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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して接続された他の情報処理装置と通信を行う情報処理装置において
、
　コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基づいて、前記コンテンツデータの利
用が可能であるか否かを判定する第１の利用判定手段と、
　前記コンテンツデータに付加される個人情報制限情報に基づいて、前記コンテンツデー
タの利用が可能であるか否かを判定する第２の利用判定手段と、
　前記第１および第２の判定手段により前記コンテンツデータの利用が可能であると判定
された場合、前記著作権制限情報および前記個人情報制限情報に基づいて前記コンテンツ
データの利用が可能であると判定されている前記他の情報処理装置と、前記コンテンツデ
ータを同期して再生する同期再生手段と、
　前記著作権制限情報には、前記同期再生手段による前記他の情報処理装置との前記コン
テンツデータの同期再生を制限するための共用制限情報が含まれており、前記同期再生手
段による前記他の情報処理装置との前記コンテンツデータの同期再生が、前記共用制限情
報に基づいて認証されるか否かを判定する共用認証判定手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　前記著作権制限情報に基づいて、前記第１の利用判定手段により可能であると判定され
た前記コンテンツデータの利用、または、前記個人情報制限情報に基づいて、前記第２の
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利用判定手段により可能であると判定された前記コンテンツデータの利用に、利用制限が
ある場合、前記利用制限の通知を制御する通知制御手段を
　さらに備える請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記著作権制限情報および個人情報制限情報に基づいて、前記コンテンツデータの記録
を制御する記録制御手段を
　さらに備える請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記他の情報処理装置から、ユーザの音声および映像を受信する受信手段と、
　前記再生手段により同期再生されたコンテンツデータの音声および映像と、前記受信手
段により受信された前記ユーザの音声および映像を合成する合成手段と
　をさらに備える請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　ネットワークを介して接続された他の情報処理装置と通信する情報処理装置の情報処理
方法において、
　コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基づいて、前記コンテンツデータの利
用が可能であるか否かを判定する第１の利用判定ステップと、
　前記コンテンツデータに付加される個人情報制限情報に基づいて、前記コンテンツデー
タの利用が可能であるか否かを判定する第２の利用判定ステップと、
　前記第１および第２の判定ステップの処理により前記コンテンツデータの利用が可能で
あると判定された場合、前記著作権制限情報および前記個人情報制限情報に基づいて前記
コンテンツデータの利用が可能であると判定されている前記他の情報処理装置と、前記コ
ンテンツデータを同期して再生する同期再生ステップと、
　前記著作権制限情報には、前記同期再生ステップの処理による前記他の情報処理装置と
の前記コンテンツデータの同期再生を制限するための共用制限情報が含まれており、前記
同期再生ステップの処理による前記他の情報処理装置との前記コンテンツデータの同期再
生が、前記共用制限情報に基づいて認証されるか否かを判定する共用認証判定ステップと
　を含む情報処理方法。
【請求項６】
　ネットワークを介して接続された情報処理装置と通信する処理をコンピュータに実行さ
せるプログラムが記録されている記録媒体であって、
　コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基づいて、前記コンテンツデータの利
用が可能であるか否かを判定する第１の利用判定ステップと、
　前記コンテンツデータに付加される個人情報制限情報に基づいて、前記コンテンツデー
タの利用が可能であるか否かを判定する第２の利用判定ステップと、
　前記第１および第２の判定ステップの処理により前記コンテンツデータの利用が可能で
あると判定された場合、前記著作権制限情報および前記個人情報制限情報に基づいて前記
コンテンツデータの利用が可能であると判定されている前記情報処理装置と、前記コンテ
ンツデータを同期して再生する同期再生ステップと、
　前記著作権制限情報には、前記同期再生ステップの処理による前記他の情報処理装置と
の前記コンテンツデータの同期再生を制限するための共用制限情報が含まれており、前記
同期再生ステップの処理による前記他の情報処理装置との前記コンテンツデータの同期再
生が、前記共用制限情報に基づいて認証されるか否かを判定する共用認証判定ステップと
　を含む処理を前記コンピュータに実行させるためのプログラムが記録されている記録媒
体。
【請求項７】
　ネットワークを介して接続された情報処理装置と通信する処理をコンピュータに実行さ
せるプログラムであって、
　コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基づいて、前記コンテンツデータの利
用が可能であるか否かを判定する第１の利用判定ステップと、
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　前記コンテンツデータに付加される個人情報制限情報に基づいて、前記コンテンツデー
タの利用が可能であるか否かを判定する第２の利用判定ステップと、
　前記第１および第２の判定ステップの処理により前記コンテンツデータの利用が可能で
あると判定された場合、前記著作権制限情報および前記個人情報制限情報に基づいて前記
コンテンツデータの利用が可能であると判定されている前記情報処理装置と、前記コンテ
ンツデータを同期して再生する同期再生ステップと、
　前記著作権制限情報には、前記同期再生ステップの処理による前記他の情報処理装置と
の前記コンテンツデータの同期再生を制限するための共用制限情報が含まれており、前記
同期再生ステップの処理による前記他の情報処理装置との前記コンテンツデータの同期再
生が、前記共用制限情報に基づいて認証されるか否かを判定する共用認証判定ステップと
　を含む処理を前記コンピュータに実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および方法、記録媒体、並びにプログラムに関し、特に、ネッ
トワークを介して接続された他の情報処理装置とともに、同一のコンテンツとそれぞれの
ユーザの音声や映像を合成し、同期して再生するようにした情報処理装置および方法、記
録媒体、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、遠隔地にいる人同士の交流（以下、遠隔地コミュニケーションと記述する）に用
いる装置として、電話、いわゆるテレビ電話、ビデオ会議システム等が存在する。また、
パーソナルコンピュータ等を用いてインタネットに接続し、テキストチャット、映像と音
声を伴うビデオチャット等を行う方法もある。
【０００３】
　さらに、遠隔地コミュニケーションを実行しようとする人がそれぞれパーソナルコンピ
ュータ等を用い、インタネットを介して仮想空間を共有したり、同一のコンテンツを共用
することも提案されている。例えば、特許文献１には、認証されたユーザのみが参加可能
な仮想的な共同スペースにおいて、共同でコンテンツを生成し、そのコンテンツを共有す
ることが提案されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－２２９２８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、遠隔地にいる人同士が同一のコンテンツを共用する従来の方法では、対
象となるコンテンツが限られてしまう課題があった。
【０００６】
　すなわち、従来は、個人ユースが端末内に限られていたため、個人で楽しむ目的であれ
ば、著作権やプライバシを侵害することが抑制されていたが、遠隔地にいる人同士が同一
のコンテンツを共用する場合には、遠隔地にいる限られた個人同士で楽しむ目的であって
も、ネットワークを介するために、著作権やプライバシを侵害してしまう恐れが生じてし
まう場合がある。
【０００７】
　このため、著作権やプライバシの保護を推進しつつ、遠隔地にいる人同士が同一のコン
テンツを共用する場合には、ユーザ全員が視聴可能なコンテンツ、例えば、上述したよう
な共同スペースで生成されたコンテンツや、著作権やプライバシの保護の必要ない無料で
配布されるコンテンツなどのコンテンツに限られてしまう課題があった。
【０００８】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、著作権やプライバシの保護を推
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進しつつ、遠隔地にいる人同士が、さまざまなコンテンツを同時に視聴することができる
ようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の情報処理装置は、コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基づいて、
コンテンツデータの利用が可能であるか否かを判定する第１の利用判定手段と、コンテン
ツデータに付加される個人情報制限情報に基づいて、コンテンツデータの利用が可能であ
るか否かを判定する第２の利用判定手段と、第１および第２の判定手段によりコンテンツ
データの利用が可能であると判定された場合、著作権制限情報および個人情報制限情報に
基づいてコンテンツデータの利用が可能であると判定されている他の情報処理装置と、コ
ンテンツデータを同期して再生する同期再生手段と、著作権制限情報には、同期再生手段
による他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期再生を制限するための共用制限情報
が含まれており、同期再生手段による他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期再生
が、共用制限情報に基づいて認証されるか否かを判定する共用認証判定手段とを備える。
【００１１】
　著作権制限情報に基づいて、第１の利用判定手段により可能であると判定されたコンテ
ンツデータの利用、または、個人情報制限情報に基づいて、第２の利用判定手段により可
能であると判定されたコンテンツデータの利用に、利用制限がある場合、利用制限の通知
を制御する通知制御手段をさらに備えるようにすることができる。
【００１２】
　著作権制限情報および個人情報制限情報に基づいて、コンテンツデータの記録を制御す
る記録制御手段をさらに備えるようにすることができる。
【００１３】
　他の情報処理装置から、ユーザの音声および映像を受信する受信手段と、再生手段によ
り同期再生されたコンテンツデータの音声および映像と、受信手段により受信されたユー
ザの音声および映像を合成する合成手段とをさらに備えるようにすることができる。　
【００１４】
　本発明の情報処理方法は、コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基づいて、
コンテンツデータの利用が可能であるか否かを判定する第１の利用判定ステップと、コン
テンツデータに付加される個人情報制限情報に基づいて、コンテンツデータの利用が可能
であるか否かを判定する第２の利用判定ステップと、第１および第２の判定ステップの処
理によりコンテンツデータの利用が可能であると判定された場合、著作権制限情報および
個人情報制限情報に基づいてコンテンツデータの利用が可能であると判定されている他の
情報処理装置と、コンテンツデータを同期して再生する同期再生ステップと、著作権制限
情報には、同期再生ステップの処理による他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期
再生を制限するための共用制限情報が含まれており、同期再生ステップの処理による他の
情報処理装置とのコンテンツデータの同期再生が、共用制限情報に基づいて認証されるか
否かを判定する共用認証判定ステップとを含む。
【００１５】
　本発明の記録媒体に記録されているプログラムは、コンテンツデータに付加される著作
権制限情報に基づいて、コンテンツデータの利用が可能であるか否かを判定する第１の利
用判定ステップと、コンテンツデータに付加される個人情報制限情報に基づいて、コンテ
