帯域を備えており、コンテンツサーバ２は、データ用の帯域
を用いて利用条件メタデータを送信する。
　利用条件データは、例えば、動画コンテンツの放送中にデータカルーセル方式により繰
り返し送信し、それらのうちの何れかが再生装置３に受信されるようになっている。
【００２２】
　ここで、データカルーセル方式とは、データを所定間隔で繰り返し送信する方式である
。データカルーセル方式を採用すると、例えば、ユーザが動画コンテンツを途中から視聴
し始めた場合でも、その動画コンテンツの利用条件メタデータを受信することができる。
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【００２３】
　動画コンテンツは、例えば、映画やその他の著作物を動画によって再生可能に生成した
デジタルデータであり、例えば、ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒ
ｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）形式にて生成されている。
　動画コンテンツには音声データを含めることもでき、動画に同期させて音声を再生する
こともできる。
【００２４】
　利用条件メタデータは、ユーザが動画コンテンツを利用できる範囲についての権利許諾
情報（利用条件）を予め記述した権利記述メタデータであって、例えば、ＸｒＭＬ（ｅＸ
ｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｒｉｇｈｔｓ　Ｍａｒｋ－ｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）言語で記述され
る。ＸｒＭＬ言語は、ＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋ－ｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇ
ｅ）言語の一種であって、コンテンツに関する権利内容を記述するものとして標準化され
ているマークアップ言語である。
【００２５】
　利用条件メタデータでは、例えば、動画コンテンツから静止画像の取得を認めるか否か
、静止画像のプリントを認めるか否か、コピーを認めるか否か、プリントアウトやコピー
を認める場合その回数、動画コンテンツを２次利用できる利用期間、２次利用できる権利
を会員に限定する、といった動画コンテンツの利用を制限する内容のほか、２次利用に対
する利用料金や課金処理の要求先といった課金処理に関する内容を記述することができる
。
【００２６】
　これによって、例えば「ある視聴者（ユーザ）は、動画コンテンツＡに対して、５００
円で１０フレーム分の静止画像を抽出することができる」といった内容を動画コンテンツ
に対して設定することができる。
【００２７】
　また、後述するように再生装置３は、静止画像抽出に関する履歴を記録したユーザメタ
データを生成し、ネットワーク４を経由してコンテンツサーバ２に送信するようになって
おり、コンテンツサーバ２は、ユーザが抽出した静止画像を特定することができる。
【００２８】
　このように利用条件メタデータで利用条件を規定することにより、ユーザは動画コンテ
ンツの著作権者が許諾した範囲内で動画コンテンツから静止画像を抽出することができ、
また、コンテンツ提供事業者は、静止画像を抽出できる範囲を設定すると共に静止画像抽
出に際しての課金処理をきめ細かく行うことができる。
【００２９】
　再生装置３は、例えば、デジタル放送に対応したテレビ受像器やセットトップボックス
を設置したテレビ受像器などで構成されている。
　再生装置３は、放送波を受信するアンテナに接続されており、コンテンツサーバ２が送
信した動画コンテンツと利用条件メタデータを受信することができる。
【００３０】
　再生装置３は、利用条件メタデータを受信しながら順次解析し、その結果に基づいて再
生装置３での情報処理を制御しながら動画コンテンツを再生する。
　より詳細には、再生装置３は、まず利用条件メタデータを解析して動画コンテンツから
静止画像を抽出できるか否かを確認する。
　そして、ユーザが静止画像を抽出しようとした場合、これが認められている場合は静止
画像の抽出処理を行い、認められていない場合は、抽出処理を行わずにアラームを発する
などする。
【００３１】
　なお、再生装置３は、リアルタイムで放送されている動画コンテンツから静止画像を抽
出できるほか、放送された動画コンテンツをハードディスクやＤＶＤなどの記憶媒体に録
画しておき、これらの録画データを用いて静止画像を抽出することもできる。
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　そのため、動画コンテンツを利用する場合は、利用条件メタデータを記憶しておくこと
もできる。
【００３２】
　再生装置３は、例えば、耐タンパ装置（後述）などを用いて抽出した静止画像をセキュ
アに保存することができる。
　そして、抽出した静止画像にも利用条件メタデータの利用条件が及ぶ場合、再生装置３
は、保存した静止画像の利用も制御することができる。
【００３３】
　更に、再生装置３は、ユーザによる動画コンテンツの利用状況に関する履歴をユーザメ
タデータとして蓄積する。
　蓄積する情報としては、例えば、ユーザが視聴した動画コンテンツの識別情報、利用日
時、操作状況（一時停止、早送り、巻き戻しなど、）など、動画コンテンツの再生に関す
るもののほか、静止画像を抽出した場合の抽出元の動画コンテンツの識別情報、抽出日時
、抽出場面など静止画像抽出に関するものがある。
　更に、抽出した静止画像の利用状況をユーザメタデータとして記録することもできる。
【００３４】
　再生装置３は、静止画像の抽出など、課金処理を伴うユーザメタデータをネットワーク
４を経由してコンテンツサーバ２に送信する。
　ユーザメタデータには、課金処理に必要な情報が含まれており、コンテンツサーバ２は
これによって課金処理を行うことができる。
　なお、本実施の形態では、課金処理を伴うユーザメタデータをコンテンツサーバ２に送
信することとするが、これに限定するものではなく、例えば、再生装置３に蓄積されたユ
ーザメタデータの全てをコンテンツサーバ２に送信することもできる。これによって、例
えば、視聴率の調査など、各種の統計処理を行うことができる。
【００３５】
　ネットワーク４は、例えば、インターネットなどのＩＰネットワークによって構成され
ており、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）などの所定のプロトコルを用いて通信可能に構
成されている。また、ネットワーク４は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ）やＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などによって構成されてもよい。
【００３６】
　次に、図２のブロック図を用いて再生装置３、及びコンテンツサーバ２の機能的な構成
について説明する。
　再生装置３は、クライアントアプリケーション部１０、課金処理部１１、メタデータ生
成部１２、メタデータＤＢ（データベース）１３、利用条件判定部１４、コンテンツレン
ダラ部１６、画像抽出部２２、タイマ２３などから構成されている。
【００３７】
　利用条件判定部１４は、コンテンツサーバ２から利用条件メタデータを取得してこれを
解析する。利用条件メタデータは、暗号化されて送信され、利用条件判定部１４で復号化
される。利用条件判定部１４は、利用条件取得部を構成している。
　利用条件判定部１４は、解析した利用条件をレンダラ制御部１７やクライアントアプリ
ケーション部１０に提供する。
【００３８】
　コンテンツレンダラ部１６は、コンテンツサーバ２から動画コンテンツを取得してこれ
を再生する機能部であって、レンダラ制御部１７、ストリームレンダラ部１８、ブラウザ
部１９から構成されている。
　コンテンツレンダラ部１６は、コンテンツを受信するコンテンツ受信手段と、受信した
コンテンツを再生する再生手段を構成している。
【００３９】
　レンダラ制御部１７は、利用条件判定部１４での解析結果に基づいて動画コンテンツか
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ら静止画像の抽出の制御などを行う。
　即ち、利用条件判定部１４での解析結果から動画コンテンツから静止画像を抽出するこ
とが許諾されているか否かを確認し、許諾されている場合は、画像抽出部２２に対して静
止画像の抽出を許可する。
【００４０】
　また、再生装置３には、ユーザが特定のサービスグループやサービス会員に登録してい
るか否かといったような、ユーザの属性を記憶させておくことができ、レンダラ制御部１
７は、ユーザ属性と利用条件メタデータとから判断して静止画像の抽出を画像抽出部２２
に許可することもできる。
【００４１】
　具体的には、例えば、利用条件メタデータには「画像クラブの会員には静止画像の抽出
を許諾する」との条件を記述しておく。そして、レンダラ制御部１７は、ユーザが「画像
クラブ」の会員か否かを判断し（再生装置３は、ユーザが「画像クラブ」の会員であるこ
とを記憶している）、ユーザが「画像クラブ」の会員である場合には、画像抽出部２２に
