
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも２つ以上の携帯通信端末、および
データを前記携帯通信端末に配信する配信サーバを備え、
前記携帯通信端末は、少なくとも配信する前記データを示す配信データ情報と配信先の前
記携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、前
記配信情報入力手段によって入力された前記配信情報を前記配信サーバに送信する配信情
報送信手段、前記配信サーバから配信案内を受信する配信案内受信手段、前記配信案内に
含まれるクーポンを前記配信サーバに送信するクーポン送信手段、前記配信サーバから配
信される前記データを受信する配信データ受信手段、および前記配信データ受信手段によ
って受信された前記データを記録する記録手段を含み、
前記配信サーバは、前記配信情報に基づいて前記クーポンを生成する生成手段、前記生成
手段によって生成された前記クーポンを含む前記配信案内を前記配信先の携帯通信端末に
送信する配信案内送信手段、前記携帯通信端末から前記クーポンを受信するクーポン受信
手段、および前記クーポン受信手段によって受信された前記クーポンに基づいて前記デー
タを前記配信先の携帯通信端末に配信するデータ配信手段を含む、情報配信システム。
【請求項２】
前記配信案内は前記配信サーバへの接続情報をさらに含み、
前記クーポン送信手段は前記接続情報に基づいて前記配信サーバに前記クーポンを送信す
る、請求項１記載の情報配信システム。
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【請求項３】
前記配信サーバは、前記生成手段によって生成された前記クーポンと前記クーポン受信手
段によって受信された前記クーポンとを比較する比較手段をさらに含み、
前記データ配信手段は前記比較手段の比較結果に応じて前記配信先の携帯通信端末に前記
データを配信する、請求項１記載の情報配信システム。
【請求項４】
前記携帯通信端末は、メッセージを入力するメッセージ入力手段、および前記メッセージ
入力手段によって入力されたメッセージを前記配信サーバに送信するメッセージ送信手段
をさらに含み、
前記配信サーバは、前記メッセージ送信手段によって送信されたメッセージを受信するメ
ッセージ受信手段をさらに含み、
前記配信案内送信手段は、前記配信案内と前記メッセージ受信手段によって受信されたメ
ッセージとを前記配信先の携帯通信端末に送信する、請求項１記載の情報配信システム。
【請求項５】
前記配信情報は前記配信案内を前記配信先の携帯通信端末に送信する送信日時を示す送信
日時情報をさらに含み、
前記配信案内送信手段は、前記送信日時情報に従って前記配信案内を前記配信先の携帯通
信端末に送信する、請求項１記載の情報配信システム。
【請求項６】
前記配信サーバは、データ配信に係る課金手段をさらに含み、
前記課金手段は前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項１記載の情報配信システ
ム。
【請求項７】
少なくとも２つ以上の携帯通信端末、および
データを前記携帯通信端末に配信する配信サーバを備え、
前記携帯通信端末は、少なくとも配信する前記データを示す配信データ情報と配信先の前
記携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、前
記配信情報入力手段によって入力された前記配信情報を前記配信サーバに送信する配信情
報送信手段、前記配信サーバとの間で接続状態を確立する確立手段、前記確立手段によっ
て前記接続状態が確立されたときに自分宛のクーポンが存在するとき前記自分宛のクーポ
ンを含む配信案内を受信する配信案内受信手段、前記配信案内に含まれる前記クーポンを
前記配信サーバに送信するクーポン送信手段、前記配信サーバから配信される前記データ
を受信する配信データ受信手段、および前記配信データ受信手段によって受信された前記
データを記録する記録手段を含み、
前記配信サーバは、前記配信情報に基づいてクーポンを生成する生成手段、前記携帯通信
端末の接続に応答して前記携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末かどうかを判断す
る判断手段、前記データ配信を受けるべき端末であるとき前記携帯通信端末に前記クーポ
ンを含む前記配信案内を送信する配信案内送信手段、前記携帯通信端末から前記クーポン
を受信するクーポン受信手段、および前記クーポン受信手段によって受信された前記クー
ポンに基づいて前記データを前記配信先の携帯通信端末に配信するデータ配信手段を含む
、情報配信システム。
【請求項８】
前記携帯通信端末は、メッセージを入力するメッセージ入力手段、および前記メッセージ
入力手段によって入力されたメッセージを前記配信サーバに送信するメッセージ送信手段