ンツデータの利用が可能であるか否かを判定する第２の利用判定ステップと、第１および
第２の判定ステップの処理によりコンテンツデータの利用が可能であると判定された場合
、著作権制限情報および個人情報制限情報に基づいてコンテンツデータの利用が可能であ
ると判定されている情報処理装置と、コンテンツデータを同期して再生する同期再生ステ
ップと、著作権制限情報には、同期再生ステップの処理による他の情報処理装置とのコン
テンツデータの同期再生を制限するための共用制限情報が含まれており、同期再生ステッ
プの処理による他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期再生が、共用制限情報に基
づいて認証されるか否かを判定する共用認証判定ステップとを含む処理をコンピュータに
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実行させる。
【００１６】
　本発明のプログラムは、コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基づいて、コ
ンテンツデータの利用が可能であるか否かを判定する第１の利用判定ステップと、コンテ
ンツデータに付加される個人情報制限情報に基づいて、コンテンツデータの利用が可能で
あるか否かを判定する第２の利用判定ステップと、第１および第２の判定ステップの処理
によりコンテンツデータの利用が可能であると判定された場合、著作権制限情報および個
人情報制限情報に基づいてコンテンツデータの利用が可能であると判定されている情報処
理装置と、コンテンツデータを同期して再生する同期再生ステップと、著作権制限情報に
は、同期再生ステップの処理による他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期再生を
制限するための共用制限情報が含まれており、同期再生ステップの処理による他の情報処
理装置とのコンテンツデータの同期再生が、共用制限情報に基づいて認証されるか否かを
判定する共用認証判定ステップとを含む処理をコンピュータに実行させる。
【００１７】
　本発明においては、コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基づいて、コンテ
ンツデータの利用が可能であるか否かが判定され、コンテンツデータに付加される個人情
報制限情報に基づいて、コンテンツデータの利用が可能であるか否かが判定される。そし
て、コンテンツデータの利用が可能であると判定された場合、著作権制限情報および個人
情報制限情報に基づいてコンテンツデータの利用が可能であると判定されている情報処理
装置と、コンテンツデータが同期して再生される。さらに、著作権制限情報には、他の情
報処理装置とのコンテンツデータの同期再生を制限するための共用制限情報が含まれてお
り、他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期再生が、共用制限情報に基づいて認証
されるか否かが判定される。
【００１８】
　ネットワークとは、少なくとも２つの装置が接続され、ある装置から、他の装置に対し
て、情報の伝達をできるようにした仕組みをいう。ネットワークを介して通信する装置は
、独立した装置どうしであってもよいし、１つの装置を構成している内部ブロックどうし
であってもよい。
【００１９】
　また、通信とは、無線通信および有線通信は勿論、無線通信と有線通信とが混在した通
信、すなわち、ある区間では無線通信が行われ、他の区間では有線通信が行われるような
ものであってもよい。さらに、ある装置から他の装置への通信が有線通信で行われ、他の
装置からある装置への通信が無線通信で行われるようなものであってもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、著作権やプライバシの保護を推進しつつ、遠隔地にいる人同士が、さ
まざまなコンテンツの同時再生を楽しむことができる。また、本発明によれば、同時再生
の対象となるコンテンツのライセンス販売が促進される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、請求項に記載の構成要件と、発明の実施の形
態における具体例との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、請求項に記
載されている発明をサポートする具体例が、発明の実施の形態に記載されていることを確
認するためのものである。したがって、発明の実施の形態中には記載されているが、構成
要件に対応するものとして、ここには記載されていない具体例があったとしても、そのこ
とは、その具体例が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない
。逆に、具体例が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのこ
とは、その具体例が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意味
するものでもない。
【００２２】
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　さらに、この記載は、発明の実施の形態に記載されている具体例に対応する発明が、請
求項に全て記載されていることを意味するものではない。換言すれば、この記載は、発明
の実施の形態に記載されている具体例に対応する発明であって、この出願の請求項には記
載されていない発明の存在、すなわち、将来、分割出願されたり、補正により追加される
発明の存在を否定するものではない。
【００２３】
　　請求項１に記載の情報処理装置は、コンテンツデータに付加される著作権制限情報（
例えば、図９の著作権制限情報）に基づいて、コンテンツデータの利用が可能であるか否
かを判定する第１の利用判定手段（例えば、図６の著作権認証部１１２）と、コンテンツ
データに付加される個人情報制限情報（例えば、図９のプライバシ制限情報）に基づいて
、コンテンツデータの利用が可能であるか否かを判定する第２の利用判定手段（例えば、
図６のプライバシ認証部１１５）と、第１および第２の判定手段によりコンテンツデータ
の利用が可能であると判定された場合、著作権制限情報および個人情報制限情報に基づい
てコンテンツデータの利用が可能であると判定されている他の情報処理装置と、コンテン
ツデータを同期して再生する同期再生手段（例えば、図４のコンテンツ再生部２５）と、
著作権制限情報には、同期再生手段による他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期
再生を制限するための共用制限情報（例えば、図１６の共用利用制限情報）が含まれてお
り、同期再生手段による他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期再生が、共用制限
情報に基づいて認証されるか否かを判定する共用認証判定手段（例えば、図１７の共用利
用認証部１５１）とを備える。
【００２５】
　請求項２に記載の情報処理装置は、著作権制限情報に基づいて、第１の利用判定手段に
より可能であると判定されたコンテンツデータの利用、または、個人情報制限情報に基づ
いて、第２の利用判定手段により可能であると判定されたコンテンツデータの利用に、利
用制限がある場合、利用制限の通知を制御する通知制御手段（例えば、図６の通知情報生
成部１１８）をさらに備える。
【００２６】
　請求項３に記載の情報処理装置は、著作権制限情報および個人情報制限情報に基づいて
、コンテンツデータの記録を制御する記録制御手段（例えば、図４の記録許可部８６）を
さらに備える。
【００２７】
　請求項４に記載の情報処理装置は、他の情報処理装置から、ユーザの音声および映像を
受信する受信手段（例えば、図４の通信部２３）と、再生手段により同期再生されたコン
テンツデータの音声および映像と、受信手段により受信されたユーザの音声および映像を
合成する合成手段（例えば、図４の映像音声合成部２６）とをさらに備える。
【００２８】
　請求項５に記載の情報処理方法は、コンテンツデータに付加される著作権制限情報に基
づいて、コンテンツデータの利用が可能であるか否かを判定する第１の利用判定ステップ
（例えば、図１０のステップＳ２４）と、コンテンツデータに付加される個人情報制限情
報に基づいて、コンテンツデータの利用が可能であるか否かを判定する第２の利用判定ス
テップ（例えば、図１０のステップＳ２５）と、第１および第２の判定ステップの処理に
よりコンテンツデータの利用が可能であると判定された場合、著作権制限情報および個人
情報制限情報に基づいてコンテンツデータの利用が可能であると判定されている他の情報
処理装置と、コンテンツデータを同期して再生する同期再生ステップ（例えば、図５のス
テップＳ４）と、著作権制限情報には、同期再生ステップの処理による他の情報処理装と
のコンテンツデータの同期再生を制限するための共用制限情報が含まれており、同期再生
ステップの処理による他の情報処理装置とのコンテンツデータの同期再生が、共用制限情
報に基づいて認証されるか否かを判定する共用認証判定ステップとを含む。
【００２９】
　なお、請求項６に記載の記録媒体および請求項７に記載のプログラムも、上述した請求
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項５に記載の情報処理方法と基本的に同様の構成であるため、繰り返しになるのでその説
明は省略する。
【００３０】
　以下、図を参照して本発明の実施の形態について説明する。
【００３１】
　図１は、本発明を適用したコミュニケーションシステムの構成例を示している。このコ
ミュニケーションシステムにおいて、コミュニケーション装置１－１は、通信網２を介し
て他のコミュニケーション装置１－２または１－３と接続し、いわゆるＴＶ（テレビジョ
ン）電話機のようにユーザの音声および映像を相互に通信することに加えて、共通のコン
テンツを、他のコミュニケーション装置１－２または１－３と同期して再生することによ
り、ユーザ間の遠隔地コミュニケーションを支援するものである。以下、コミュニケーシ
ョン装置１－１乃至１－３を個々に区別する必要がない場合、単にコミュニケーション装
置１と記述する。
【００３２】
　なお、共通のコンテンツは、例えば、テレビジョン放送を受信して得られる番組コンテ
ンツ、予めダウンロード済の映画等のコンテンツ、ユーザ間で供給済の私的なコンテンツ
、ゲームや音楽のコンテンツ、または、ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）に代表される
光ディスク９２（図４）に記録済のコンテンツなどである。
【００３３】
　また、このコミュニケーションシステムにおいて、遠隔地コミュニケーションを行うに
は、コミュニケーション装置１－１乃至１－３は、同じコミュニケーショングループ（以
下、単にグループとも称する）に登録されていることが必要である。そして、グループに
登録されているコミュニケーション装置１には、親密度に応じて、プライバシレベルが設
定される。なお、これらのグループやプライバシレベルの管理は、認証サーバ４などで管
理されてもよいが、グループへの登録およびプライバシレベルの設定は、グループの管理
者のコミュニケーション装置１（図１の場合、コミュニケーション装置１－３）の認証が
必要である。
【００３４】
　コミュニケーション装置１は、複数のユーザが同時に利用することができる。例えば、
図１の場合、コミュニケーション装置１－１は、ユーザＡ，Ｂによって使用されており、
コミュニケーション装置１－２は、ユーザＸによって使用されており、コミュニケーショ
ン装置１－３は、ユーザＣによって使用されているものとする。
【００３５】
　例えば、共通のコンテンツの映像が図２Ａに示すようなものであり、コミュニケーショ
ン装置１－１によって撮影されたユーザＡの映像が図２Ｂに示すようなものであり、コミ
ュニケーション装置１－２によって撮影されたユーザＸの映像が図２Ｂに示すようなもの
であるとする。この場合、コミュニケーション装置１－１のディスプレイ４１（図４）に
は、例えば、図３Ａに示すピクチャインピクチャ(picture in picture)、図３Ｂに示すク
ロスフェイド(Cross fade)、または図３Ｃに示すワイプ(wipe)の方式で、コンテンツとユ
ーザの映像が重畳されて表示される。
【００３６】
　図３Ａに示されたピクチャインピクチャにおいては、コンテンツの映像にユーザの映像
が子画面として重畳される。子画面の表示位置およびサイズは任意に変更可能である。ま
た、自身（ユーザＡ）とコミュニケーション相手（ユーザＸ）の映像の両方ではなく、一
方の子画面だけを表示させることも可能である。
【００３７】
　図３Ｂに示されたクロスフェイドにおいては、コンテンツの映像とユーザ（ユーザＡま
たはユーザＸ）の映像が合成されて表示される。このクロスフェイドは、例えばコンテン