静止画像の抽出を許可する。
【００４２】
　ストリームレンダラ部１８は、コンテンツサーバ２から受信した動画コンテンツ（暗号
化されている）を復号化した上、動画がブラウザ部１９で再生されるように処理を行う（
レンダリング処理）。
　ブラウザ部１９は、ストリームレンダラ部１８が処理した動画コンテンツの表示と音声
の出力を行う。
【００４３】
　画像抽出部２２は、ユーザが静止画像を抽出する場面を指定すると、静止画像の抽出が
許諾されていることをレンダラ制御部１７に確認した後、動画コンテンツを用いてその場
面を表示する静止画像データを生成して記憶する。
　この静止画像データは、例えば、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　
Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）形式にて生成される。
　抽出した静止画像は、コンテンツレンダラ部１６で再生可能な対応情報を構成しており
、画像抽出部２２は、対応情報取得手段を構成している。
【００４４】
　換言すれば、画像抽出部２２は、動画コンテンツから、その一場面（特定箇所）を表示
する静止画コンテンツ（対応情報）を生成すると言うことができる。
　画像抽出部２２が記憶した静止画像データは、ブラウザ部１９で表示することができる
。静止画像の表示にも利用条件が課されている場合は、レンダラ制御部１７が静止画像の
表示を制御する。
【００４５】
　更に、画像抽出部２２は、コンテンツレンダラ部１６から抽出する場面を特定する識別
情報や放送チャネルを特定するチャネル情報などを取得し、静止画像を抽出した時刻をタ
イマ２３から取得する。
　静止画像を抽出する場面を特定する場面特定情報としては、例えば、時間情報（ＭＰＥ
Ｇ－２　ＴＳのＰＴＳ（Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔａｍｐ））やフレー
ム情報を利用することができる。
【００４６】
　メタデータ生成部１２は、ユーザが再生装置３を操作した操作履歴を記録したユーザメ
タデータを生成する。
　ユーザが動画コンテンツから静止画像を抽出した場合、ユーザメタデータには、例えば
、動画コンテンツを特定する識別情報、抽出した静止画像の場面特定情報、画像値を抽出
した日時、などが含まれる。
　ユーザメタデータは、静止画像の取得に関する履歴情報であり、メタデータ生成部１２
は、履歴情報生成手段を構成している。
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【００４７】
　また、抽出した静止画像の利用（表示や譲渡など）に課金を行う場合、これに関するユ
ーザメタデータを生成することもできる。
　この場合、静止画像を特定する静止画像特定情報、静止画像の利用日時、利用内容など
の静止画像情報がユーザメタデータに含まれる。
【００４８】
　メタデータＤＢ１３は、メタデータ生成部１２が生成したユーザメタデータや利用条件
判定部１４が取得した利用条件メタデータを蓄積するデータベースである。
　メタデータＤＢ１３に記憶されたユーザメタデータは課金処理に利用することができ、
メタデータＤＢ１３に記憶された利用条件メタデータは、録画した動画コンテンツを再生
する場合、その動画コンテンツの利用条件として使用することができる。
【００４９】
　課金処理部１１は、ユーザメタデータをメタデータＤＢ１３から取得してコンテンツサ
ーバ２に送信する。課金処理部１１は、履歴情報送信手段を構成している。
　課金処理部１１が送信したユーザメタデータを元に課金処理が行われる。本実施の形態
では、ユーザが静止画像を抽出した後に課金を行う後払い方式を採用している。
【００５０】
　クライアントアプリケーション部１０は、ユーザからの操作を受け付けると共に、コン
テンツレンダラ部１６、画像抽出部２２、メタデータ生成部１２、課金処理部１１などの
各機能部と連携してこれらを動作させ、ユーザに動画コンテンツや抽出した静止画像を用
いたサービスを提供する。
【００５１】
　ユーザからの操作の受け付けは、例えば、メニュー画面をユーザに提供してメニュー項
目を選択させたり、リモコン操作を受け付けることにより行う。
　そして、クライアントアプリケーション部１０は、受け付けた指示内容に従って、チャ
ネルの切り替え、静止画像の抽出指示、抽出した静止画像の表示指示、録画指示、録画し
た動画の呼び出し及び再生などを行うことができる。
　クライアントアプリケーション部１０は、再生した動画コンテンツの特定箇所（静止画
像を抽出したい場面）の指定を受け付ける指定受付手段を構成している。
【００５２】
　クライアントアプリケーション部１０は、コンテンツレンダラ部１６に対しては、動画
コンテンツの再生や抽出した静止画像の表示を行わせる。
　より詳細には、クライアントアプリケーション部１０は、チャネルの切り替えを受け付
けたり、現在放送されている動画コンテンツを順次再生させたり、ハードディスクやＤＶ
Ｄに録画されている動画コンテンツを呼び出して再生させたり、画像抽出部２２に記憶さ
れている静止画像を呼び出して表示させたりすることができる。
【００５３】
　クライアントアプリケーション部１０は、現在放送されている動画コンテンツに関して
は、再生中にユーザがリモコンの「静止画像取得」ボタンを押すなどして静止画像を抽出
する場面を指定させることができる。
　また、録画した動画コンテンツに関しては、再生開始、一時停止（ポーズ）、早送り、
巻き戻し、スロー再生、コマ送りなどの各種の操作をユーザに行わせて場面を選択させ、
静止画像の抽出指示を受け付けることができる。
【００５４】
　更に、クライアントアプリケーション部１０は、画像抽出部２２に対しては、静止画像
の抽出を指示し、また、抽出した静止画像の静止画像情報を画像抽出部２２から受け取る
。
　利用条件メタデータにより静止画像の抽出が認められていない場合は、例えば、ブラウ
ザ部１９にエラーメッセージを表示させるなどしてユーザに通知することができる。
【００５５】
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　そして、クライアントアプリケーション部１０は、メタデータ生成部１２に対しては、
抽出した静止画像の静止画像情報を渡し、ユーザメタデータの生成を指示する。
　なお、静止画像の抽出以外の処理に対して（例えば、静止画像の利用、動画コンテンツ
の操作履歴など）ユーザメタデータを生成する場合は、これらの情報をメタデータ生成部
１２に渡してユーザメタデータの生成を指示する。
【００５６】
　加えて、クライアントアプリケーション部１０は、課金処理部１１に対しては、ユーザ
メタデータをコンテンツサーバ２に送信するように指示する。この送信指示は、例えば、
一定期間ごとあるいは操作イベントごとに行う。
　この指示により、課金処理部１１は、メタデータＤＢ１３から未送信のユーザメタデー
タを読み出してコンテンツサーバ２に送信する。
【００５７】
　以上のように、再生装置３は、動画コンテンツと利用条件メタデータを受信し、コンテ
ンツレンダラ部１６で再生したコンテンツの特定箇所（静止画像を取得したい場面）の指
定を受け付け、利用条件メタデータの利用条件（静止画像を抽出できるか否か）を満たす
範囲内で、前記指定された特定箇所に対応し、コンテンツレンダラ部１６で再生可能な対
応情報（静止画像）を取得する。
【００５８】
　一方、コンテンツサーバ２は、課金システム３１、利用条件提供部３２、利用条件メタ
データＤＢ（データベース）３３、コンテンツ提供部３４、コンテンツＤＢ（データベー
ス）３５などから構成されている。
【００５９】
　コンテンツ提供部３４は、コンテンツＤＢ３５から動画コンテンツを読み出して再生装
置３に送信する。コンテンツ提供部３４は、動画コンテンツを複数のチャネルを経由して
用いて送信する。各チャネルには番組表が用意されており、コンテンツ提供部３４は、こ
れら番組表に従って、コンテンツＤＢ３５から動画コンテンツを読み出して送信する。コ
ンテンツ提供部３４は、コンテンツ送信手段を構成している。
【００６０】
　コンテンツＤＢ３５は、動画コンテンツを蓄積したデータベースである。各動画コンテ
ンツには、識別情報が付与してあり、これによってコンテンツ提供部３４は、動画コンテ
ンツを識別することができる。
【００６１】
　利用条件提供部３２は、利用条件メタデータＤＢ３３から現在放送している動画コンテ
ンツの利用条件メタデータを読み出して再生装置３に送信する。
　利用条件提供部３２は、例えば、データカルーセル方式で利用条件メタデータを送信す
る。利用条件提供部３２は、利用条件送信手段を構成している。
【００６２】
　利用条件メタデータＤＢ３３は、コンテンツＤＢ３５に蓄積されている動画コンテンツ
の利用条件メタデータを蓄積したデータベースである。
　各利用条件メタデータには、対応する動画コンテンツの識別情報が付与されており、利
用条件提供部３２が、放送されている動画コンテンツに対応する利用条件メタデータを検
索できるようになっている。
【００６３】
　課金システム３１は、再生装置３からユーザメタデータを受信して課金処理を行う。
　ユーザメタデータは、ユーザを特定する情報と共に送信されるようになっており、これ
によって、課金システム３１は、ユーザごとに課金情報を集計することができる。