をさらに含み、
前記配信サーバは、前記メッセージ送信手段によって送信されたメッセージを受信するメ
ッセージ受信手段をさらに含み、
前記配信案内送信手段は、前記配信案内と前記メッセージ受信手段によって受信されたメ
ッセージとを前記携帯通信端末に送信する、請求項７記載の情報配信システム。
【請求項９】
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前記配信案内は前記配信サーバへの接続情報を含み、
前記確立手段は前記接続情報に基づいて前記配信サーバとの前記接続状態を確立し、　前
記クーポン送信手段は前記確立手段によって前記接続状態が確立されたとき前記配信サー
バに前記クーポンを送信する、請求項７記載の情報配信システム。
【請求項１０】
前記配信サーバは、データ配信に係る課金手段をさらに含み、
前記課金手段は前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項７記載の情報配信システ
ム。
【請求項１１】
少なくとも２つ以上の携帯通信端末、
データを前記携帯通信端末に配信する配信サーバ、および
前記携帯通信端末間で電子メールの授受を行うためのメールサーバを備え、
前記携帯通信端末は、少なくとも配信する前記データを示す配信データ情報と配信先の前
記携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、前
記配信情報入力手段によって入力された前記配信情報を前記配信サーバに送信する配信情
報送信手段、前記配信サーバから配信案内を受信する配信案内受信手段、前記メールサー
バとの接続状態を確立する確立手段、前記配信案内受信手段によって受信された前記配信
案内を含む前記配信先の携帯通信端末宛の電子メールを前記メールサーバに登録する登録
手段、前記メールサーバから前記電子メールを受信する電子メール受信手段、前記電子メ
ールに含まれる前記配信案内に含まれるクーポンを前記配信サーバに送信するクーポン送
信手段、前記配信サーバから配信される前記データを受信する配信データ受信手段、およ
び前記配信データ受信手段によって受信された前記データを記録する記録手段を含み、
前記配信サーバは、前記配信情報に基づいて前記クーポンを生成する生成手段、前記生成
手段によって生成された前記クーポンを含む前記配信案内を前記携帯通信端末に送信する
配信案内送信手段、前記携帯通信端末から前記クーポンを受信するクーポン受信手段、お
よび前記クーポン受信手段によって受信された前記クーポンに基づいて前記データを前記
配信先の携帯通信端末に配信するデータ配信手段を含み、
前記メールサーバは、前記携帯通信端末から前記電子メールの登録を受けて前記配信先の
携帯通信端末に前記電子メールを送信する電子メール送信手段を含む、情報配信システム
。
【請求項１２】
前記携帯通信端末は、メッセージを入力するメッセージ入力手段をさらに含み、
前記登録手段は、前記配信案内と前記メッセージ入力手段によって入力されたメッセージ
とを含む前記電子メールを前記メールサーバに登録する、請求項１１記載の情報配信シス
テム。
【請求項１３】
前記配信案内は前記配信サーバへの接続情報を含み、
前記携帯通信端末は前記接続情報に基づいて前記配信サーバとの間で接続状態を確立する
確立手段をさらに含み、
前記クーポン送信手段は前記確立手段によって前記接続状態が確立されたとき前記配信サ
ーバに前記クーポンを送信する、請求項１１記載の情報配信システム。
【請求項１４】
前記配信サーバは、データ配信に係る課金手段をさらに含み、
前記課金手段は前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項１１記載の情報配信シス
テム。
【請求項１５】
任意の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の前記
携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信する配信情報受信手段、およ
び
前記配信情報受信手段によって受信された前記配信情報に基づいて前記データを前記配信
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先の携帯通信端末に配信する配信手段を備え、
前記配信情報受信手段は、前記配信情報に基づいてクーポンを生成する生成手段、および
前記生成手段によって生成された前記クーポンを含む配信案内を前記配信先の携帯通信端
末に送信する配信案内送信手段を含み、
前記配信手段は、前記携帯通信端末から前記クーポンを受信するクーポン受信手段、およ
び前記クーポン受信手段によって受信された前記クーポンに基づいて前記データを前記配
信先の携帯通信端末に配信するデータ配信手段を含む、配信サーバ。