ツの映像として表示された地図上のある位置をユーザが指し示すとき等に用いることがで
きる。
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【００３８】
　図３Ｃに示されたワイプにおいては、コンテンツの映像を覆うようにユーザの映像が所
定の方向から出現する。例えば、図３Ｃにおいては、ユーザの映像は、コンテンツの映像
の右側から出現している。
【００３９】
　これらの合成パターンは、随時変更が可能である。また、図３Ａ乃至図３Ｃに示された
合成パターンにおける各映像の透明度を設定する映像バランス、さらに、図示はしないが
、コンテンツとユーザの音声の音量を設定する音量バランスなども、合成パラメータとし
て随時変更が可能である。これらの合成パターンおよび合成パラメータの変更の履歴は、
合成情報として合成情報記憶部６４（図４）に記録される。なお、コンテンツとユーザの
映像の表示は、上述した合成パターンだけに限らず、これら以外の合成パターンを適用し
てもよい。
【００４０】
　図１に戻る。通信網２は、インタネット等に代表される広帯域なデータ通信網である。
コンテンツ供給サーバ３は、コミュニケーション装置１からの要求に応じ、通信網２を介
してコンテンツをコミュニケーション装置１に供給する。認証サーバ４は、コミュニケー
ション装置１のユーザがコンテンツを利用するに際しての課金、ライセンス情報発行等の
処理を行う。
【００４１】
　放送装置５は、テレビジョン放送等の番組としてコンテンツを送信する。したがって、
各コミュニケーション装置１は、放送装置５から放送されるコンテンツを同期して受信し
、再生することができる。なお、放送装置５からコミュニケーション装置１に対するコン
テンツの送信は無線であってもよいし、有線であってもよい。また、通信網２を介しても
かまわない。
【００４２】
　標準時刻情報供給装置６は、コミュニケーション装置１に内蔵された時計（標準時刻計
時部３０（図４））を、標準時刻（世界標準時、日本標準時刻等）に正確に同期させるた
めの標準時刻情報を各コミュニケーション装置１に供給する。なお、標準時刻情報供給装
置６からコミュニケーション装置１に対する標準時刻情報の供給は、無線であってもよい
し、有線であってもよい。また、通信網２を介してもかまわない。
【００４３】
　なお、図１の例においては、コミュニケーション装置１が通信網２を介して３台しか接
続されていないが、３台に限らず、複数台のコミュニケーション装置１が通信網２に接続
されている。
【００４４】
　また、図１のコミュニケーションシステムにおいては、説明は省略するが、コミュニケ
ーション装置１、コンテンツ供給サーバ３、および認証サーバ４間の送受信には、適宜、
所定の暗号化方式が用いられている。
【００４５】
　次に、コミュニケーション装置１－１の詳細な構成例について、図４を参照して説明す
る。なお、図４においては、コミュニケーション装置１－２がコミュニケーション相手で
ある場合を説明する。
【００４６】
　コミュニケーション装置１－１において、出力部２１は、ディスプレイ４１およびスピ
ーカ４２より構成され、映像音声合成部２６から入力される映像信号および音声信号にそ
れぞれ対応する映像を表示し、音声を出力する。
【００４７】
　入力部２２－１および２２－２は、ユーザの映像（動画像または静止画像）を撮影する
カメラ５１－１および５１－２、ユーザの音声を集音するマイクロフォン（以下、マイク
と称する）５２－１および５２－２、並びにユーザの周囲の明度や温度等を検出するセン
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サ５３－１および５３－２によりそれぞれ構成され、取得した映像、音声、明度、および
温度等を含むユーザのリアルタイム（ＲＴ）データを、通信部２３、記憶部２７、および
データ分析部２８に出力する。また、入力部２２－１および２２－２は、取得したユーザ
の映像および音声を、映像音声合成部２６に出力する。
【００４８】
　なお、以下、入力部２２－１および２２－２、カメラ５１－１および５１－２、マイク
５２－１および５２－２、並びにセンサ５３－１および５３－２を、個々に区別する必要
がない場合、単に、それぞれ入力部２２、カメラ５１、マイク５２、並びにセンサ５３と
称する。また、入力部２２を複数設け（図４の場合は２つ）、それぞれを複数のユーザ（
図１のユーザＡ，Ｂ）に対して指向させるようにしてもよい。
【００４９】
　通信部２３は、入力部２２から入力されるユーザのリアルタイムデータを、通信網２を
介してコミュニケーション相手のコミュニケーション装置１－２に送信し、コミュニケー
ション装置１－２が送信したユーザのリアルタイムデータを受信し、映像音声合成部２６
および記憶部２７に出力する。また、通信部２３は、コミュニケーション相手のコミュニ
ケーション装置１－２またはコンテンツ供給サーバ３から通信網２を介して供給されたコ
ンテンツ（以下、適宜、コンテンツデータとも称する）を受信し、コンテンツ再生部２５
および記憶部２７に出力する。さらに、通信部２３は、記憶部２７に記憶されているコン
テンツや、操作情報出力部８７からの操作情報や制御情報などを、通信網２を介してコミ
ュニケーション装置１－２に送信する。
【００５０】
　放送受信部２４は、放送装置５から放送されたテレビジョン放送信号を受信し、得られ
た放送番組のコンテンツを、コンテンツ再生部２５に出力する。コンテンツ再生部２５は
、放送受信部２４によって受信された放送番組のコンテンツ、通信部２３によって受信さ
れたコンテンツ、記憶部２７から読み出されるコンテンツ、または、ドライブ９１に装着
される光ディスク９２などから読み出されるコンテンツを再生し、得られたコンテンツの
映像および音声を、映像音声合成部２６およびデータ分析部２８に出力する。
【００５１】
　映像音声合成部２６は、コンテンツ再生部２５から入力されるコンテンツの映像および
音声、入力部２２から入力されるユーザの映像および音声、通信部２３から入力される通
信相手（ユーザＸ）の映像および音声、並びに、ユーザに対するアラート等の文字列など
をミキシング（混合して調整すること、すなわち、以下、適宜、合成とも称する）し、そ
の結果得られた映像信号と音声信号を出力部２１に出力する。
【００５２】
　記憶部２７は、コンテンツ記憶部６１、ライセンス記憶部６２、ユーザ情報記憶部６３
、および合成情報記憶部６４により構成される。コンテンツ記憶部６１は、入力部２２か
ら供給されるユーザ（ユーザＡ等）のリアルタイムデータ、通信部２３から供給されるコ
ミュニケーション相手（ユーザＸ）のリアルタイムデータ、放送受信部２４によって受信
された放送番組のコンテンツ、通信部２３から供給されるコンテンツを記憶する。コンテ
ンツには、著作権に関する著作権制限情報とプライバシに関するプライバシ制限情報が付
加されている。コンテンツに付加されている著作権制限情報およびプライバシ制限情報の
詳細は後述する。
【００５３】
　ライセンス記憶部６２は、コンテンツ記憶部６１に記憶されるコンテンツの、コミュニ
ケーション装置１－１が有するライセンス情報などを記憶する。ユーザ情報記憶部６３は
、コミュニケーション装置１－１が属するグループやグループ内の親密度を示すプライバ
シレベルなどのプライバシ情報や、コミュニケーション装置１－１が設置されている地域
などの装置情報を記憶する。合成情報記憶部６４は、合成制御部８４により設定が変更さ
れた合成パターンや合成パラメータを、合成情報として記憶する。
【００５４】
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　データ分析部２８は、ユーザ特性分析部７１および制御情報生成部７２により構成され
、入力部２２から供給されるユーザ（ユーザＡ等）のリアルタイムデータ、通信部２３か
ら供給されるコミュニケーション相手（ユーザＸ）のリアルタイムデータ、およびコンテ
ンツ再生部２５からのコンテンツデータが入力される。
【００５５】
　ユーザ特性分析部７１は、入力部２２から供給されるユーザ（ユーザＡ等）のリアルタ
イムデータや、通信部２３から供給されるコミュニケーション相手（ユーザＸ）のリアル
タイムデータから得られるユーザの状態情報などを分析し、分析結果を、制御情報生成部
７２に出力する。制御情報生成部７２は、分析結果に応じた合成パラメータや合成パター
ンで、コンテンツ再生部２５からのコンテンツの映像および音声、通信部２３から供給さ
れるコミュニケーション相手のリアルタイムデータの映像および音声を合成させるように
、映像音声合成部２６を制御するための制御情報を生成し、生成した制御情報を、制御部
３２に出力する。なお、コミュニケーション相手であるコミュニケーション装置１－２を
構成する各部に対する制御情報も生成され、操作情報出力部８７に供給される。
【００５６】
　通信環境検出部２９は、通信部２３と通信網２を介したコミュニケーション装置１－２
との通信環境（通信レート、通信遅延時間等）を監視して制御部３２に出力する。標準時
刻計時部３０は、制御部３２に供給する標準時刻を計時する。標準時刻計時部３０は、標
準時刻情報供給装置６から供給される標準時刻情報に基づいて自己が刻む標準時刻を修正
する。操作入力部３１は、リモートコントローラ等からなり、ユーザの操作を受け付けて
対応する操作信号を制御部３２に入力する。
【００５７】
　制御部３２は、操作入力部３１から入力されるユーザの操作に対応した操作信号や、デ
ータ分析部２８から入力される制御情報などに基づいて、コミュニケーション装置１－１
を構成する各部を制御する。制御部３２は、セッション管理部８１、視聴記録レベル設定
部８２、再生同期部８３、合成制御部８４、再生許可部８５、記録許可部８６、操作情報
出力部８７、および電子機器制御部８８を含んでいる。なお、図４において、制御部３２
からコミュニケーション装置１－１を構成する各部への制御ラインの図示は省略されてい
る。
【００５８】
　セッション管理部８１は、通信部２３が通信網２を介してコミュニケーション装置１－
２および１－３、コンテンツ供給サーバ３、認証サーバ４等と接続する処理を制御する。
セッション管理部８１は、他のコミュニケーション装置１と接続する場合、お互いのコミ
ュニケーション装置１の装置情報（例えば、設置されている地域、属しているグループ情
報などを送受信する。なお、コミュニケーショングループを管理するコミュニケーション
装置のセッション管理部８１は、他のコミュニケーション装置１からのコミュニケーショ
ングループへの登録およびプライバシレベルの変更の要求に対する認証を行う。
【００５９】
　視聴記録レベル設定部８２は、ユーザの操作に基づき、入力部２２に取得されたユーザ
のリアルタイムデータやコンテンツ記憶部６１に記憶されているユーザ個人のコンテンツ
が、コミュニケーション相手のコミュニケーション装置１－２が属するグループおよびプ
ライバシレベルにおいて再生可能であるか否か、記録可能であるか否か、記録可能である
なら記録可能な回数等を設定し、この設定情報を、プライバシ制限情報として、ユーザの
リアルタイムデータに付加して、通信部２３からコミュニケーション装置１－２に通知さ
せる。なお、コミュニケーション装置１－２単体のプライバシ制限情報も設定可能として
もよい。
【００６０】
　再生同期部８３は、コミュニケーション相手のコミュニケーション装置１－２と同期し
て同一のコンテンツが再生されるように、コンテンツ再生部２５を制御する。
【００６１】
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　合成制御部８４は、ユーザの操作に従って、ユーザのリアルタイムデータから得られる
ユーザの状態情報を分析するように、データ分析部２８を制御する。また、合成制御部８
４は、コンテンツの映像および音声とユーザの映像および音声が、ユーザの操作、または
データ分析部２８からの制御情報に従って合成されるように、映像音声合成部２６を制御
する。すなわち、合成制御部８４は、データ分析部２８からの制御情報に基づいて、図３
Ａ乃至図３Ｃに示されるような合成パターンおよび合成パラメータの設定を変更し、設定
を変更した合成パターンおよび合成パラメータに基づいて、映像音声合成部２６を制御す
る。そして、合成制御部８４は、設定を変更した合成パターンおよび合成パラメータを、
合成情報として、合成情報記憶部６４に記録させる。
【００６２】
　再生許可部８５は、ライセンス記憶部６２に記憶されているコンテンツのライセンス情
報、およびコンテンツに付加されている著作権制限情報に基づいて、コンテンツ利用の可
否を判定し、ユーザ情報記憶部６３に記憶されているプライバシ情報、およびコンテンツ
に付加されているプライバシ制限情報（コンテンツを生成した、例えば、コミュニケーシ
ョン装置１－３の視聴記録レベル設定部８２により設定される）に基づいて、コンテンツ
利用の可否を判定し、それらの判定結果に基づいてコンテンツ再生部２５を制御する。
【００６３】