　課金システム３１は、履歴情報取得手段と、課金手段を構成している。
【００６４】
　各ユーザは、氏名、年齢、住所などの個人情報のほか、クレジットカード番号、銀行口
座など、課金した金額の支払い方法をコンテンツサーバ２に予め登録してあり、課金シス
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テム３１は、これらユーザ情報に基づいて、所定期間ごとに（例えば、月に１度）各ユー
ザから静止画像の抽出料金を徴収する。
【００６５】
　本実施の形態では料金設定を一律とし、静止画像抽出１回につき５０円などと設定する
が、柔軟に料金設定を行うことが可能である。
　例えば、条件指定として、静止画像の品質を高品質、中品質、低品質などダウンコンバ
ートすることにより値段に選択肢を設けたりすることも可能である。
　また、人気のある俳優の静止画像を抽出した場合は高い料金を設定し、スポンサーの提
供するコマーシャルを抽出した場合は無料に設定するなど、静止画像の付加価値や目的に
応じて値段設定を変化させることができる。
【００６６】
　これにより、例えば、次のような料金設定が可能である。
　「Ａさんは、月曜日午後９時からＡＢＣテレビで放映されているドラマを見ている最中
、ある人気俳優の大ファンだったので彼の出ているシーンを１つ静止画像として取得した
。一方、Ｂさんは同じドラマを見ているときに新人の俳優がでているシーンを１つ静止画
像として保存した。更に、Ｃさんは番組の途中で流された自動車会社のコマーシャルの静
止画像を取得した。
　ドラマ終了後、決済依頼が届いたがその内容を見てみると、Ａさんの場合は人気俳優の
静止画像だったので一枚５００円、Ｂさんの取得した新人俳優の静止画像は一枚１００円
、Ｃさんが取得した自動車会社のコマーシャルの静止画像は無料になっていた。」
【００６７】
　上の例では、ユーザは、コンテンツ提供事業者から決済依頼が届いて（ネットワーク４
経由、又は郵送により行われる）から初めて静止画像の料金を知るが、静止画像の抽出時
に料金を確認できるように構成することも可能である。
　この場合は、例えば、ユーザは静止画像を抽出する場面を指定してからネットワーク４
を経由して課金システム３１に場面特定情報を送信し、料金を問い合わせるようにする。
【００６８】
　課金システム３１は、このようにして再生装置３から収集したユーザメタデータを利用
してデータマイニングを行うことも可能である。ここでデータマイニングとは、データを
、統計的に解析するなどして有益な情報を抽出することをいう。
　これにより、静止画像の抽出の需要が高い番組や、出演者などの統計をとることができ
、人気画像ランキングなどを生成して今後の値段設定に必要な情報を得ることができる。
このように人気に応じて料金設定を行うことも可能である。
【００６９】
　次に、再生装置３で静止画像抽出サービスを利用する手順を図３のフローチャートを用
いて説明する。
　まず、コンテンツサーバ２が再生装置３に動画コンテンツと利用条件メタデータを放送
波にて送信する（ステップ１００）。
【００７０】
　再生装置３は、コンテンツサーバ２から動画コンテンツと利用条件メタデータを受信す
る（ステップ１０５）。利用条件メタデータに関しては、繰り返し送信されるもののうち
、１つを受信すればよい。
【００７１】
　利用条件メタデータは、再生装置３で受信されると利用条件判定部１４で復号化される
（ステップ１１０）。
　利用条件判定部１４は、復号化した利用条件メタデータを解析し、現在受信している動
画コンテンツに対して許諾されている利用条件（静止画像抽出の許諾の有無）を取得する
。そして、その利用条件をレンダラ制御部１７に通知する（ステップ１１５）。ここでは
、静止画像の抽出が許諾されているものとする。
【００７２】
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　一方、動画コンテンツは、再生装置３で受信されるとストリームレンダラ部１８にて復
号化される（ステップ１３０）。ストリームレンダラ部１８は、動画コンテンツを復号化
した後、これをブラウザ部１９で表示できるようにレンダリング処理する。
【００７３】
　レンダラ制御部１７は、利用条件判定部１４から通知を受けた利用条件を確認すると共
に、この利用条件の範囲内で復号化された動画コンテンツが利用されるように制御する（
ステップ１３５）。
【００７４】
　このレンダラ制御部１７による制御の下、ストリームレンダラ部１８は、動画コンテン
ツを再生し、ブラウザ部１９に動画を表示させると共に音声を出力させる。
　ストリームレンダラ部１８が動画コンテンツを再生している間、クライアントアプリケ
ーション部１０は、ユーザからいつ静止画像の抽出指示がなされてもよいように待機する
。
　そして、クライアントアプリケーション部１０は、ユーザから静止画像の抽出指示を受
け付けると、コンテンツレンダラ部１６と画像抽出部２２に対して静止画像の抽出を指示
する（ステップ１４０）
【００７５】
　レンダラ制御部１７は、クライアントアプリケーション部１０から静止画像の抽出指示
を受けると、静止画像の抽出が利用条件メタデータで許諾されている場合は、画像抽出部
２２に対して静止画像の抽出を許可し、許諾されていない場合は許可しない。ここでは、
静止画像の抽出が許諾されているものとする。
【００７６】
　画像抽出部２２は、クライアントアプリケーション部１０から静止画像の抽出指示を受
けると、レンダラ制御部１７から静止画像抽出の許可を受け、動画コンテンツから静止画
像を抽出する（ステップ１２０）。
　その際に、画像抽出部２２は、静止画像を抽出した時刻をタイマ２３から取得し（ステ
ップ１２５）、場面特定情報や動画コンテンツの識別情報などの静止画像情報をクライア
ントアプリケーション部１０に渡す。
【００７７】
　画像抽出部２２は、抽出した静止画像のレンダリング処理を行った後（ステップ１４５
）、これを記憶して蓄積する（ステップ１５０）。
　一方、クライアントアプリケーション部１０は、メタデータ生成部１２に、静止画像情
報を渡し、ユーザメタデータの生成を指示する。
　メタデータ生成部１２は、クライアントアプリケーション部１０から静止画像情報を受
け取り、これを用いてユーザメタデータ情報を生成する（ステップ１５５）。生成したユ
ーザメタデータは、メタデータＤＢ１３に蓄積される（ステップ１６０）
【００７８】
　クライアントアプリケーション部１０は、例えば、一定期間ごとあるいは操作イベント
ごとに課金処理部１１に対してユーザメタデータの送信を指示し、これを受けて課金処理
部１１は、メタデータＤＢ１３から未送信のユーザメタデータを検索して取得し、コンテ
ンツサーバ２に送信する。これにより課金の要求が行われる（ステップ１６５）。
【００７９】
　コンテンツサーバ２では、課金システム３１が、課金処理部１１からユーザメタデータ
を受信し、これを用いて課金処理を行い（ステップ１７０）、課金が完了した場合は、課
金完了通知を課金処理部１１に送信する。課金処理部１１は、受信した課金完了通知をク
ライアントアプリケーション部１０に渡し、クライアントアプリケーション部１０は、こ
れをブラウザ部１９に表示させるなどしてユーザに課金処理の完了通知する。
【００８０】
　以上の手順により、ユーザは動画コンテンツから所望の場面の静止画像を抽出すること
ができ、その料金の決済を要求することができる。そして、抽出した静止画像を画像抽出
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部２２に蓄積し、ブラウザ部１９に表示させることができる。
　これにより、ユーザの利便性とコンテンツ提供事業者の著作権を両立させることができ
る。
【００８１】
　次に、利用条件メタデータについて説明する。
　図４は、利用条件メタデータの一例を示した図である。本実施の形態では、利用条件メ
タデータをＸｒＭＬ言語にて記述した（以下で説明する他のメタデータなども同様）。
　図の利用条件メタデータには、「ユーザがユーザ登録してある契約クラス（ｇｒｏｕｐ
１）に属している専用端末（テレビ受像器、セットトップボックスなど）の場合は、動画
コンテンツ（ｕｒｎ：ｃｏｎｔｅｎｔｓ：ｃｏｎｔｅｎｔ１）に対して静止画像を取得す
ることができる。ただし、取得した静止画は１枚５０円を後払い処理にて行うものとする
。」という許諾内容が記述されている。
　ここで、契約クラスは、サービス内容や料金の異なるものが各種用意されており、ユー
ザは、ユーザ登録の際に何れかを選択することができる。
【００８２】
　以下に利用条件メタデータのデータ要素について説明する。
　＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞と記された行６０は、利用条件メタデータのルートを表し
ている。即ち、＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞（中略）＜／ｌｉｃｅｎｓｅ＞の間に記述さ
れている部分が権利許諾に関するものであることを意味している。
　＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分６１には、権利許諾内容が記
述されている。
【００８３】
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ　ｖａｒＲｅｆ＝”ｇｒｏｕｐ１”／＞と記された行６２は、権