【請求項１６】
前記配信案内は前記配信手段への接続情報をさらに含む、請求項１５記載の配信サーバ。
【請求項１７】
前記配信手段は、前記生成手段によって生成された前記クーポンと前記クーポン受信手段
によって受信された前記クーポンとを比較する比較手段をさらに含み、
前記データ配信手段は前記比較手段の比較結果に応じて前記配信先の携帯通信端末に前記
データを配信する、請求項１５記載の配信サーバ。
【請求項１８】
前記携帯通信端末からメッセージを受信するメッセージ受信手段をさらに備え、
前記配信案内送信手段は前記配信案内と前記メッセージ受信手段によって受信された前記
メッセージとを前記配信先の携帯通信端末に送信する、請求項１５に記載の配信サーバ。
【請求項１９】
前記携帯通信端末からのメッセージを受信するメッセージ受信手段をさらに備え、
前記データ配信手段は前記データと前記メッセージ受信手段によって受信された前記メッ
セージとを前記配信先の携帯通信端末に配信する、請求項１５記載の配信サーバ。
【請求項２０】
前記配信案内送信手段は、電子メールを送信するための電子メール送信手段を含み、
前記電子メール送信手段は、前記配信案内を含む電子メールを前記配信先の携帯通信端末
に送信する、請求項１５記載の配信サーバ。
【請求項２１】
データ配信に係る課金手段をさらに備え、
前記課金手段は前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項１５記載の配信サーバ。
【請求項２２】
任意の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の前記
携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信する配信情報受信手段、およ
び
前記配信情報受信手段によって受信された前記配信情報に基づいて前記データを前記配信
先の携帯通信端末に配信する配信手段を備え、
前記配信情報受信手段は、前記配信情報に基づいてクーポンを生成する生成手段、前記携
帯通信端末の接続に応答して前記携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末かどうかを
判断する判断手段、および前記データ配信を受けるべき端末であるとき前記携帯通信端末
に前記クーポンを含む配信案内を送信する配信案内送信手段を含み、
前記配信手段は、前記携帯通信端末から前記クーポンを受信するクーポン受信手段、およ
び前記クーポン受信手段によって受信された前記クーポンに基づいて前記データを前記携
帯通信端末に配信するデータ配信手段を含む、配信サーバ。
【請求項２３】
前記携帯通信端末からのメッセージを受信するメッセージ受信手段をさらに備え、
前記配信案内送信手段は前記配信案内と前記メッセージ受信手段によって受信されたメッ
セージとを前記携帯通信端末に送信する、請求項２２記載の配信サーバ。
【請求項２４】
データ配信に係る課金手段をさらに備え、
前記課金手段は前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項２２記載の配信サーバ。
【請求項２５】
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前記配信情報は前記配信案内を前記配信先の携帯通信端末に送信する送信日時を示す送信
日時情報をさらに含み、
前記配信案内送信手段は、前記送信日時情報に従って前記配信先の携帯通信端末に前記配
信案内を送信する、請求項１５記載の配信サーバ。
【請求項２６】
前記配信案内は前記配信手段への接続情報をさらに含む、請求項２２記載の配信サーバ。
【請求項２７】
前記携帯通信端末からメッセージを受信するメッセージ受信手段をさらに備え、
前記電子メール送信手段は前記配信案内と前記メッセージ受信手段によって受信されたメ
ッセージとを含む電子メールを前記配信先の携帯通信端末に送信する、請求項２０記載の
配信サーバ。
【請求項２８】
任意の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の前記
携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信する配信情報受信手段、およ
び
前記配信情報受信手段によって受信された前記配信情報に基づいて前記データを前記配信
先の携帯通信端末に配信する配信手段を備え、
前記配信情報受信手段は、前記配信情報に基づいてクーポンを生成する生成手段、および
前記生成手段によって生成された前記クーポンを含む配信案内を前記配信情報の出力元に
送信する配信案内送信手段を含み、
前記配信手段は、前記配信先の携帯通信端末から前記クーポンを受信するクーポン受信手
段、および前記クーポン受信手段によって受信された前記クーポンに基づいて前記データ