　また、再生許可部８５は、必要に応じて、セッション管理部８１を介して、コンテンツ
供給サーバ３、認証サーバ４などに接続し、ライセンス情報やコンテンツを取得したり、
著作権制限情報を更新したり、コミュニケーション装置１－３に接続し、プライバシ制限
情報やプライバシ情報を更新したり、あるいは、映像音声合成部２６を制御し、コンテン
ツを利用する際の利用制限（例えば、再生回数制限、記録可否、または記録回数制限など
）を、ディスプレイ４１に表示させる。
【００６４】
　記録許可部８６は、コンテンツに付加されている著作権制限情報やプライバシ制限情報
等に基づき、コンテンツの記録の可否を判定し、判定結果に基づいてコンテンツ記憶部６
１を制御する。
【００６５】
　操作情報出力部８７は、ユーザによる操作（テレビジョン放送受信時のチャンネル切り
換え操作、コンテンツ選択、コンテンツ再生開始、再生終了、早送り再生の操作等）に対
応して、その操作内容と操作時刻を含む操作情報を生成し、通信部２３からコミュニケー
ション相手のコミュニケーション装置１－２に通知させる。また、操作情報出力部８７は
、データ分析部２８からの制御情報も、通信部２３からコミュニケーション相手のコミュ
ニケーション装置１－２に通知させる。
【００６６】
　電子機器制御部８８は、ユーザによる操作、または、データ分析部２８から入力される
制御情報に基づき、出力部２１や入力部２２の出力や入力の設定、コミュニケーション装
置１－１の周辺に位置する所定の電子機器（例えば、照明機器、空調機器等。いずれも不
図示）を制御する。
【００６７】
　ドライブ９１は、装着された光ディスク９２に記録されているコンテンツを読み出した
り、または、光ディスク９２に、コンテンツを記録する。光ディスク９２は、例えば、Ｄ
ＶＤ(Digital Versatile Disk)±ＲＷ(Re-writable)またはブルーレイディスクなどの追
記型の光ディスクや、コピーコントロール付きのＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤなどの再
生専用の光ディスクで構成される。
【００６８】
　なお、コミュニケーション装置１－２および１－３の詳細な構成例については、図４に
示されたコミュニケーション装置１－１の構成例と同様であるので、その説明は省略する
。
【００６９】
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　次に、コミュニケーション装置１－１によるコミュニケーション装置１－２との遠隔コ
ミュニケーション処理について、図５のフローチャートを参照して説明する。なお、この
処理は、コミュニケーション装置１－２においても同様に実行される処理でもある。
【００７０】
　このコミュニケーション処理は、コミュニケーション装置１－２との遠隔コミュニケー
ションの開始を指示する操作が、操作入力部３１に入力され、この操作に対応する操作信
号が制御部３２に入力されたときに開始される。
【００７１】
　ステップＳ１において、通信部２３は、セッション管理部８１からの制御に基づき、通
信網２を介してコミュニケーション装置１－２に接続し、遠隔コミュニケーションの開始
を通知し、ステップＳ２に進む。この通知に対応して、コミュニケーション装置１－２は
、遠隔コミュニケーションの開始の受諾を返信する。
【００７２】
　なお、このとき、セッション管理部８１は、コミュニケーション装置１－１の装置情報
（例えば、設置されている地域、属しているグループ情報など）をコミュニケーション装
置１－２に送信し、それに対応して、コミュニケーション装置１－２からの装置情報を受
信し、遠隔コミュニケーションが終了するまで記憶している。
【００７３】
　ステップＳ２において、通信部２３は、制御部３２からの制御に基づき、入力部２２か
ら入力されるユーザＡ等のリアルタイムデータを、通信網２を介してコミュニケーション
装置１－２に送信し始めるとともに、コミュニケーション装置１－２から送信されたユー
ザＸのリアルタイムデータの受信を開始し、ステップＳ３に進む。このとき、入力部２２
から入力されるユーザＡ等のリアルタイムデータと、受信されたユーザＸのリアルタイム
データは、データ分析部２８に入力され、リアルタイムデータのうちの映像および音声は
、映像音声合成部２６に入力される。
【００７４】
　ステップＳ３において、再生許可部８５は、ユーザが指定するコンテンツを利用するた
めの認証処理を行う（以下、コンテンツ利用認証処理と称する）。このコンテンツ利用認
証処理の詳細については後述するが、ステップＳ３においては、コンテンツに付加される
著作権制限情報およびプライバシ制限情報に基づいて、コンテンツの再生が許可され、コ
ミュニケーション装置１－２とコンテンツの再生準備の完了が相互に通知され、処理は、
ステップＳ４に進む。
【００７５】
　なお、再生（視聴）時には、著作権やプライバシの保護が必要とされないコンテンツ（
例えば、テレビジョン放送されているコンテンツなど）の場合、ステップＳ３の処理は不
要となる。ただし、上述したコンテンツであっても、コンテンツ記憶部６１に記憶され、
再生される際には、ステップＳ３の処理が実行される。
【００７６】
　ステップＳ４において、コンテンツ再生部２５は、再生同期部８３の制御に基づき、コ
ミュニケーション装置１－２と同期したコンテンツの再生処理（以下、コンテンツ同期再
生処理と記述する）を開始し、ステップＳ５に進む。このコンテンツ同期再生処理により
、コミュニケーション装置１－１および１－２において、同じコンテンツが、標準時刻計
時部３０（標準時刻情報供給装置６）から供給される標準時刻情報に基づいて同期して再
生され、再生されたコンテンツデータは、映像音声合成部２６およびデータ分析部２８に
入力される。
【００７７】
　ステップＳ５において、記憶部２７は、遠隔コミュニケーション記録処理を開始し、ス
テップＳ６に進む。具体的には、映像音声合成部２６は、再生が開始されたコンテンツデ
ータ、入力されたユーザＡ等のリアルタイムデータに含まれる映像および音声、受信され
たユーザＸのリアルタイムデータに含まれる映像および音声を、合成制御部８４による制
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御のもと、合成し、合成の結果得られた映像信号および音声信号を出力部２１に供給する
。なお、このとき、合成制御部８４は、ユーザの操作に基づいて予め設定されている合成
パターンおよび合成パラメータに基づいて映像音声合成部２６の合成処理を制御する。
【００７８】
　出力部２１は、供給された映像信号に対応する映像を表示し、音声信号に対応する音声
を出力する。この段階でユーザ間の映像および音声の通信と、コンテンツの同期再生が開
始されたことになる。
【００７９】
　そして、再生が開始されたコンテンツデータ、入力されたユーザＡ等のリアルタイムデ
ータに含まれる映像および音声、受信されたユーザＸのリアルタイムデータに含まれる映
像および音声、並びに、これらの合成の状態（合成パターンおよび合成パラメータ）を示
す合成情報の記録が開始される。
【００８０】
　ステップＳ６において、データ分析部２８および映像音声合成部２６は、合成制御部８
４による制御に従い、ユーザ特性分析ミキシング処理を実行する。具体的には、ステップ
Ｓ６においては、データ分析部２８により、ユーザのリアルタイムデータから得られる、
ユーザの状態情報（姿勢情報、人数情報、音声情報、または環境情報など）が分析され、
その分析の結果に基づいて、映像音声合成部２６などを制御するための制御情報が生成さ
れる。したがって、合成制御部８４は、ユーザの操作に基づいて予め設定されている合成
パターンおよび合成パラメータではなく、生成される制御情報に基づいて合成パターンお
よび合成パラメータを変更し、映像音声合成部２６の合成処理を制御する処理を実行する
。
【００８１】
　ステップＳ７において、制御部３２は、ユーザから遠隔コミュニケーションの終了を指
示する操作が行われたか否かを判定し、遠隔コミュニケーションの終了を指示する操作が
行われたと判定するまで待機する。ステップＳ７において、ユーザから遠隔コミュニケー
ションの終了を指示する操作が行われたと判定された場合、処理はステップＳ８に進む。
【００８２】
　ステップＳ８において、通信部２３は、セッション管理部８１からの制御に基づき、通
信網２を介してコミュニケーション装置１－２に接続し、遠隔コミュニケーションの終了
を通知する。この通知に対応して、コミュニケーション装置１－２は、遠隔コミュニケー
ションの終了の受諾を返信する。
【００８３】
　ステップＳ９において、記憶部２７は、コミュニケーション記録処理を終了し、遠隔コ
ミュニケーション処理は、終了する。なお、ここまでに記録された、再生されたコンテン
ツ、ユーザＡ等のリアルタイムデータに含まれる映像および音声、受信されたユーザＸの
リアルタイムデータに含まれる映像および音声、並びに合成情報は、今後において、今回
の遠隔コミュニケーションが再現されるときに利用される。
【００８４】
　以上、コミュニケーション装置１－１による遠隔コミュニケーション処理の説明を終了
する。
【００８５】
　次に、上述した遠隔コミュニケーション処理のステップＳ３におけるコンテンツ利用認
証処理について詳しく説明する。
【００８６】
　図６は、コンテンツ利用認証処理を行う再生許可部８５の詳細な構成例を示している。
【００８７】
　図６の例において、再生許可部８５は、再生認証制御部１１１、著作権認証部１１２、
著作権情報更新部１１３、課金処理部１１４、プライバシ認証部１１５、プライバシ情報
更新部１１６、許可要求処理部１１７、通知情報生成部１１８、およびコンテンツ取得部
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１１９により構成される。
【００８８】
　再生認証制御部１１１は、操作入力部３１を介して、コンテンツ選択の操作信号を入力
すると、選択されたコンテンツを取得し、著作権認証部１１２およびプライバシ認証部１
１５を制御し、再生するコンテンツの利用認証処理を実行させる。すなわち、選択された
コンテンツが、既に取得済で記憶部２７に記憶されているコンテンツ、または光ディスク
９２に記録されているコンテンツなどである場合には、記憶部２７やドライブ９１を制御
して、コンテンツを読み出し、コンテンツ再生部２５に供給させ、選択されたコンテンツ
が、コンテンツ供給サーバ３のコンテンツである場合には、コンテンツ取得部１１９を制
御し、コンテンツ取得処理を実行させる。
【００８９】
　また、再生認証制御部１１１は、著作権認証部１１２およびプライバシ認証部１１５か
らの認証結果に応じて、セッション管理部８１を制御し、コンテンツ再生準備の完了通知
を、コミュニケーション装置１－２と相互に通信し、コンテンツ再生部２５に対して、コ
ンテンツの再生を許可したり、著作権認証部１１２およびプライバシ認証部１１５からの
コンテンツの利用制限の通知を、通知情報生成部１１８に生成させる。
【００９０】
　著作権認証部１１２は、コンテンツ再生部２５に供給されたコンテンツに付加されてい
る著作権制限情報と、ライセンス記憶部６２に記憶されているコミュニケーション装置１
－１が有するライセンス情報に基づいて、コンテンツの利用が可能か否かを判定し、判定
結果に応じて、課金処理部１１４および著作権情報更新部１１３を制御し、認証サーバ４
と課金処理を行わせたり、再生認証制御部１１１を介して、通知情報生成部１１８に、コ
ンテンツの利用制限を供給する。
【００９１】
　著作権情報更新部１１３は、課金処理部１１４による課金処理の結果、通信部２３を介
して、認証サーバ４から、新たな著作権制限情報を取得し、コンテンツに付加されている
著作権制限情報を更新する。なお、著作権情報更新部１１３は、課金処理部１１４による
課金処理の結果、新たなライセンス情報が取得された場合、ライセンス記憶部６２のライ
センス情報も更新する。
【００９２】
　課金処理部１１４は、セッション管理部８１を制御して、認証サーバ４と接続し、コン
テンツの著作権制限情報の更新、またはライセンス情報の取得に対する課金処理を行う。
【００９３】
　プライバシ認証部１１５は、コンテンツ再生部２５に供給されたコンテンツに付加され
ているプライバシ制限情報と、ユーザ情報記憶部６４に記憶されているプライバシ情報に
基づいて、コンテンツの利用が可能か否かを判定し、判定結果に応じて、許可要求処理部
１１７およびプライバシ情報更新部１１６を制御し、再生するコンテンツに対してプライ
バシ管理権を有するユーザＣのコミュニケーション装置１－３と通信処理を行わせたり、
再生認証制御部１１１を介して、通知情報生成部１１８に、コンテンツの利用制限を供給
する。
【００９４】
　プライバシ情報更新部１１６は、許可要求処理部１１７による要求処理の結果、通信部
２３を介して、コミュニケーション装置１－３から、新たなプライバシ制限情報を取得し
、コンテンツに付加されているプライバシ制限情報を更新する。なお、プライバシ情報更