利取得者を表している。この場合は「ｇｒｏｕｐ１」なる契約クラスに登録しているユー
ザに対して権利が許諾されていることを示している。
　この場合、レンダラ制御部１７（図２）は、再生装置３に記憶されたユーザの属性を用
いて当該ユーザの契約クラスが「ｇｒｏｕｐ１」であるか否かを確認し、当該ユーザの契
約クラスが「ｇｒｏｕｐ１」である場合に静止画像の抽出を許可することになる。
【００８４】
　＜ｃｘ：ｅｘｔｒａｃｔ／＞と記された行６３は、静止画像の抽出が許諾されているこ
とを意味している。このように静止画像を抽出する場合には「ｅｘｔｒａｃｔ」と記載さ
れるが、例えば、コピーが許諾されている場合は「ｃｏｐｙ」などと記される。
【００８５】
　＜ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞（中略）＜／ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞
と記された部分６４は、静止画抽出の対象となる動画コンテンツを特定する識別情報であ
る。図の例では、動画コンテンツ（ｕｒｎ：ｃｏｎｔｅｎｔｓ：ｃｏｎｔｅｎｔ１）が対
象となっている。
【００８６】
　＜ｓｘ：ｆｅｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｆｅｅ＞と記された部分６５は、課金に関する情
報を表している。
　部分６５のうち、＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｐａｙｍ
ｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞と記された部分６６は、料金を規定している。
　＜ｓｘ：ａｍｏｕｎｔ＞５０＜／ｓｘ：ａｍｏｕｎｔ＞の部分で金額が規定され（この
場合５０）、＜ｓｘ：ｃｕｒｒｅｎｃｙ＞ＪＰ＜／ｓｘ：ｃｕｒｒｅｎｃｙ＞の部分で貨
幣単位が規定されている（この場合、日本円）。
　即ち、静止画像１枚につき５０円が課される。
【００８７】
　＜ｓｘ：ｔｏ＞（中略）＜／ｓｘ：ｔｏ＞と記された部分６７は、課金サーバ（本実施
の場合、課金システム３１）を特定している。
　この例では、「ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ．ｇａｚｏ．ｃｏｍ」が課金サーバとし
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て指定されている。
【００８８】
　次に、ユーザメタデータについて説明する。
　図５は、ユーザメタデータの一例を示した図である。このユーザメタデータは、動画コ
ンテンツ（ｕｒｎ：ｇａｚｏ：ｃｏｎｔｅｎｔ１）から静止画像を１つ抽出した場合にメ
タデータ生成部１２で生成されたものである。
　このユーザメタデータには、コンテンツレンダラ部１６で取得された対象コンテンツ情
報（ｕｒｎ：ｇａｚｏ：ｃｏｎｔｅｎｔ１）、操作情報（ＳａｖｅＰａｇｅ）と、タイマ
２３で取得された操作時間（２００４年０２月１７日２１時２０分００秒）などの情報が
含まれている。
【００８９】
　以下にデータ要素について説明する。
　＜ＴＶＡＭａｉｎ（中略）＞と記された行１４０は、ユーザメタデータのルートを表し
ている。
　＜ＵｓａｇｅＨｉｓｔｏｒｙ＞（中略）＜／ＵｓａｇｅＨｉｓｔｏｒｙ＞と記された部
分１４１は、ユーザの利用履歴を記録したものである。
【００９０】
　＜ｍｐｅｇ７：ＡｃｔｉｏｎＴｙｐｅ　ｈｒｅｆ＝”３．５”＞（中略）＜／ｍｐｅｇ
７：ＡｃｔｉｏｎＴｙｐｅ＞と記された部分１４２は、ユーザの選択した操作情報を記録
したものである。ここでは、「ＳａｖｅＰａｇｅ」とされており、これは静止画像を取得
したことを意味している。
【００９１】
　＜ｍｐｅｇ７：ＡｃｔｉｏｎＴｉｍｅ＞（中略）＜／ｍｐｅｇ７：ＡｃｔｉｏｎＴｉｍ
ｅ＞と記された部分１４３は、ユーザが操作を行った（静止画像を取得した）時刻を記録
したものである。ここでは「２００４－０２－１７Ｔ２１：２０：００：０．００＋０９
：００」とあり、これは２００４年２月１７日２１時２０分を意味している。
【００９２】
　＜ｍｐｅｇ７：ＰｒｏｇｒａｍＩｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞（中略）＜／ｍｐｅｇ７：Ｐｒ
ｏｇｒａｍＩｄｅｎｔｉｆｉｅｒ＞と記された行１４４は静止画像を抽出する元となった
動画コンテンツの識別情報であり、ここでは「ｕｒｎ：ｃｏｎｔｅｎｔｓ：ｃｏｎｔｅｎ
ｔ１」で特定される動画コンテンツが使用されたことが記されている。
【００９３】
　次に、図６を用いて再生装置３のハードウェア的な構成について説明する。
　再生装置３は、バスラインを介してＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　
Ｕｎｉｔ）４０に、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）４２、ＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）４１、操作装置４４、表示装置４６、入出力装置
４７、放送受信装置４８、記憶装置５０、耐タンパ装置５２、ネットワーク接続装置５４
などが接続されて構成されている。
　ＣＰＵ４０は、ＲＯＭ４２、記憶装置５０、その他に記憶されているプログラムをロー
ドして実行する中央処理装置である。本実施の形態では、記憶装置５０に記憶されている
再生プログラムを実行し、再生装置３としての機能を発揮する。
【００９４】
　ＲＯＭ４２は、例えば、ＣＰＵ４０が機能するための基本的な制御を行うための各種プ
ログラム、データ及びパラメータを格納した読み出し専用の不揮発性メモリである。ＲＯ
Ｍ４２内のプログラムは、例えば、再生装置３の起動時に実行される。
　ＲＡＭ４１は、ＣＰＵ４０にワーキングメモリとして使用される読み書き可能なメモリ
であり、例えば、再生プログラムを実行する際に使用される。
【００９５】
　操作装置４４は、操作パネルやリモコン装置などの操作端末を備えており、ユーザが再
生装置３に対して行う操作を受け付ける機能部である。この操作機能によりクライアント



(14) JP 4321340 B2 2009.8.26

10

20

30

40

50

アプリケーション部１０（図２）は、ユーザから各種の操作を受け付けることができる。
【００９６】
　操作装置４４は、例えば、文字、数字、記号などの文字データの入力ができるほか、動
画コンテンツの再生、一時停止などの機能ボタンを備えており、また表示装置４６に表示
されるメニュー画面などのＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ
）においてアイコンを選択するなどできる。
【００９７】
　ユーザは、操作装置４４を操作して、（例えば、動画再生中に一時停止ボタンを押して
、画像取得ボタンを押す）静止画像の取得操作を行うことができる。
　また、ユーザは、操作装置４４を操作してコンテンツサーバ２に接続し、ユーザ登録、
「画像クラブ」などの会員登録を行うことができる。
【００９８】
　表示装置４６は、例えば、プラズマディスプレイ、液晶ディスプレイ、ＣＲＴディスプ
レイなどのディスプレイデバイスを備えており、再生される動画コンテンツや静止画像を
表示する。また、表示装置４６は、ディスプレイ装置に付属してスピーカも備えており、
動画コンテンツの再生音声も出力する。
【００９９】
　入出力装置４７は、例えば、ＤＶＤディスクやその他の記憶媒体を駆動する記憶媒体駆
動装置や、プリンタ装置、その他の外部装置と接続しており、これらの装置とデータの入
出力を行う。
　また、入出力装置４７からは、ＤＶＤディスクに記憶された映画コンテンツを再生する
ことなどができる。
【０１００】
　放送受信装置４８は、放送波を受信する受信装置であって、例えば、チューナなどから
構成されている。
　放送受信装置４８は、図示しないアンテナと接続されており、これを介して放送波を受
信し、ＣＰＵ４０が処理できるデジタルデータに変換する。
　再生装置３は、放送受信装置４８を用いて動画コンテンツや利用条件を取得することが
できる。
【０１０１】
　ネットワーク接続装置５４は、ネットワーク４に接続するための接続装置であり、例え
ばモデムなどにより構成されている。
　再生装置３は、ネットワーク接続装置５４を介してコンテンツサーバ２と通信すること
ができ、例えば、課金の要求を行うことができる。
【０１０２】
　耐タンパ装置５２は、例えば、耐タンパチップなどにより構成されている。耐タンパ装
置５２は、外部から内部の解析が困難なように構成されており、例えば、暗号化や復号化
といった機密情報を扱う機能部が納められている。
　本実施の形態では、例えば、図２に示したメタデータ生成部１２、メタデータＤＢ１３
、利用条件判定部１４、コンテンツレンダラ部１６、画像抽出部２２、タイマ２３が収納
されている。
　また、耐タンパ装置５２は、情報を暗号化するなどしてソフトウェア的に構成すること
も可能である。
【０１０３】
　また、画像抽出部２２が生成した静止画像データは耐タンパ装置５２に蓄積される。
　このため、ユーザメタデータの改竄、生成した静止画像データの不正コピーや改竄、暗