を前記配信先の携帯通信端末に配信するデータ配信手段を含む、配信サーバ。
【請求項２９】
前記配信案内は前記配信手段への接続情報をさらに含む、請求項２８記載の配信サーバ。
【請求項３０】
データ配信に係る課金手段をさらに備え、
前記課金手段は前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項２８記載の配信サーバ。
【請求項３１】
データを配信する配信サーバにネットワークを介して接続し、
前記配信サーバが配信する前記データを受信する携帯通信端末であって、
前記配信サーバとの間で接続状態を確立する第１確立手段、
少なくとも配信する前記データを示す配信データ情報と配信先の前記携帯通信端末を示す
配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、
前記配信情報入力手段によって入力された前記配信情報を前記配信サーバに送信する配信
情報送信手段、
前記配信情報に基づいて前記配信サーバで生成されたクーポンを含む配信案内を受信する
配信案内受信手段、
前記配信案内に含まれる前記クーポンを前記配信サーバに送信するクーポン送信手段、　
前記クーポンに基づいて前記配信サーバから配信される前記データを受信する配信データ
受信手段、および
前記配信データ受信手段によって受信された前記データを記録する記録手段を備える、携
帯通信端末。
【請求項３２】
前記配信案内は前記配信サーバへの接続情報をさらに含み、
前記接続情報に基づいて前記配信サーバとの接続状態を確立する第２確立手段をさらに備
え、
前記クーポン送信手段は前記第２確立手段によって前記接続状態が確立されたとき前記配
信サーバに前記クーポンを送信する、請求項３１記載の携帯通信端末。
【請求項３３】
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メッセージを入力する入力手段、および前記メッセージ入力手段によって入力された前記
配信先の携帯通信端末宛のメッセージを前記配信サーバに送信するメッセージ送信手段を
さらに備える、請求項３１記載の携帯通信端末。
【請求項３４】
前記配信サーバから前記配信先の携帯通信端末宛のメッセージを受信するメッセージ受信
手段、および前記メッセージ受信手段によって受信された前記メッセージを表示する表示
手段をさらに備える、請求項３３記載の携帯通信端末。
【請求項３５】
前記配信案内受信手段は、前記第１確立手段によって前記接続状態が確立したとき自分宛
の前記クーポンが存在すると前記自分宛のクーポンを含む配信案内を受信する、請求項３
１記載の携帯通信端末。
【請求項３６】
メールサーバから電子メールを受信する電子メール受信手段をさらに備え、
前記電子メール受信手段は、前記配信案内を含む電子メールを前記メールサーバから受信
したとき、前記受信した電子メールに含まれる前記配信案内を前記配信案内受信手段に入
力する、請求項３１記載の携帯通信端末。
【請求項３７】
前記電子メールは前記配信先の携帯通信端末宛のメッセージをさらに含み、
前記電子メール受信手段によって受信された前記電子メールに含まれる前記メッセージを
表示する表示手段をさらに備える、請求項３６記載の携帯通信端末。
【請求項３８】
前記メールサーバに電子メールの登録を行う登録手段をさらに備え、
前記登録手段は、前記配信案内受信手段によって受信された前記配信案内に含まれるクー
ポンが前記自分宛のクーポンでないとき、前記配信案内を含む前記配信先の携帯通信端末
宛の電子メールを前記メールサーバに登録する、請求項３６記載の携帯通信端末。
【請求項３９】
前記記録手段は、本体に着脱可能な外部記録手段を含む、請求項３１記載の携帯通信端末
。
【請求項４０】
公衆無線回線を利用して通話可能な通話手段をさらに備える、請求項３１記載の携帯通信
端末。
【請求項４１】
データを配信する配信サーバにネットワークを介して接続し、
前記配信サーバが配信する前記データを受信して、着脱可能な記録装置に前記データを記
録する携帯通信端末であって、
前記記録装置を装着したとき前記記録装置との間で少なくとも前記データの授受を行うイ
ンターフェイス、
少なくとも配信する前記データを示す配信データ情報と配信先の前記携帯通信端末を示す
配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、
前記配信情報入力手段によって入力された前記配信情報を前記配信サーバに送信する配信
情報送信手段、
前記配信情報に基づいて前記配信サーバによって生成されたクーポンを含む配信案内を受
信する配信案内受信手段、
前記配信案内に含まれる前記クーポンを前記配信サーバに送信するクーポン送信手段、　
前記クーポンに基づいて前記配信サーバから配信される前記データを受信する配信データ
受信手段、および
前記配信データ受信手段によって受信された前記データを前記インターフェイスを介して