新部１１６は、許可要求処理部１１７による要求処理の結果、新たなプライバシ情報が取
得された場合、ユーザ情報記憶部６３のプライバシ情報も更新する。
【００９５】
　許可要求処理部１１７は、セッション管理部８１を制御して、コミュニケーション装置
１－３と接続し、コンテンツのプライバシ制限情報の更新、またはプライバシ情報の取得
に対する要求処理を行う。
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【００９６】
　通知情報生成部１１８は、著作権認証部１１２またはプライバシ認証部１１５から供給
される利用制限を通知するための映像を生成し、生成された映像を、映像音声合成部２６
に供給する。
【００９７】
　コンテンツ取得部１１９は、セッション管理部８１を制御して、コンテンツ供給サーバ
３と接続し、ライセンス記憶部６２のライセンス情報およびユーザ情報記憶部６３のプラ
イバシ情報を用いて、コンテンツ取得処理を実行する。なお、取得するコンテンツに対応
するライセンス情報がない場合には、著作権認証部１１２を制御し、取得するコンテンツ
に対するライセンス情報を取得させる。
【００９８】
　図７は、ライセンス記憶部６２に記憶されるライセンス情報の例を示す。
【００９９】
　図７の例においては、コミュニケーション装置１－１が有する、ＢＳ(Broadcasting Sa
tellite)／ＣＳ(Communication Satellite)放送、ＤＶＤコンテンツ、ＣＤコンテンツ、
ゲームソフト、および写真集などのライセンス情報が示されている。
【０１００】
　具体的には、コミュニケーション装置１－１は、ＢＳ放送の１乃至１１ｃｈ（チャンネ
ル）に対して視聴を許可するライセンス情報、ＣＳ放送の１００乃至２１０ｃｈ（チャン
ネル）に対して視聴を許可するライセンス情報を有している。
【０１０１】
コミュニケーション装置１－１は、ＤＶＤコンテンツのライセンス情報は、ＤＶＤ１とい
うタイトル名のコンテンツに対して再生を許可するライセンス情報、およびＤＶＤ２とい
うタイトル名のコンテンツに対して録画を許可するライセンス情報を有している。なお、
図７において、ＤＶＤコンテンツは、映像（動画像）コンテンツを表し、ＤＶＤで構成さ
れる光ディスク９２に記録されているものだけでなく、コンテンツ供給サーバ３からダウ
ンロードしたコンテンツも含まれる。
【０１０２】
　コミュニケーション装置１－１は、ＣＤ１というタイトル名のコンテンツに対して再生
を許可するライセンス情報、ＣＤ２というタイトル名のコンテンツに対して再生を許可す
るライセンス情報、およびＣＤ３というタイトル名のコンテンツに対して録音を許可する
ライセンス情報を有している。なお、ＣＤコンテンツは、音楽のコンテンツを表し、ＣＤ
で構成される光ディスク９２に記録されているものだけでなく、コンテンツ供給サーバ３
からダウンロードしたコンテンツも含まれる。
【０１０３】
　コミュニケーション装置１－１は、ゲーム１、ゲーム２、およびゲーム３というタイト
ル名のゲームソフトコンテンツに対して再生（プレイ）を許可するライセンス情報を有し
ている。
【０１０４】
　コミュニケーション装置１－１は、アルバム１、アルバム２、およびアルバム３という
タイトル名の写真集（静止画像集）のコンテンツに対して再生を許可するライセンス情報
を有している。なお、ゲームソフトおよび写真集のコンテンツも、光ディスク９２に記録
されて配布される場合もあれば、コンテンツ供給サーバ３からダウンロードされて配布さ
れる場合もある。
【０１０５】
　したがって、これらのライセンス情報の対象となるコンテンツは、コミュニケーション
装置１－１において、コンテンツに付加されている著作権制限情報に応じた利用が可能と
される。
【０１０６】
　図８は、ユーザ情報記憶部６３に記憶されているプライバシ情報の例を示す。
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【０１０７】
　プライバシ情報は、コミュニケーション装置１－１が属する、遠隔地コミュニケーショ
ンを行うコミュニケーショングループの情報であるグループ属性と、各グループにおいて
親密度に応じて設定されているプライバシレベルで構成されている。プライバシレベルは
、数値が低いほど、親密度が高いことを表している。
【０１０８】
　図８の例においては、コミュニケーション装置１－１は、グループ１というコミュニケ
ーショングループに属しており、グループ１においては、プライバシレベル２と設定され
ている。また、コミュニケーション装置１－１は、グループ２というコミュニケーション
グループに属しており、グループ２においては、プライバシレベル３と設定されている。
さらに、コミュニケーション装置１－１は、グループ３というコミュニケーショングルー
プに属しており、グループ３においては、プライバシレベル６と設定されている。
【０１０９】
　したがって、これらのプライバシ情報と、コンテンツに付加されているプライバシ制限
情報と比較することで、コミュニケーション装置１－１において、そのコンテンツの利用
が可能となる。
【０１１０】
　なお、プライバシ情報は、グループの管理者のコミュニケーション装置１（例えば、コ
ミュニケーション装置１－３）の認証があれば設定変更が可能である。
【０１１１】
　図９は、コンテンツに付加される著作権制限情報とプライバシ制限情報の例を示してい
る。
【０１１２】
　図９の例においては、著作権制限情報は、再生可能期間、再生可能地域、再生可能回数
、録画可能情報、および録画回数制限により構成されている。なお、この著作権制限情報
の構成は、例であり、付加されるコンテンツに応じて異なる。
【０１１３】
　すなわち、再生可能期間が「2004年の1月以降」であり、認証先が、「○○ＴＶ局」で
ある著作権制限情報、および再生可能地域が「東京」であり、認証先が、「○○ＴＶ局」
である著作権制限情報は、テレビジョン放送のコンテンツに付加される著作権制限情報の
例である。
【０１１４】
　これらの著作権制限情報が付加されているコンテンツは、例えば、2003年の12月末日に
東京でのみ放映されるコンテンツであり、仮に、コミュニケーション装置１－１のユーザ
が、このコンテンツを、再生可能期間（2004年の1月以降）よりも前に、コンテンツ供給
サーバ３などから取得したとしても再生することができない。また、コミュニケーション
装置１－２が、2004年の12月末日に東京で受信し、記憶し、コミュニケーション装置１－
１に送信したとしても、コミュニケーション装置１－１が東京以外の場所に設置されてい
る場合には、2004年の1月以降であっても、再生することができない。
【０１１５】
　したがって、東京以外の場所に設置されているコミュニケーション装置１－１において
コンテンツの利用する場合には、○○ＴＶ局（例えば、認証サーバ４）と課金処理を行い
、このコンテンツを再生できるライセンス情報を得ることが必要になる。
【０１１６】
　このように、放送装置５により放送され、コミュニケーション装置１－１の放送受信部
２４で受信され、コンテンツ記憶部６１に記憶されているコンテンツの場合、このコンテ
ンツが放送されていない他の地域に設置されているコミュニケーション装置１－２と同期
再生する際には、著作権制限情報により、コミュニケーション装置１－２側で再生するこ
とができず、著作権制限情報に対する認証処理が必要となる。
【０１１７】
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　一方、再生可能回数が「３回／全１０回」であり、認証先が、「△△制作」である著作
権制限情報、録画可能が「○」であり、認証先が、「△△制作」である著作権制限情報、
および録画回数制限が「２世代まで」であり、認証先が、「△△制作」である著作権制限
情報は、例えば、光ディスク９２に記録されているＤＶＤコンテンツに付加される著作権
制限情報の例である。
【０１１８】
　これらの著作権制限情報が付加されているコンテンツは、ライセンス情報を有するコミ
ュニケーション装置１－１においては、再生（利用）は可能であるが、制限がある。すな
わち、図９の例の場合、コミュニケーション装置１－１においては、全１０回中すでに３
回が再生されているため、後７回しか再生できない。また、このコンテンツの録画（複製
）は、２世代までしか許可されていない。したがって、コンテンツ（第１世代）を複製し
、コンテンツ（第２世代）を得ることは（記録することは）できるが、コンテンツ（第２
世代）自体をさらに複製して、コンテンツ（第３世代）を得ることはできない。
【０１１９】
　したがって、コミュニケーション装置１－１において、このコンテンツが７回再生され
た後に、まだ再生したい場合、△△制作（例えば、認証サーバ４）と課金処理を行い、こ
のコンテンツをさらに複数回（例えば、１０回）再生できるように更新された著作権制限
情報を得ることが必要になる。同様に、コミュニケーション装置１－１において、複製し
たコンテンツをもう１世代複製したい場合、△△制作（例えば、認証サーバ４）と課金処
理を行い、このコンテンツの録画回数制限を３世代までとして更新された著作権制限情報
を得ることが必要になる。
【０１２０】
　次に、図９の例のプライバシ制限情報は、グループ属性制限、およびレベル制限により
構成されている。
【０１２１】
　グループ属性制限が「グループ１（再生可）、グループ３（録画可）」であるプライバ
シ制限情報、およびレベル制限が「レベル１以上」であるプライバシ制限情報の認証先は
、「ユーザＣ」である。すなわち、このプライバシ制限情報は、例えば、ユーザＣにより
生成される個人のコンテンツに、ユーザＣのコミュニケーション装置１－３の視聴記録レ
ベル設定部８２により付加、管理されるものである。
【０１２２】
　具体的に説明すると、例えば、グループ１が「家族」だとすれば、家族の中にも親密度
に応じたレベルがあり、「両親」は、レベル１で最も親密度が高く、「姉」は、レベル２
で親密度が低いとして設定されたとする。この場合、あるコンテンツのプライバシ制限情
報に、グループ属性制限が、グループ１「家族」で、かつ、レベル制限が「レベル１以上
」に設定された場合、コンテンツを再生可能であるのが、レベル１の「両親」のみに限定
され、レベル２の「姉」は除外される。
【０１２３】
　このように、プライバシレベルという概念を設けることにより、グループ内の登録メン
バーに、親密度に応じてフィルタをかけることが可能となる。
【０１２４】
　したがって、再生が許可されていない、グループ１のレベル２であるユーザのコミュニ
ケーション装置１－１が、このコンテンツを再生したい場合、このコンテンツのプライバ
シ制限情報を管理しているユーザＣのコミュニケーション装置１－３に要求を行い、この
コンテンツをレベル２以上できるように更新されたプライバシ制限情報を得ることが必要
になる。
【０１２５】
　なお、ユーザＣのコミュニケーション装置１－３に、プライバシ制限情報の更新の代わ
りに、コミュニケーション装置１－１自体のプライバシ情報のレベルを高く設定するよう
に要求して、コンテンツの再生を可能にするようにしてもよい。
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【０１２６】
　また、上述したユーザＣにより生成される個人のコンテンツには、ステップＳ２におい
て通信されるユーザＸのリアルタイムデータも含まれる。すなわち、リアルタイムデータ
も、コンテンツ記憶部６１に記憶された後、ユーザＡにより再度読み出されたり、他のユ
ーザＣに配布されてしまう場合があるので、プライバシ制限情報を付加することが可能で
ある。
【０１２７】
　さらに、詳しくは後述するが、コンテンツ供給サーバ３がコンテンツを供給する際に、
コンテンツを供給するユーザに対して、プライバシ情報を要求することにより、供給され
るコンテンツ供給サーバ３により供給されるコンテンツにもプライバシ制限情報を付加す
ることが可能である。
【０１２８】
　次に、図１０のフローチャートを参照して、図５のステップＳ３のコンテンツ利用認証
処理を説明する。
【０１２９】
　ユーザＡにより、操作入力部３１を用いて、コミュニケーション装置１－２と同期再生
する対象のコンテンツの選択を指示する操作が行われる。操作入力部３１は、ユーザＡの
操作に対応する操作信号を、再生認証制御部１１１に供給する。
【０１３０】
　これに対応したユーザＸの操作に基づき、コミュニケーション装置１－２においても、
コンテンツ利用認証処理（すなわち、コンテンツの再生を認証する処理）が実行される。
なお、このとき、操作入力部３１からのユーザＡの操作に対応する操作信号を、操作情報
出力部８７に供給することにより、通信部２３からコミュニケーション相手のコミュニケ
ーション装置１－２に通知させ、コミュニケーション装置１－２において、対象のコンテ
ンツを選択させるようにしてもよい。
【０１３１】
　再生認証制御部１１１は、ステップＳ２１において、対象のコンテンツが選択されるま
で待機しており、操作入力部３１からの操作信号に対応して、対象のコンテンツが選択さ