号アルゴリズムの解析など、コンテンツ提供事業者の権利を侵害するような行為を防止す
ることができる。
【０１０４】
　記憶装置５０は、例えば、ハードディスクなどの大容量の記憶容量をもつ記憶装置であ
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り、ＣＰＵ４０からアクセスして情報を読み込んだり、あるいは書き込んだりすることが
できる。
　記憶装置５０には、各種のプログラムを記憶したプログラム格納部５６と、各種のデー
タを記憶したデータ格納部５８が設けられている。
【０１０５】
　プログラム格納部５６には、ＯＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、再生プログ
ラム、…などのプログラムがインストールされている。
　ＯＳは、ファイルの入出力や再生装置３全体の制御など、再生装置３を動作させる上で
基本的な機能を実現するプログラムである。
【０１０６】
　再生プログラムは、ＣＰＵ４０に動画コンテンツ再生機能や静止画像データ生成機能を
発揮させるためのコンピュータプログラムである。
　再生プログラムをＣＰＵ４０で実行することにより、クライアントアプリケーション部
１０や課金処理部１１などがソフトウェア的に構成される。
　そして、これらソフトウェア的に構成された機能部は、メタデータ生成部１２やコンテ
ンツレンダラ部１６など、耐タンパ装置５２に形成されている機能部と共に動作する。
【０１０７】
　データ格納部５８には、コンテンツサーバ２から取得した動画コンテンツ（録画した場
合）などを記憶することができる。
　これらの情報は暗号化されて記憶され、再生時にストリームレンダラ部１８や利用条件
判定部１４で復号化される。
　また、ユーザが「画像クラブ」の会員であるといったようなユーザ属性も記憶すること
ができる。
【０１０８】
　以上に本実施の形態について説明したが、これは一例であって、各種の変形が可能であ
る。
　例えば、本実施の形態では、利用条件メタデータを動画コンテンツと共に放送波にて再
生装置３に送信したが、例えば、利用条件メタデータをネットワーク４経由で再生装置３
に送信するなどして、動画コンテンツと利用条件メタデータを別経路にて送信することも
できる。
【０１０９】
　この場合、利用条件メタデータを送信する利用条件サーバは、動画コンテンツを特定す
る識別情報を再生装置３やコンテンツサーバ２などから受信し（識別情報受信手段）、デ
ータベースに格納されている利用条件メタデータを検索する。そして、検索した利用条件
メタデータを再生装置３に送信する（利用条件送信手段）。
【０１１０】
　動画コンテンツと利用条件メタデータを個別に送信する場合、再生装置３が動画コンテ
ンツの放送に先立って予め利用条件メタデータを取得しておいてもよいし、あるいは動画
コンテンツの受信時にコンテンツサーバ２から利用条件メタデータをダウンロードしても
よい。
【０１１１】
　この方法は、動画コンテンツを再生装置３の内部ハードディスクなどに蓄積してから再
生する蓄積型放送に適している。
　利用条件メタデータと動画コンテンツを個別に送信する場合は、動画コンテンツの識別
情報（コンテンツＩＤ）を利用条件メタデータに埋め込むなどして、再生装置３で両者の
対応がとれるようにしておく。
　再生装置３は、動画コンテンツを受信した際に、その特定情報を用いて既に受信してい
る利用条件メタデータの中から該当するものを検索することができる。
【０１１２】
　更に、動画コンテンツに利用条件メタデータを埋め込んでおき（例えば、ヘッダなど）
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、これを再生装置３で取り出すように構成することもできる。
　これは、例えば、動画コンテンツのダウンロード販売に適した方法である。
【０１１３】
　また、本実施の形態では、動画コンテンツから静止画像を抽出したが、ネットワーク４
を経由してコンテンツサーバ２から再生装置３に静止画像コンテンツを送信するように構
成することもできる。コンテンツサーバ２から静止画像コンテンツを送信すると、動画コ
ンテンツから抽出した場合よりも高精細の静止画像を提供することができる。ここでは、
コンテンツサーバ２から送信される静止画像が対応情報を構成している。
【０１１４】
　この場合、再生装置３は、動画コンテンツの一場面を特定する場面特定情報をユーザメ
タデータに含ませてネットワーク４経由でコンテンツサーバ２に送信する（特定箇所送信
手段）。
　コンテンツサーバ２は、これを受信し（特定箇所受信手段）、コンテンツサーバ２はこ
の場面に対応する静止画像コンテンツをネットワーク４経由で再生装置３に送信する（対
応情報送信手段）。
　また、静止画像コンテンツの送信に先立って決済処理を行えば、静止画像コンテンツの
販売代金を確実に回収することができる。
【０１１５】
　更に、静止画像コンテンツを放送波のデータ送信用の帯域を用いて再生装置３に同時送
信することも可能である。この場合、動画コンテンツと共に送信される複数の静止画コン
テンツは、動画コンテンツに関連付けられた関連付け情報を構成しており、コンテンツサ
ーバ２は、関連付け情報送信手段を備えている。
　このように構成するとユーザはブラウザ部１９にて、購入できる静止画像データを閲覧
し、購入希望のものを選択することができる。
【０１１６】
　また、静止画像データを動画コンテンツと同時配信する場合、静止画像データを暗号化
して送信し、再生装置３がこれを復号化するように構成することもできる。
　この場合、まず、再生装置３は、コンテンツサーバ２に対して暗号鍵の送信を要求する
（暗号鍵要求手段）。
　コンテンツサーバ２は、この要求を受信し（要求受付手段）、再生装置３に暗号鍵を送
信する（暗号鍵送信手段）。
　再生装置３は、この暗号鍵を受信して（暗号鍵受信手段）静止画像データを復号化する
。
　この場合、コンテンツサーバ２は、課金後に暗号鍵を送信するように構成することもで
きる。
　暗号鍵は、静止画像データごとに個別に設定してもよいし、あるいは全ての静止画像デ
ータに共通に設定してもよい。
【０１１７】
　加えて、例えば、上に説明した暗号鍵を送信する方式など、ユーザが静止画像データを
取得するためにコンテンツサーバ２に対して何らかの処理を要求する場合は、この要求に
応じて課金処理を行うことができる。この場合は、再生装置３からユーザメタデータを受
信せずに課金処理を行うことができる。
【０１１８】
　以上にいくつかの変形例について説明したが、更に以下のような変形例を実施すること
もできる。
　（変形例１）
　この変形例では、ライセンスグループ「画像クラブ」の会員に対して、予め「画像クラ
ブ」で指定された動画コンテンツから自由に静止画像を抽出させる場合について説明する
。
　先に説明した本実施の形態では、静止画像を抽出した後にその代金を決済する後払い方
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式が採用されていたが、このように予め会費を支払って会員登録したユーザには、サービ
スの対象となる動画から自由に静止画像を抽出するような事業形態も可能である。
【０１１９】
　このサービスは、例えば、ユーザが「画像クラブ」の会員であることを示す会員登録ラ
イセンスメタデータ（以下、会員登録ライセンス）と、動画コンテンツが「画像クラブ」
の対象コンテンツであることを示すコンテンツライセンスメタデータ（以下、コンテンツ
ライセンス）を用いて提供することができる。
【０１２０】
　図７は、「画像クラブ」の会員とその他の会員が静止画像データを取得する手順を説明
するためのフローチャートである。
　以下に説明する手続きは、例えば、ユーザが再生装置３からコンテンツサーバ２にネッ
トワーク４を経由してアクセスして行うことができる。
　このように、再生装置３は、ネットワーク４を経由してコンテンツサーバ２と通信する
ための端末装置として使用することができる。
【０１２１】
　まず、「画像クラブ」への会員登録前の準備として、ユーザは再生装置３からコンテン
ツサーバ２のユーザ登録サイトにアクセスし、ユーザ登録を要求する（ステップ２０５）
。
　ユーザは、「画像クラブ」に入会するか否かを選択することができ、入会しない場合は
一般ユーザとして登録する（ステップ２１０）。
【０１２２】
　この登録では、例えば、課金処理で代金を引き落とす銀行口座、クレジットカード番号
や住所、電話番号、その他の個人情報を登録する。一般ユーザとして登録するとユーザに
はユーザＩＤが付与される。
　一般ユーザとして登録した場合は、先に説明した本実施の形態のように抽出した静止画
像の料金を後払いで決済する。
【０１２３】
　一方、「画像クラブ」への入会を選択した場合も、一般ユーザと同様な情報を入力し、
会員登録を受ける（ステップ２１５）。
　そして、コンテンツサーバ２は、「画像クラブ」に入会した会員に対して先払い課金処
理を行う（ステップ２２０）。
　以上で事前処理は完了する。
【０１２４】
　次に、ユーザは、一般会員か「画像クラブ」の会員に登録した後、再生装置３を用いて
コンテンツサーバ２から動画コンテンツと利用条件メタデータを受信する（ステップ２３
０）。
　再生装置３は、これらの情報を受信するとまず、会員登録ライセンスを確認し、ユーザ
が「画像クラブ」の会員か否かを確認する。更に、コンテンツライセンスを確認して、受