れたと判定した場合、ステップＳ２２に進み、選択されたコンテンツが取得済みであるか
否かを判定する。
【０１３２】
　例えば、選択されたコンテンツが、コンテンツ供給サーバ３のコンテンツである場合に
は、ステップＳ２２において、選択されたコンテンツがまだ取得されていないと判定され
、再生認証制御部１１１は、ステップＳ２３に進み、コンテンツ取得部１１９を制御し、
コンテンツ取得処理を実行させる。このコンテンツ取得処理については、図１４を参照し
て後述するが、ステップＳ２３の処理により、コンテンツ供給サーバ３において、コミュ
ニケーション装置１－１によるコンテンツの取得が許可され、コンテンツ供給サーバ３か
らのコンテンツの受信が開始され、受信されたコンテンツは、コンテンツ再生部２５に供
給され、処理は、ステップＳ２４に進む。
【０１３３】
　なお、受信されたコンテンツには、図１５を参照して詳しく後述するが、著作権制限情
報およびプライバシ制限情報が付加される。したがって、以降の処理において、受信され
たコンテンツは、他のコンテンツと同様に、認証処理が実行される。
【０１３４】
　一方、例えば、選択されたコンテンツが、既に取得済でコンテンツ記憶部６１に記憶さ
れているコンテンツ、または光ディスク９２に記録されているコンテンツなどである場合
には、ステップＳ２２において、選択されたコンテンツが取得済みであると判定され、再
生認証制御部１１１は、コンテンツ記憶部６１またはドライブ９１を制御し、記憶されて
いるコンテンツを読み出させ、コンテンツ再生部２５に供給させ、ステップＳ２３をスキ
ップし、ステップＳ２４に進む。
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【０１３５】
再生認証制御部１１１は、ステップＳ２４において、著作権認証部１１２を制御し、コン
テンツ再生部２５に供給されたコンテンツの著作権認証処理を実行させる。なお、この著
作権認証処理については、図１２を参照して後述するが、ステップＳ２４の処理により、
著作権に対してのコンテンツの利用が認証され、処理は、ステップＳ２５に進む。
【０１３６】
　さらに、再生認証制御部１１１は、ステップＳ２５において、プライバシ認証部１１５
を制御し、コンテンツ再生部２５に供給されたコンテンツのプライバシ認証処理を実行さ
せる。なお、このプライバシ認証処理については、図１３を参照して後述するが、ステッ
プＳ２５の処理により、プライバシに対してのコンテンツの利用が認証され、処理は、ス
テップＳ２６に進む。
【０１３７】
　再生認証制御部１１１は、ステップＳ２６において、著作権認証部１１２またはプライ
バシ認証部１１５によるコンテンツの利用の認証結果に応じて、コンテンツ再生準備の完
了を、コミュニケーション装置１－２と相互に通知する。
【０１３８】
　これにより、コンテンツ再生部２５の再生が許可されるので、コンテンツ利用認証処理
は終了され、コンテンツ再生部２５は、図５のステップＳ３に戻り、ステップＳ４に進み
、再生同期部８３の制御に基づき、コミュニケーション装置１－２と同期したコンテンツ
の再生処理を開始することができる。
【０１３９】
　なお、既に取得済でコンテンツ記憶部６１に記憶されているコンテンツ、または光ディ
スク９２に記録されているコンテンツなどである場合には、読み出し、コンテンツ再生部
２５に供給する前に、ステップＳ２４および２５の処理を実行するようにしてもよい。
【０１４０】
　また、図１０の例においては、コミュニケーション装置１－１のユーザＡとコミュニケ
ーション装置１－２のユーザＸが、ともに対象のコンテンツを選択し、新たに同期再生す
る場合に、ユーザＡのコミュニケーション装置１－１およびユーザＸのコミュニケーショ
ン装置１－２の両方が、図１０のコンテンツ利用認証処理を実行する場合（図１１の上か
ら４番目の場合）を説明したが、ユーザＡまたはユーザＸは、図５のステップＳ１におい
て遠隔コミュニケーションが開始され、ステップＳ２において、お互いのリアルタイムデ
ータを通信してから、対象のコンテンツを選択する。したがって、このとき選択されるコ
ンテンツは、図１１に示されるように、すでにユーザにより再生されている場合も考えら
れる。
【０１４１】
　例えば、ユーザＡがすでに選択し再生しているコンテンツを同期再生する場合には、ユ
ーザＡのコミュニケーション装置１－１においては、すでにコンテンツの利用が認証され
ている。したがって、この場合、図５のステップＳ３においては、ユーザＸのコミュニケ
ーション装置１－２のみにより、コンテンツ利用認証処理が実行される。
【０１４２】
　ユーザＸがすでに選択し再生しているコンテンツを同期再生する場合には、ユーザＸの
コミュニケーション装置１－２においては、すでにコンテンツの利用が認証されている。
したがって、この場合、図５のステップＳ３においては、ユーザＡのコミュニケーション
装置１－１のみにより、コンテンツ利用認証処理が実行される。
【０１４３】
　さらに、ユーザＡおよびユーザＸがすでに選択し再生しているコンテンツを同期再生す
る場合には、ユーザＡのコミュニケーション装置１－１、およびユーザＸのコミュニケー
ション装置１－２においては、すでにコンテンツの利用が認証されている。したがって、
図５のステップＳ３のコンテンツ利用認証処理は、必要ないため、スキップされる。
【０１４４】
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　そして、ユーザＡおよびユーザＸがともに対象のコンテンツを選択し、新たに同期再生
する場合には、図１０を参照して上述したように、ユーザＡのコミュニケーション装置１
－１およびユーザＸのコミュニケーション装置１－２の両方において、コンテンツ利用認
証処理が実行される。
【０１４５】
　次に、図１２のフローチャートを参照して、図１０のステップＳ２４の著作権認証処理
を説明する。
【０１４６】
　著作権認証部１１２は、ステップＳ５１において、コンテンツ再生部２５に供給された
コンテンツに付加されている著作権制限情報と、ライセンス記憶部６２に記憶されている
コミュニケーション装置１－１が有するライセンス情報に基づいて、著作権に対して、コ
ンテンツの利用が可能であるか否かを判定し、著作権に対して、コンテンツの利用が可能
であると判定した場合、ステップＳ５２およびＳ５３の処理をスキップし、ステップＳ５
４に進み、著作権に対するコンテンツの利用を認証し、ステップＳ５５に進む。
【０１４７】
　一方、ステップＳ５１において、著作権に対して、コンテンツの利用が可能ではないと
判定した場合、著作権認証部１１２は、ステップＳ５２に進み、課金処理部１１４を制御
し、認証サーバ４に対して、コンテンツの利用を可能にさせるための課金処理を実行させ
、ステップＳ５３に進む。
【０１４８】
　すなわち、課金処理部１１４は、セッション管理部８１を制御して、認証サーバ４と接
続し、コンテンツの利用が可能になるように、コンテンツの著作権制限情報、またはライ
センス情報の更新を要求し、課金処理を行う。
【０１４９】
　これに対応して、認証サーバ４は、課金処理に応じた新しい著作権制限情報またはライ
センス情報を、コミュニケーション装置１－１に送信してくる。
【０１５０】
　コミュニケーション装置１－１の通信部２３は、認証サーバ４からの著作権制限情報ま
たはライセンス情報を受信すると、著作権認証部１１２に供給する。著作権認証部１１２
は、ステップＳ５３において、著作権制限情報またはライセンス情報を取得すると、著作
権情報更新部１１３を制御し、コンテンツに付加されている著作権制限情報、または、ラ
イセンス記憶部６２のライセンス情報を更新させ、ステップＳ５４に進み、著作権に対す
るコンテンツの利用を認証し、ステップＳ５５に進む。
【０１５１】
　なお、図示は省略するが、課金処理が実行されなかったり、認証サーバ４から認証され
ず、著作権に対するコンテンツの利用が認証されない場合には、処理は、図１０のステッ
プＳ２１に戻り、ユーザにより、他のコンテンツが選択されるまで待機しており、他のコ
ンテンツの選択に応じて、それ以降の処理が繰り返される。
【０１５２】
　著作権認証部１１２は、さらに、ステップＳ５５において、著作権制限情報に基づいて
、利用制限があるか否かを判定し、例えば、再生は可能であるが、記録はできない、再生
は可能であるが、再生回数が制限されている等の利用制限があると判定した場合、ステッ
プＳ５６に進み、再生認証制御部１１１を介して、通知情報生成部１１８に、コンテンツ
の利用制限を供給し、コンテンツの利用制限をユーザに通知するための映像を生成させる
。
【０１５３】
　すなわち、通知情報生成部１１８は、ステップＳ５６において、コンテンツの利用制限
をユーザに通知するための映像を生成すると、生成した映像を、映像音声合成部２６を介
して、出力部２１を構成するディスプレイ４１に表示させ、ユーザに、コンテンツの利用
制限を通知する。これにより、ユーザは、このコンテンツが、例えば、再生は可能であっ
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ても、記録はできない等の利用制限を前もって認識することができる。
【０１５４】
　コンテンツの利用制限がディスプレイ４１に表示された後、または、ステップＳ５５に
おいて、利用制限がないと判定された場合、著作権認証部１１２は、著作権認証処理を終
了し、図１０のステップＳ２４に戻り、ステップＳ２５に進む。そして、ステップＳ２５
において、プライバシ認証部１１５によるプライバシ認証処理が実行される。
【０１５５】
　次に、図１３のフローチャートを参照して、図１０のステップＳ２５のプライバシ認証
処理を説明する。
【０１５６】
　プライバシ認証部１１５は、ステップＳ７１において、コンテンツ再生部２５に供給さ
れたコンテンツに付加されているプライバシ制限情報と、ユーザ記憶部６３に記憶されて
いるコミュニケーション装置１－１のプライバシ情報に基づいて、プライバシ（個人情報
）に対して、コンテンツの利用が可能であるか否かを判定し、プライバシに対して、コン
テンツの利用が可能であると判定した場合、ステップＳ７２およびＳ７３の処理をスキッ
プし、ステップＳ７４に進み、プライバシに対するコンテンツの利用を認証し、ステップ
Ｓ７５に進む。
【０１５７】
　一方、ステップＳ７１において、プライバシに対して、コンテンツの利用が可能ではな
いと判定した場合、プライバシ認証部１１５は、ステップＳ７２に進み、許可要求処理部
１１７を制御し、コンテンツに付加されているプライバシ制限情報の管理者であるユーザ
Ｃのコミュニケーション装置１－３に対して、コンテンツの利用の許可を要求させ、ステ
ップＳ７３に進む。
【０１５８】
　すなわち、許可要求処理部１１７は、セッション管理部８１を制御して、コミュニケー
ション装置１－３と接続し、コンテンツの利用が可能になるように、コンテンツの利用の
許可を要求する。このとき、コンテンツに付加されるプライバシ制限情報を変更するよう
に要求してもよいし、コミュニケーション装置１－１が新しいグループやレベルに属する
ことができるように、コミュニケーション装置１－１のプライバシ情報の変更を要求して
もよい。
【０１５９】
　これに対応して、コミュニケーション装置１－３のユーザＣは、操作入力部３１を操作
して、コミュニケーション装置１－１のコンテンツの利用を認証する。操作入力部３１か
らの操作信号に応じて、視聴記録レベル設定部８２は、新しいプライバシ情報制限情報に
変更したり、セッション管理部８１は、新しいプライバシ情報に変更する。そして、変更
されたプライバシ情報制限情報またはプライバシ情報は、通信部２３を介して、コミュニ
ケーション装置１－１に送信される。
【０１６０】
　コミュニケーション装置１－１の通信部２３は、コミュニケーション装置１－３からの
プライバシ情報制限情報またはプライバシ情報を受信すると、プライバシ認証部１１５に
供給する。プライバシ認証部１１５は、ステップＳ７３において、プライバシ情報制限情
報またはプライバシ情報を取得すると、著作権情報更新部１１３を制御し、コンテンツに
付加されている著作権制限情報、または、ユーザ記憶部６３のプライバシ情報を更新させ
、ステップＳ７４に進み、プライバシに対するコンテンツの利用を認証し、ステップＳ７
５に進む。
【０１６１】
　なお、図示は省略するが、コミュニケーション装置１－３から認証されず、プライバシ
に対するコンテンツの利用が認証されない場合には、処理は、図１０のステップＳ２１に
戻り、ユーザにより、他のコンテンツが選択されるまで待機しており、他のコンテンツの
選択に応じて、それ以降の処理が繰り返される。
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【０１６２】
　プライバシ認証部１１５は、さらに、ステップＳ７５において、プライバシ情報制限情
報またはプライバシ情報に基づいて、利用制限があるか否かを判定し、例えば、再生は可
能であるが、記録はできない、再生は可能であるが、再生回数が制限されている等の利用
制限がある場合、ステップＳ７６に進み、再生認証制御部１１１を介して、通知情報生成
部１１８に、コンテンツの利用制限を供給し、コンテンツの利用制限をユーザに通知する
ための映像を生成させる。
【０１６３】
　すなわち、通知情報生成部１１８は、ステップＳ７６において、コンテンツの利用制限
をユーザに通知するための映像を生成すると、生成した映像を、映像音声合成部２６を介
して、出力部２１を構成するディスプレイ４１に表示させ、ユーザに、コンテンツの利用
制限を通知する。これにより、ユーザは、このコンテンツが、例えば、再生は可能であっ
ても、記録はできない等の利用制限を前もって認識することができる。
【０１６４】
　コンテンツの利用制限がディスプレイ４１に表示された後、または、ステップＳ７５に
おいて、利用制限がないと判定された場合、プライバシ認証部１１５は、著作権認証処理
を終了し、図１０のステップＳ２５に戻り、ステップＳ２６に進み、再生認証制御部１１
１により、コミュニケーション装置１－２と、コンテンツ再生準備の完了の通知処理が実
行される。
【０１６５】
　次に、図１４のフローチャートを参照して、図１０のステップＳ２３のコンテンツ取得
処理を説明する。なお、同時に、このコンテンツ取得処理に対応するコンテンツ供給サー
バ３のコンテンツ送信処理も、図１５のフローチャートを参照して説明する。
【０１６６】
　コンテンツ取得部１１９は、図１４のステップＳ９１において、セッション管理部８１
を制御し、通信部２３を介して、コンテンツ供給サーバ３に対して、ユーザにより選択さ
れたコンテンツを要求させる。
【０１６７】
　コンテンツ供給サーバ３は、図１５のステップＳ１１１において、コンテンツが要求さ
れるまで待機しており、コミュニケーション装置１－１から、コンテンツの要求を受信す
ると、ステップＳ１１２に進み、要求されたコンテンツに対するライセンス情報を、コミ
ュニケーション装置１－１に要求し、ステップＳ１１３に進む。
【０１６８】
　コンテンツ取得部１１９は、コンテンツ供給サーバ３からのライセンス情報の要求に応
じて、ステップＳ９２において、著作権認証部１１２を制御し、選択されたコンテンツに
対するライセンス情報が、ライセンス記憶部６２にあるか否かを判定させる。著作権認証
部１１２は、ステップＳ９２において、選択されたコンテンツに対するライセンス情報が
あると判定した場合、ライセンス情報を、コンテンツ取得部１１９に供給し、ステップＳ
９３およびＳ９４の処理をスキップし、ステップＳ９５に進む。
【０１６９】
　ステップＳ９２において、選択されたコンテンツに対するライセンス情報がないと判定
された場合、著作権認証部１１２は、ステップＳ９３に進み、課金処理部１１４を制御し
、認証サーバ４に対して、コンテンツの利用を可能にさせるための課金処理を行わせ、ス
テップＳ９４に進む。すなわち、課金処理部１１４は、セッション管理部８１を制御して
、認証サーバ４と接続し、ライセンス情報を要求し、課金処理を行う。
【０１７０】
　これに対応して、認証サーバ４は、課金処理に応じたライセンス情報を、コミュニケー
ション装置１－１に送信してくる。
【０１７１】
　コミュニケーション装置１－１の通信部２３は、ライセンス情報を受信すると、ライセ
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ンス情報を、著作権認証部１１２に供給する。ステップＳ９４において、著作権認証部１
１２は、ライセンス情報を取得し、著作権情報更新部１１３およびコンテンツ取得部１１
９に供給し、ステップＳ９５に進む。このとき、著作権更新部１１３は、供給されたライ
センス情報を、ライセンス記憶部６２に記憶させる。
【０１７２】
　コンテンツ取得部１１９は、ステップＳ９５において、セッション管理部８１を制御し
て、著作権認証部１１２から供給されたライセンス情報を、コンテンツ供給サーバ３に送
信させる。
【０１７３】
　コンテンツ供給サーバ３は、ステップＳ１１３において、ライセンス情報を受信したか
否かを判定し、コミュニケーション装置１－１から、ライセンス情報を受信したと判定し
た場合、ステップＳ１１４に進み、コミュニケーション装置１－１に対して、プライバシ
情報を要求する。ステップＳ１１３において、ライセンス情報を受信しないと判定された
場合、コンテンツ供給サーバ３は、コンテンツ送信処理を終了する。
【０１７４】
　コミュニケーション装置１－１の通信部２３は、コンテンツ供給サーバ３からのプライ
バシ情報の要求を受信すると、受信したプライバシ情報の要求を、コンテンツ取得部１１
９に供給する。コンテンツ取得部１１９は、プライバシ情報の要求を受けると、ステップ
Ｓ９６において、ユーザ情報記憶部６３からプライバシ情報を読み出し、セッション制御
部８１を制御し、プライバシ情報をコンテンツ供給サーバ３に送信させる。
【０１７５】
　コンテンツ供給サーバ３は、コミュニケーション装置１－１から、プライバシ情報を受
信すると、ステップＳ１１５において、例えば、○○ＴＶ局や△△制作により予め著作権
制限情報が付加されているコンテンツに、さらに、コミュニケーション装置１－１のプラ
イバシ情報に基づいて、プライバシ制限情報を付加して、コミュニケーション装置１－１
に送信する。そして、コンテンツ供給サーバ３は、すべてのコンテンツの送信が完了する
と、コンテンツ送信処理を終了する。
【０１７６】
　コミュニケーション装置１－１の通信部２３は、ステップＳ９７において、コミュニケ
ーション装置１－１から送信されてくるコンテンツの受信を開始し、受信したコンテンツ
を、コンテンツ再生部２５に供給し、コンテンツ取得処理を終了し、図１０のステップＳ
２３に戻り、ステップＳ２４に進む。
【０１７７】
　なお、図示は省略するが、図１４の処理において、課金処理が実行されなかったり、コ
ンテンツ提供サーバ３からコンテンツが送信されない場合には、処理は、図１０のステッ
プＳ２１に戻り、ユーザにより、他のコンテンツが選択されるまで待機しており、他のコ
ンテンツの選択に応じて、それ以降の処理が繰り返される。
【０１７８】
　以上のように、従来は、端末内において個人で楽しむことで著作権やプライバシ情報を
侵害することがなかったものであっても、同じ個人で楽しむコミュニケーション処理にお
いては、ネットワークを介してしまうため、著作権やプライバシ情報を侵害してしまう恐
れがある。これに対して、同期再生する対象のコンテンツを、各装置において、著作権と
プライバシの面で認証をそれぞれ行うようにしたので、著作権およびプライバシの侵害を
抑制することができる。
【０１７９】
　したがって、遠隔コミュニケーション処理において、著作権およびプライバシの保護を
促進しつつ、多種多様なコンテンツを用いることができ、ユーザにとっては、遠隔地のユ
ーザとのコミュニケーションを、さらに楽しむことができる。そして、これにより、コン
テンツの需要が拡大される。
【０１８０】



(24) JP 4501063 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

　なお、上記説明においては、著作権のライセンス情報を、各コミュニケーション装置別
に取得する例を説明した。すなわち、従来の著作権のライセンス情報は、基本的に、コン
テンツのコピーやネットワーク上の転送を制限し、個人の単独使用を前提に販売されてい
た。
【０１８１】
　これに対して、本発明は、ネットワークを通じて、特定のユーザ同士が、共通のコンテ
ンツを用いて同期再生を行うことにより、活発なコミュニケーションを行うことを提案す
るものであり、これにより、上述したように、同期再生される対象のコンテンツの需要が
拡大する効果が期待される。しかしながら、従来の著作権のライセンス情報を用いた場合
、遠隔コミュニケーションにおいて、共通のコンテンツを同期再生するコミュニケーショ
ン装置数だけの光ディスクなどのパッケージメディア、または、ライセンスを購入しなけ
ればならない。
【０１８２】
　すなわち、本発明により、ネットワークを通じて、特定のユーザ同士により、共通のコ
ンテンツが用いられて、同期再生が行われている空間を、特定のユーザ群による仮想的な
一つのコンテンツ視聴空間とみなした場合、仮に、その特定のユーザ群が、ある現実のコ
ンテンツ視聴空間に集まって視聴を行う場合（この場合、１つのコンテンツ利用料金しか
課されない）と比較すると、割高なコンテンツ利用料金が課されてしまう。このため、結
果的に、ユーザの購買意欲が削がれ、コンテンツの需要が拡大する効果や、コンテンツ流
通を阻害しかねない。
【０１８３】
　そこで、遠隔コミュニケーションの同期再生（以下、共用利用とも称する。すなわち、
本発明における共用とは、従来の共用とは異なり、単なるコンテンツの共用ではなく、コ
ンテンツの同期再生を意味する）を行うコンテンツには、従来の個人の単独利用ではなく
、共用利用を前提とした著作権ライセンス、すなわち、コンテンツの利用を、共用利用の
みに制限したライセンス情報（以下、共用利用ライセンス情報と称する）を生成し、販売
するようにする。この場合、対象となるコンテンツの著作権制限情報には、図１６に示さ
れるような共用利用制限情報が付加される。
【０１８４】
　図１６は、コンテンツに付加される共用利用制限情報の構成例を示している。この共用
利用制限情報は、例えば、光ディスク９２などのパッケージメディア、または、コンテン
ツ提供サーバ３により提供される、著作権保護を必要とし、共用利用のみに制限されたコ
ンテンツに付加される図９を参照して上述した著作権制限情報に追加されるものである。
【０１８５】
　図１６の例において、共用利用制限情報は、共用端末数制限情報、共用制限ユーザ、共
用制限地域、および共用制限期間などにより構成される。
【０１８６】
　共用端末数制限情報は、コンテンツを同期再生するユーザ数（コミュニケーション装置
数）を制限する情報である。共用制限ユーザは、コンテンツを同期再生する対象のユーザ
を制限する情報であり、例えば、対象のユーザ個人を識別する情報や、ユーザが属するグ
ループやプライバシレベルなどが設定される。
【０１８７】
　共用制限地域は、コンテンツを同期再生するコミュニケーション装置１が設置されてい
る地域を制限する情報である。例えば、放送コンテンツなどの場合には、そのコンテンツ
が放映されていない日本以外の国との同期再生を制限することができる。共用制限期間は
、コンテンツを同期再生することが可能な期間を制限する情報である。
【０１８８】
　図１７は、図１６の共用利用制限情報に対応した図４の再生許可部８５の詳細な構成例
を示している。なお、図１７の再生許可部８５は、共用利用認証部１５１および共用制限
情報更新部１５２が追加されている点を除いて、その他の構成は、上述した図６の再生許



(25) JP 4501063 B2 2010.7.14

10

20

30

40

50

可部８５と同様の構成である。
【０１８９】
　再生認証制御部１１１は、著作権認証部１１２およびプライバシ認証部１１５によるコ
ンテンツ利用認証が完了し、コンテンツが同期再生されているときに、内蔵するクロック
で計時動作を行い、所定の間隔で、共用利用認証部１５１を制御し、共用利用著作権の認
証処理を実行させる。
【０１９０】
　共用利用認証部１５１は、セッション管理部８１から、現在、遠隔コミュニケーション
に参加している（すなわち、コンテンツを同期再生している）コミュニケーション装置に
関する装置情報（台数、各コミュニケーション装置の地域、グループ情報など）を取得し
、取得した装置情報に基づいて、同期再生中のコンテンツに付加されている共用利用制限
情報を満たしているか否かを判定し、判定結果に応じて、課金処理部１１４および共用制
限情報更新部１５２を制御し、認証サーバ４と課金処理を行わせて、共用利用制限情報を
更新させたり、再生認証制御部１１１を介して、通知情報生成部１１８に、共用利用（す
なわち、同期再生）の認証不可の通知を供給する。
【０１９１】
　共用制限情報更新部１５２は、課金処理部１１４による課金処理の結果、通信部２３を
介して、認証サーバ４から、新たな利用制限情報を取得し、コンテンツに付加されている
利用制限情報を更新する。
【０１９２】
　次に、図１８のフローチャートを参照して、共用利用著作権の認証処理を説明する。例
えば、コミュニケーション装置１－１および１－２は、それぞれユーザＡとユーザＸの操
作に基づいて、課金処理を行い、図５のステップＳ３において選択されるコンテンツの共
用利用ライセンス情報をそれぞれ取得している。
【０１９３】
　そして、図５のステップＳ３において、図１０を参照して上述したコンテンツ認証処理
と同様の処理が実行され、ステップＳ４において、再生同期部８３の制御のもと、コンテ
ンツ再生部２５によりコンテンツの同期再生が開始される。
【０１９４】
　再生認証制御部１１１は、コンテンツの同期再生が開始されると、ステップＳ１５１に
おいて、内蔵するクロックで計時動作を行い、所定の時間が経過するまで待機しており、
所定の時間が経過したと判定した場合、ステップＳ１５２に進み、共用利用認証部１５１