信した動画コンテンツが「画像クラブ」の対象コンテンツであるか否かを確認する（ステ
ップ２３５）。
【０１２５】
　ユーザが一般の会員であった場合、又は動画コンテンツが「画像クラブ」の対象コンテ
ンツではなかった場合は静止画像を取得し（ステップ２４０）、後払いにて課金処理を行
う（ステップ２４５）。
　ユーザが「画像クラブ」の会員で、動画コンテンツが「画像クラブ」の対象コンテンツ
であった場合、ユーザは課金処理を行わずに静止画像を取得することができる（ステップ
２５０）。
【０１２６】
　図８は、会員登録ライセンスの一例を示した図である。
　この会員登録ライセンスには、「専用端末を持つユーザのうち、先払い月額１０００円
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で「画像クラブ」（ｇａｚｏＣｌｕｂ）に登録している者は、期間中（１ヶ月間）は「画
像クラブ」に登録されている動画コンテンツ全てに対して、静止画像を取得することがで
きる。」という許諾内容が記述されている。
【０１２７】
　以下に会員登録ライセンスのデータ要素について説明する。
＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞と記された行７０は、利用条件メタデータのルートを表して
いる。
＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分７１には、権利許諾内容が記述
されている。
【０１２８】
　＜ｏｂｔａｉｎ／＞＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分７４は、
ユーザが取得する権利内容を表している。
　部分７４内の＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ　ｖａｒＲｅｆ＝”ｇａｚｏＣｌｕｂ”／＞と記さ
れた行７２は、「画像クラブ」の会員に対して権利が許諾されていることを示している。
【０１２９】
　＜ｖａｌｉｄｉｔｙＩｎｔｅｒｖａｌ　ｖａｒＲｅｆ＝”ｏｎｅＭｏｎｔｈ”／＞と記
された行７３は、静止画像を抽出できる期間が１ヶ月であることを表している。
　＜ｓｘ：ｆｅｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｆｅｅ＞と記された部分７５は、課金に関する情
報を表している。
【０１３０】
　部分７５のうち、＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｐａｙｍ
ｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞と記された部分７６は、料金を規定している。
　＜ｓｘ：ａｍｏｕｎｔ＞１０００＜／ｓｘ：ａｍｏｕｎｔ＞の部分で金額が規定され（
この場合１０００）、＜ｓｘ：ｃｕｒｒｅｎｃｙ＞ＪＰ＜／ｓｘ：ｃｕｒｒｅｎｃｙ＞の
部分で貨幣単位が規定されている（この場合、日本円）。
　即ち、一ヶ月間の利用に対して１０００円が課金される。
【０１３１】
　＜ｓｘ：ｔｏ＞（中略）＜／ｓｘ：ｔｏ＞と記された部分７７は、課金サーバ（本実施
の形態の場合、課金システム３１）を特定している。
　この例では、「ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ．ｇａｚｏ．ｃｏｍ」が課金サーバとし
て指定されている。
【０１３２】
　図９は、「画像クラブ」の対象となる動画コンテンツを規定するコンテンツライセンス
の一例を示した図である。
　レンダラ制御部１７は、動画コンテンツがこのコンテンツライセンスに登録されている
か否かを確認し、登録されている場合は静止画像の抽出を許可する。
【０１３３】
　以下にコンテンツライセンスのデータ要素について説明する。
＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞と記された行８０は、利用条件メタデータのルートを表して
いる。
　＜ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞と記された部分８１は
、以下の部分８３ａ～８３ｃからなる権利記述部分をグループ化している。部分８１に記
述された動画コンテンツが、「画像クラブ」のサービス対象となる。
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ　ｖａｒＲｅｆ＝”ｇａｚｏＣｌｕｂ”／＞と記された行８２は
、権利の取得者を規定している。ここでは、権利の取得者として「画像クラブ」の会員が
規定されている。
【０１３４】
　＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分８３ａは、この部分で規定さ
れる動画コンテンツに対する権利内容を記述している。
　部分８３ａに含まれる＜ｃｘ：ｅｘｔｒａｃｔ／＞と記された行８５ａは、静止画像の
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抽出が許諾されていることを意味している。
　＜ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞（中略）＜／ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞
と記された部分８４ａは、静止画抽出の対象となる動画コンテンツを特定している。図の
例では、動画コンテンツ（ｕｒｎ：ｃｏｎｔｅｎｔｓ：ｃｏｎｔｅｎｔ１）が対象となっ
ている。
【０１３５】
　部分８３ｂ、８３ｃも同様である。部分８３ｂでは、行８５ｂにより静止画像の抽出が
許諾されており、部分８４ｂより対象となるのは動画コンテンツ（ｕｒｎ：ｃｏｎｔｅｎ
ｔｓ：ｃｏｎｔｅｎｔ２）である。
　部分８３ｃでは、行８５ｃにより静止画像の抽出が許諾されており、部分８４ｃより対
象となるのは動画コンテンツ（ｕｒｎ：ｃｏｎｔｅｎｔｓ：ｃｏｎｔｅｎｔ３）である。
【０１３６】
　以上のように、図８で示した会員登録ライセンスを有する会員は、図９に示したコンテ
ンツライセンスの部分８３ａ～８３ｃで規定した動画コンテンツに対して静止画像の抽出
を行うことができる。
【０１３７】
　会員登録ライセンスとコンテンツライセンスの配布方法は各種考えられる。
　例えば、会員登録ライセンスとコンテンツライセンスを動画コンテンツや利用条件メタ
データと共に再生装置３に送信し、再生装置３でユーザが「画像クラブ」の会員であるこ
とを判断し、「画像クラブ」のサービスを利用できるように制御することができる。この
場合、再生装置３にユーザが「画像クラブ」の会員であることを予め記憶させておく。
【０１３８】
　または、「画像クラブ」の会員の再生装置３に予め会員登録ライセンスとコンテンツラ
イセンスを配布しておき、動画コンテンツを受信した際に、コンテンツライセンスを用い
て当該コンテンツが「画像クラブ」の対象コンテンツであるか否かを判断するように構成
することもできる。
【０１３９】
　（変形例２）
　この変形例では、利用条件メタデータで動画コンテンツから静止画像を抽出できる期間
を規定することにより、静止画像を抽出できる期間を限定する。
　図１０は、この場合の利用条件メタデータの一例を図示したものである。
　この期間限定サービスでは、静止画像取得サービスを利用できる期間を２００４年３月
１日から２００４年５月３１までに限定している。
【０１４０】
　以下に利用条件メタデータのデータ要素について説明する。
　＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞と記された行９０は、利用条件メタデータのルートを表し
ている。
　＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分９１には、権利許諾内容が記
述されている。
【０１４１】
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ　ｖａｒＲｅｆ＝”ｇｒｏｕｐ１”／＞と記された行９２は、権
利取得者を表している。この場合は「ｇｒｏｕｐ１」なる契約クラスに登録しているユー
ザに対して権利が許諾されていることを示している。
　＜ｃｘ：ｅｘｔｒａｃｔ／＞と記された行９３は、静止画像の抽出が許諾されているこ
とを意味している
【０１４２】
＜ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞（中略）＜／ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞と
記された部分９４は、静止画抽出の対象となる動画コンテンツを特定している。図の例で
は、動画コンテンツ（ｕｒｎ：ｃｏｎｔｅｎｔｓ：ｃｏｎｔｅｎｔ１）が対象となってい
る。
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【０１４３】
　＜ａｌｌＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓ＞（中略）＜／ａｌｌＣｏｎｄｉｔｉｏｎｓ＞と記され
た部分９９は、料金（部分９６）や利用期間（部分９８）などの諸条件をグループ化した
ものである。
　＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＰｅｒＵｓ
ｅ＞と記された部分９６は料金を規定している。図の例では静止画像１枚につき５０円に
設定されている。
　＜ｓｘ：ｔｏ＞（中略）＜／ｓｘ：ｔｏ＞と記された部分９７は、課金サーバを特定し
ている。この例では、「ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ．ｇａｚｏ．ｃｏｍ」が課金サー
バとして指定されている。
【０１４４】
　＜ｖａｌｉｄｉｔｙＩｎｔｅｒｖａｌ＞（中略）＜／ｖａｌｉｄｉｔｙＩｎｔｅｒｖａ
ｌ＞と記された部分９８は、静止画像を抽出できる期間を規定している。
　＜ｎｏｔＢｅｆｏｒｅ＞（中略）＜／ｎｏｔＢｅｆｏｒｅ＞の部分は利用期間の開始時
点を示している。この例では、「２００４－０３－０１Ｔ００：００：００」により２０
０４年３月１日０時が設定されている。
　＜ｎｏｔＡｆｔｅｒ＞（中略）＜／ｎｏｔＡｆｔｅｒ＞の部分は利用期間の終了時点を
示している。この例では「２００４－０５－３１Ｔ２３：５９：５９」により２００４年
５月３１日２３時５９分５９秒が設定されている。
【０１４５】
　レンダラ制御部１７（図２）は、ユーザより静止画像抽出の指示があった場合、タイマ
２３から現在時刻を取得して部分９８で規定した利用期間内にあるか否かを確認し、利用
期間内であった場合に画像抽出部２２に画像抽出許可を与える。
【０１４６】
　（変形例３）
　この変形例では、利用条件メタデータでプリント回数の上限などを設定し、動画コンテ
ンツから一場面の静止画像をプリントアウトするサービスを提供する。
　図１１は、プリントサービスを提供する場合の利用条件メタデータの一例を示した図で
ある。
【０１４７】
　＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞と記された行１００は、利用条件メタデータのルートを表
している。
　＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分１０１には、権利許諾内容が
記述されている。
【０１４８】
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ　ｖａｒＲｅｆ＝”ｇｒｏｕｐ１”／＞と記された行１０２は、
権利取得者を表している。この場合は「ｇｒｏｕｐ１」なる契約クラスに登録しているユ
ーザに対して権利が許諾されていることを示している。
　＜ｃｘ：ｐｒｉｎｔ／＞と記された行１０３は、静止画像のプリントアウト（印刷権利
）が許諾されていることを意味している。
【０１４９】
　＜ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞（中略）＜／ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞
と記された部分１０４は、静止画プリントアウトの対象となる動画コンテンツを規定して
いる。図の例では、動画コンテンツ（ｕｒｎ：ｃｏｎｔｅｎｔｓ：ｃｏｎｔｅｎｔ１）が
対象となっている。
【０１５０】
　＜ｓｘ：ｔｒａｃｋＲｅｐｏｒｔ　ｌｉｃｅｎｓｅＰａｒｔＩｄＲｅｆ＝”ｔｒａｃｋ
Ｐｒｉｎｔ”／＞と記された行１０５は、このプリントサービスが監視対象であり、監視
結果を課金サーバ（課金システム３１）にリポートすることを意味している。レンダラ制
御部１７は、プリント回数を監視し、上限回数内である場合にプリントアウトを許可する
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。
【０１５１】
＜ｓｘ：ｔｒａｃｋＱｕｅｒｙ＞（中略）＜／ｓｘ：ｔｒａｃｋＱｕｅｒｙ＞と記された
部分１０６は、プリント回数の上限を規定している。
＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉ
ｃｅ＞の部分は、課金サーバを指定している。
　＜ｓｘ：ｎｏｔＭｏｒｅＴｈａｎ＞５＜／ｓｘ：ｎｏｔＭｏｒｅＴｈａｎ＞の部分では
、プリント回数の上限が５枚であることを意味している。
　図１１の利用条件メタデータでは、プリント一回当たりの値段を設定していないため無
料でプリントできるが、値段を設定することもできる。
【０１５２】
　（変形例４）
　この変形例では、ユーザが抽出した静止画像データを他のユーザに提供することもでき
る。
　このユーザ同士の交換サービスでは、静止画像の提供元の再生装置３は、静止画像に利
用条件メタデータを付属させ、静止画像の提供を受けたユーザの再生装置３で課金処理を
行うように構成することができる。静止画像データは、ネットワーク４を経由して他のユ
ーザの再生装置３に送信される。
【０１５３】
　図１２に示した利用条件メタデータは、「サンプル１で取得した静止画像（ｕｒｎ：ｇ
ａｚｏ：ｇａｚｏ１）のコピーを友人に譲ることができる。ただし、静止画像を貰った友
人は、コンテンツプロバイダ（ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ．ｇａｚｏ．ｃｏｍ）に対
して１枚５０円を支払う」ものである。
【０１５４】
　以下に利用条件メタデータのデータ要素について説明する。
　＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞と記された行１１０は、利用条件メタデータのルートを表
している。
　＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分１１１には、権利許諾内容が
記述されている。
【０１５５】
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ　ｖａｒＲｅｆ＝”ａｎｙｏｎｅ”／＞と記された行１１２は、
権利取得者を表している。この場合は「ａｎｙｏｎｅ」に設定されており、これは静止画
像を貰うユーザが特に限定されていないことを意味する。
　＜ｃｘ：ｃｏｐｙ／＞と記した行１１３は、静止画像のコピーが許諾されていることを
意味する。
【０１５６】
　＜ｃｘ：ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ　ｌｉｃｅｎｓｅＰａｒｔＩｄＲｅｆ＝”ｕ
ｒｎ：ｇａｚｏ：ｇａｚｏ１”／＞と記された行１１４は、静止画像抽出の対象となる動
画コンテンツを特定している。図の例では、動画コンテンツ（ｕｒｎ：ｇａｚｏ：ｇａｚ
ｏ１）が対象となっている。
【０１５７】
　＜ｓｘ：ｆｅｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｆｅｅ＞と記された部分１１５は、課金に関する
情報を表している。
　部分１１５のうち、＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｐａｙ
ｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞と記された部分１１６は、料金を規定している。図の例では静止
画像のコピー１枚につき５０円が課金される。
【０１５８】
　＜ｓｘ：ｔｏ＞（中略）＜／ｓｘ：ｔｏ＞と記された部分１１７は、課金サーバ（課金
システム３１）を特定している。
　この例では、「ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ．ｇａｚｏ．ｃｏｍ」が課金サーバとし
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【０１５９】
　この変形例では、再生装置３は、取得した静止画像（対応情報）の利用条件である対応
情報利用条件（利用条件メタデータ）を生成するなどして取得する対応情報利用条件取得
手段を備え、静止画像と対応情報利用条件を他の再生装置３に送信する対応情報送信手段
を備えている。
【０１６０】
　以上の本実施の形態、及び各変形例では、動画コンテンツを２次利用する場合（特に静
止画像を抽出する場合）について説明してきたが、例えば、他の種類のコンテンツを２次
利用することも可能である。
【０１６１】
　（変形例５）
　この変形例は、音楽番組に関連する音楽コンテンツを購入できるものである。　図１３
は、この音楽コンテンツ購入サービスに関する利用条件メタデータの一例を示した図であ
る。
【０１６２】
　図１３の利用条件メタデータは、「メタデータ取得契約クラス（ｇｒｏｕｐ１）に属し
ている専用端末を持つユーザのうち音楽番組（ｕｒｎ：ｍｕｓｉｃＣｈａｎｎｅｌ：ｍｕ
ｓｉｃ１）を視聴したユーザ（ｐｌａｙＣｏｎｔｅｎｔ１）は関連する音楽ＣＤアルバム
データ（ｕｒｎ：ｍｕｓｉｃＣＤ：ｍｕｓｉｃ１）を１，５００円で、ＭＰ３データ（ｕ
ｒｎ：ｍｕｓｉｃＭＰ３：ｍｕｓｉｃ１）を１００円で購入することができる。決済処理
は後払い処理にて行うものとする。」という許諾内容が記述されている。
【０１６３】
　ここで、ＣＤは、Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃを意味し、ＭＰ３は、ＭＰＥＧ－１　Ａｕ
ｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ－３を意味する。
　ユーザは、音楽ＣＤアルバムデータやＭＰ３データを購入すると、これらの音楽コンテ