を制御し、共用利用制限情報を満たしているか否かを判定させる。
【０１９５】
　すなわち、共用利用認証部１５１は、ステップＳ１５２において、セッション管理部８
１から、現在、遠隔コミュニケーションに参加している（すなわち、コンテンツを同期再
生している）コミュニケーション装置に関する装置情報（各コミュニケーション装置の地
域、グループ情報など）を取得する。なお、セッション管理部８１は、図５のステップ１
における遠隔コミュニケーションの開始処理において、それらの装置情報を記憶している
が、記憶していない場合には、通信部２３を介して、各コミュニケーション装置から装置
情報を取得し、取得した装置情報を、共用利用認証部１５１に供給する。
【０１９６】
　そして、共用利用認証部１５１は、取得した装置情報に基づいて、同期再生中のコンテ
ンツに付加されている共用利用制限情報を満たしているか否かを判定し、同期再生中のコ
ンテンツに付加されている共用利用制限情報を満たしていないと判定した場合、ステップ
Ｓ１５３に進み、共用利用制限情報を満たしていないこと、すなわち、共用利用の認証不
可の通知を、再生認証制御部１１１を介して、通知情報生成部１１８に供給し、共用利用
制限情報を満たしていないことをユーザに通知するための映像を生成させ、ステップＳ１
５４に進む。
【０１９７】
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　通知情報生成部１１８は、共用利用制限情報を満たしていないことをユーザに通知する
ための映像を生成すると、生成した映像を、映像音声合成部２６を介して、出力部２１を
構成するディスプレイ４１に表示させる。
【０１９８】
　共用利用認証部１５１は、ステップＳ１５４において、課金処理部１１４を制御し、認
証サーバ４に対して、共用利用制限情報を満たすための課金処理を実行させ、ステップＳ
１５５に進む。
【０１９９】
　これに対応して、認証サーバ４は、課金処理に応じた新しい共用利用制限情報を、コミ
ュニケーション装置１－１に送信してくる。コミュニケーション装置１－１の通信部２３
は、共用利用制限情報を受信すると、共用利用認証部１５１に供給する。
【０２００】
　共用利用認証部１５１は、ステップＳ１５５において、共用利用認証部１５１を取得す
ると、共用制限情報更新部１５２を制御し、コンテンツに付加されている共用制限情報、
を更新させ、共用利用著作権の認証処理を終了する。なお、もちろん、課金処理などが実
行されない場合には、コンテンツの同期再生は、強制的に終了される。
【０２０１】
　一方、ステップＳ１５２において、同期再生中のコンテンツに付加されている共用利用
制限情報を満たしていないと判定された場合、共用利用の著作権に関しては何も問題がな
いので、共用利用認証部１５１は、共用利用著作権の認証処理を終了する。
【０２０２】
　以上のように、遠隔コミュニケーション処理において、コンテンツを同期再生している
ときには、周期的に、コンテンツに付加されている共用利用制限情報を確認し、共用利用
が認証されているか否かを判定するので、共用利用のライセンスを侵害して、コンテンツ
が同期再生されることを抑制することができる、
【０２０３】
　したがって、例えば、共用利用制限情報の共用利用制限を超えて、新規に遠隔コミュニ
ケーション処理への参加が要求された場合には、共用利用制限情報が通知されたり、制限
人数を増加させるための課金サーバ４への課金処理などが実行される。
【０２０４】
　なお、図１８においては、共用利用著作権の認証処理を、コンテンツを同期再生してい
るときに行うように説明したが、コンテンツの同期再生を開始する前の、図５のステップ
Ｓ３におけるコンテンツ利用認証処理に行うようにしてもよい。
【０２０５】
　また、上記処理は、遠隔コミュニケーション処理（すなわち、コンテンツの同期再生）
を行っているコミュニケーション装置のうちの少なくとも１台で実行されればよい。さら
に、上記処理を認証サーバ４上で実現させるように構成してもよい。
【０２０６】
　以上、本発明においては、遠隔コミュニケーション処理が実行されるので、従来の音声
電話機、ＴＶ電話機、または、ビデオ会議システムのような遠隔地コミュニケーション装
置と比較して、より活発で自然なコミュニケーションが実現される。
【０２０７】
　すなわち、従来においては、従来のＴＶ装置で、リアルタイムで配信される放送コンテ
ンツ視聴するユーザＸが、遠隔地にいるユーザＡに音声電話機を使用して、放送コンテン
ツを視聴した感想を伝えた場合、実際に放送コンテンツを見ていないユーザＡには、状況
の理解が困難である場合があった。
【０２０８】
　しかしながら、本発明のコミュニケーション装置を用いることにより、遠隔地にいるユ
ーザＡとユーザＸが同じ時刻に同じコンテンツを共用することができ、さらに、子画面な
どにおいて、お互いの映像や音声も同時に再生されるので、遠隔地にいるにも関わらず、
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あたかも対面でコミュニケーションを行っているような臨場感、一体感、または親近感な
どを得ることができる。
【０２０９】
　また、その際に、著作権保護やプライバシ保護を必要とするコンテンツであっても、同
期再生する前に、必ず、著作権およびプライバシ情報の認証を行うようにしたので、著作
権およびプライバシを侵害することが抑制され、さらに、多種多様なコンテンツを、同期
再生して楽しむことができる。これにより、コンテンツの需要が拡大する効果が図れる。
【０２１０】
　そして、さらに、共用利用（すなわち、ネットワーク上での複数人の同期再生可能）を
前提とした著作権ライセンス情報を使用するようにしたので、コンテンツの提供者は、共
用利用の場合には、個人利用を目的としたライセンスよりも比較安価に価格設定を行うな
ど、ビジネスの範囲を拡大することが可能となる。また、これにより、ライセンス取得に
かかるコストの増大によるコンテンツの利用を躊躇するユーザの購買意欲が進み、結果と
して、コンテンツの需要が拡大する効果が図れる。
【０２１１】
　上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェア
により実行させることもできる。この場合、例えば、図１のコミュニケーション装置１－
１乃至１－３、コンテンツ供給サーバ３、および認証サーバ４は、図１９に示されるよう
なパーソナルコンピュータ４０１により構成される。
【０２１２】
　図１９において、ＣＰＵ（Central Processing Unit）４１１は、ＲＯＭ(Read Only Me
mory) ４１２に記憶されているプログラム、または、記憶部４１８からＲＡＭ（Random A
ccess Memory）４１３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。ＲＡＭ
４１３にはまた、ＣＰＵ４１１が各種の処理を実行する上において必要なデータなどが適
宜記憶される。
【０２１３】
　ＣＰＵ４１１、ＲＯＭ４１２、およびＲＡＭ４１３は、バス４１４を介して相互に接続
されている。このバス４１４にはまた、入出力インタフェース４１５も接続されている。
【０２１４】
　入出力インタフェース４１５には、キーボード、マウスなどよりなる入力部４１６、Ｃ
ＲＴ(Cathode Ray Tube)，ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）などよりなるディスプレイ
、並びにスピーカなどよりなる出力部４１７、ハードディスクなどより構成される記憶部
４１８、モデム、ターミナルアダプタなどより構成される通信部４１９が接続されている
。通信部４１９は、無線などのネットワークを介しての通信処理を行う。
【０２１５】
　入出力インタフェース４１５にはまた、必要に応じてドライブ４２０が接続され、磁気
ディスク４２１、光ディスク４２２、光磁気ディスク４２３、或いは半導体メモリ４２４
などが適宜装着され、それから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記
憶部４１８にインストールされる。
【０２１６】
　一連の処理をソフトウェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構成するプ
ログラムが、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ、または、各種のプロ
グラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば、汎用の
パーソナルコンピュータなどに、ネットワークや記録媒体からインストールされる。
【０２１７】
　この記録媒体は、図１９に示されるように、装置本体とは別に、ユーザにプログラムを
提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク４２１（フレキシ
ブルディスクを含む）、光ディスク４２２（CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory)，
ＤＶＤ(Digital Versatile Disk)を含む）、光磁気ディスク４２３（MD(Mini-Disk)（商
標）を含む）、もしくは半導体メモリ４２４などよりなるパッケージメディアにより構成
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が記録されているＲＯＭ４１２や、記憶部４１８に含まれるハードディスクなどで構成さ
れる。
【０２１８】
　なお、本明細書において、フローチャートに示されるステップは、記載された順序に従
って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列的
あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０２１９】
　なお、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表す
ものである。
【図面の簡単な説明】
【０２２０】
【図１】本発明のコミュニケーションシステムの構成例を示す図である。
【図２】図１のコミュニケーションシステムにおいて用いられる映像の例を示す図である
。
【図３】コンテンツとユーザの映像の合成パターンの例を示す図である。
【図４】図１のコミュニケーション装置の構成例を示すブロック図である。
【図５】図１のコミュニケーション装置の遠隔コミュニケーション処理を説明するフロー
チャートである。
【図６】図４の再生許可部の詳細な構成例を示す図である。
【図７】図４のライセンス記憶部６２に記憶されるライセンス情報の例を示す図である。
【図８】図４のユーザ情報記憶部６３に記憶されるプライバシ情報の例を示す図である。
【図９】コンテンツに付加される著作権制限情報およびプライバシ制限情報の例を示す図
である。
【図１０】図５のステップＳ３のコンテンツ利用認証処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１１】共用するコンテンツの選択例を説明する図である。
【図１２】図１０のステップＳ２４の著作権認証処理を説明するフローチャートである。
【図１３】図１０のステップＳ２５のプライバシ認証処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１４】図１０のステップＳ２３のコンテンツ取得処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１５】図１４の処理に対応して実行されるコンテンツ送信処理を説明するフローチャ
ートである。
【図１６】共用利用制限情報の例を示す図である。
【図１７】図４の再生許可部の詳細な他の構成例を示す図である。
【図１８】図１７の再生許可部の共用利用著作権認証処理を説明するフローチャートであ
る。
【図１９】本発明を適用するパーソナルコンピュータの構成例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２２１】
　１－１乃至１－３　コミュニケーション装置，２　通信網，３　コンテンツ供給サーバ
，４　認証サーバ，２１　出力部，２２－１，２２－２　入力部，２３　通信部，２４　
放送受信部，２５　コンテンツ再生部，２７　記憶部，３１　操作入力部，３２　制御部
，６１　コンテンツ記憶部，６２　ライセンス記憶部，６３　ユーザ情報記憶部，８１　
セッション管理部，８２　視聴記録レベル設定部，８５　再生許可部，８６　記録許可部
，１１１　再生認証制御部，１１２　著作権認証部，１１４　課金処理部，１１５　プラ
イバシ認証部，１１７　許可供給処理部，１１９　コンテンツ取得部，１５１　共用利用
認証部
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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