ンツをコンテンツサーバ２から再生装置３にダウンロードすることができる。この変形例
では、音楽ＣＤアルバムデータやＭＰ３データが対応情報を構成している。
【０１６４】
　以下に利用条件メタデータのデータ要素について説明する。
＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞と記された行１２０は、利用条件メタデータのルートを表し
ている。
　＜ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞と記した部分１２８は
、権利記述部分（部分１２１ａ、部分１２１ｂ）をグループ化したものである。
【０１６５】
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ　ｖａｒＲｅｆ＝”ｐｌａｙＣｏｎｔｅｎｔ１”／＞と記された
行１２２は、権利取得者を表している。この場合は「ｐｌａｙＣｏｎｔｅｎｔ１」なる契
約クラスに登録しているユーザに対して権利が許諾されていることを示している。
【０１６６】
　＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分１２１ａには、ＣＤを購入す
る場合の権利許諾内容が記述されている。
　＜ｓａｍｐｌｅ：ｂｕｙ／＞と記された行１２３ａには、購入権利が許諾されているこ
とを意味している。
　＜ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞（中略）＜／ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞
と記された部分１２４ａは、購入対象となるコンテンツを特定している。ここでは「ｕｒ
ｎ：ｍｕｓｉｃＣｈａｎｎｅｌ１：ｍｕｓｉｃ１」に対応するＣＤアルバムデータが特定
されている。
【０１６７】
　＜ｓｘ：ｆｅｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｆｅｅ＞と記された部分１２５ａは、課金に関す
る情報を表している。
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　部分１２５ａのうち、＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｐａ
ｙｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞と記された部分１２６ａは、料金を規定している。この場合１
５００円の料金が設定されている。
　＜ｓｘ：ｔｏ＞（中略）＜／ｓｘ：ｔｏ＞と記された部分１２７ａは、課金サーバを特
定している。この例では、「ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ．ｇａｚｏ．ｃｏｍ」が指定
されている。
【０１６８】
　また、＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分１２１ｂには、ＭＰ３
データを購入する場合の権利許諾内容が記述されている。
　同様に、行１２３ｂで購入権利が許諾され、対象コンテンツ（ＭＰ３データ）が部分１
２４ｂで特定されている。
　更に、課金に関する条件が部分１２５ｂで規定され、部分１２６ｂで料金が１００円を
規定し、部分１２７ｂで課金サーバを規定している。
【０１６９】
　（変形例６）
　この変形例は、映画コンテンツのメイキングコンテンツを購入することができるもので
ある。この変形例ではメイキングコンテンツが対応情報を構成している。
　図１４は、メイキングコンテンツを購入する場合の利用条件メタデータを示したもので
ある。
　この利用条件メタデータには、「メタデータ取得契約クラス（ｇｒｏｕｐ１）に属して
いる専用端末を持つユーザのうち映画コンテンツ（ｕｒｎ：ｍｏｖｉｅ：ｍｏｖｉｅ１）
を視聴したユーザ（ｐｌａｙＭｏｖｉｅ１）は、この映画のメイキング（ｕｒｎ：ｍｏｖ
ｉｅ：ｍａｋｉｎｇＭｏｖｉｅ１）を３００円で購入することができる。ただし、決済処
理は後払い処理にて行うものとする。」という許諾内容が記述されている。
【０１７０】
　以下に利用条件メタデータのデータ要素について説明する。
　＜ｌｉｃｅｎｓｅ（中略）＞と記された行１３０は、利用条件メタデータのルートを表
している。
　＜ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔＧｒｏｕｐ＞と記した部分１３８は
、権利記述部分をグループ化したものである。
【０１７１】
　＜ｋｅｙＨｏｌｄｅｒ　ｖａｒＲｅｆ＝”ｐｌａｙＭｏｖｉｅ１”／＞と記された行１
３２は、権利取得者を表している。この場合は「ｐｌａｙＭｏｖｉｅ１」なる契約クラス
に登録しているユーザが対象である。
　＜ｇｒａｎｔ＞（中略）＜／ｇｒａｎｔ＞と記された部分１３１には、権利許諾内容が
記述されている。
【０１７２】
　＜ｓａｍｐｌｅ：ｂｕｙ／＞と記された行１３３には、購入権利がユーザに対して許諾
されていることを意味している。
　＜ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞（中略）＜／ｄｉｇｉｔａｌＲｅｓｏｕｒｃｅ＞
と記された部分１３４は、購入対象となるコンテンツを設定している。ここでは「ｕｒｎ
：ｍｏｖｉｅ：ｍａｋｉｎｇＭｏｖｉｅ１」で特定されるメイキング映画が設定されてい
る。
【０１７３】
＜ｓｘ：ｆｅｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｆｅｅ＞と記された部分１３５は、課金に関する情
報を表している。
　部分１３５のうち、＜ｓｘ：ｐａｙｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞（中略）＜／ｓｘ：ｐａｙ
ｍｅｎｔＰｅｒＵｓｅ＞と記された部分１３６は、料金を規定している。この場合、３０
０円に設定されている。
【０１７４】



(24) JP 4321340 B2 2009.8.26

10

20

30

40

　＜ｓｘ：ｔｏ＞（中略）＜／ｓｘ：ｔｏ＞と記された部分１３７は、課金サーバ（本実
施の場合、課金システム３１）を特定している。
　この例では、「ｐａｙｍｅｎｔＳｅｒｖｉｃｅ．ｇａｚｏ．ｃｏｍ」が課金サーバとし
て指定されている。
【０１７５】
　以上に説明した本実施の形態及び各変形例により、次のような効果を得ることができる
。
（１）動画コンテンツから静止画像データを抽出するなど、コンテンツ配信事業者は、配
信したコンテンツの２次利用による新たなサービスを提供することができる。
（２）ユーザは、動画コンテンツから好みの場面の静止画像を抽出し、これを大型ディス
プレイに表示し続けることができる。これにより、大型ディスプレイを室内インテリアと
して利用することができる。
（３）再生装置に、コンテンツの２次利用に対応する新たな機能を組み込むことにより、
他社の再生装置との差別化を図り、再生装置の拡販を促進することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７６】
【図１】本実施の形態のコンテンツ流通システムの一例を説明するための図である。
【図２】再生装置、コンテンツサーバの機能的な構成を説明するためのブロック図である
。
【図３】再生装置で静止画像抽出サービスを利用する手順を説明するためのフローチャー
トである。
【図４】利用条件メタデータの一例を示した図である。
【図５】ユーザメタデータの一例を示した図である。
【図６】再生装置のハードウェア的な構成を説明するためのブロック図である。
【図７】「画像クラブ」の会員とその他の会員が静止画像データを取得する手順を説明す
るためのフローチャートである。
【図８】会員登録ライセンスの一例を示した図である。
【図９】コンテンツライセンスの一例を示した図である。
【図１０】期間限定サービスにおける利用条件メタデータの一例を示した図である。
【図１１】プリントサービスにおける利用条件メタデータの一例を示した図である。
【図１２】ユーザ同士の静止画像交換サービスにおける利用条件メタデータの一例を示し
た図である。
【図１３】音楽コンテンツ購入サービスに関する利用条件メタデータの一例を示した図で
ある。
【図１４】メイキングコンテンツを購入する場合の利用条件メタデータを示したものであ
る。
【符号の説明】
【０１７７】
　　１　コンテンツ流通システム　　　　　　２　コンテンツサーバ
　　３　再生装置　　　　　　　　　　　　　４　ネットワーク
　１０　クライアントアプリケーション部　１１　課金処理部
　１２　メタデータ生成部　　　　　　　　１３　メタデータＤＢ
　１４　利用条件判定部　　　　　　　　　１６　コンテンツレンダラ部
　１７　レンダラ制御部　　　　　　　　　１８　ストリームレンダラ部
　１９　ブラウザ部　　　　　　　　　　　２２　画像抽出部
　２３　タイマ　　　　　　　　　　　　　３１　課金システム
　３２　利用条件提供部　　　　　　　　　３３　利用条件メタデータＤＢ
　３４　コンテンツ提供部　　　　　　　　３５　コンテンツＤＢ
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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