前記記録装置に記録する記録制御手段を備える、携帯通信端末。
【請求項４２】
データを携帯通信端末に配信する配信サーバにおける配信方法であって、
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任意の前記携帯通信端末から少なくとも配信する前記データを示す配信データ情報と配信
先の前記携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信し、
受信した前記配信情報に基づいてクーポンを生成し、
前記クーポンを含む配信案内を前記配信先の携帯通信端末に送信し、
前記携帯通信端末から前記クーポンを受信し、そして
受信した前記クーポンに基づいて前記データを前記配信先の携帯通信端末に配信する、配
信方法。
【請求項４３】
前記配信情報は前記配信先の携帯通信端末に前記配信案内を送信する送信日時を示す送信
日時情報をさらに含み、
前記送信日時情報に従って前記配信案内を前記配信先の携帯通信端末に送信する、請求項
４２記載の配信方法。
【請求項４４】
前記携帯通信端末から前記配信先の携帯通信端末宛のメッセージを受信し、
前記メッセージおよびデータ配信があることを前記配信先の携帯通信端末に通知する、請
求項４２記載の配信方法。
【請求項４５】
前記携帯通信端末から前記配信先の携帯通信端末宛のメッセージを受信し、
前記データと前記メッセージとを前記配信先の携帯通信端末に配信する、請求項４２記載
の配信方法。
【請求項４６】
前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項４２記載の配信方法。
【請求項４７】
データを携帯通信端末に配信する配信サーバにおける配信方法であって、
任意の前記携帯通信端末から少なくとも配信する前記データを示す配信データ情報と配信
先の前記携帯通信端末を示す配信端末情報とを含む配信情報を受信し、
受信した前記配信情報に基づいてクーポンを生成し、
前記携帯通信端末の接続に応答して前記携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末かど
うかを判断し、
前記データ配信を受けるべき端末であるとき前記携帯通信端末に前記クーポンを含む配信
案内を送信し、
前記携帯通信端末から前記クーポンを受信し、そして
受信した前記クーポンに基づいて前記データを前記携帯通信端末に配信する、配信方法。
【請求項４８】
前記携帯通信端末から前記配信先の携帯通信端末宛のメッセージを受信し、
前記配信案内と前記メッセージとを前記携帯通信端末に送信する、請求項４７記載の配信
方法。
【請求項４９】
前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項４７記載の配信方法。
【請求項５０】
データを携帯通信端末に配信する配信サーバにおける配信方法であって、
前記携帯通信端末間の電子メールの授受を管理し、
任意の前記携帯通信端末から少なくとも配信する前記データを示す配信データ情報と配信
先の前記携帯通信端末を示す配信端末情報とを含む配信情報を受信し、
受信した前記配信情報に基づいてクーポンを生成し、
前記クーポンを含む配信案内を前記配信情報を出力した前記携帯通信端末に送信し、
前記携帯通信端末から前記配信案内を含む前記配信先の携帯通信端末宛の電子メールの登
録を受けて前記配信先の携帯通信端末に前記電子メールを送信し、
前記電子メールを受信した前記携帯通信端末から前記クーポンを受信し、そして
受信した前記クーポンに基づいて前記データを前記配信先の携帯通信端末に配信する、配
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信方法。
【請求項５１】
前記携帯通信端末から前記配信先の携帯通信端末宛のメッセージを受信し、
前記配信案内と前記メッセージとを含む電子メールを前記配信先の携帯通信端末に送信す
る、請求項５０記載の配信方法。
【請求項５２】
前記配信情報の出力元に対して課金する、請求項５０記載の配信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は情報配信システム 配信サーバ に関し、
特にたとえば音楽データなどのコンテンツデータを配信する、情報配信システム 配信サ
ーバ に関する。
【背景技術】
【０００２】
現在、音楽情報（音楽データ）は、コンパクトディスク（ＣＤ）やミニディスク（ＭＤ）
などの記録媒体に予め記録され、専用の再生機を用いて再生している。また、最近では、
特定の場所に設置された通信機器に音楽情報を配信し、利用者が自己の記録メディア、例
えばＭＤ、メモリカードなどに配信された音楽情報を記録するようなシステムが提案され
ている。
【０００３】
しかし、前者の場合には、所望の記録媒体をレコード店などで購入する必要があり、また
、人気のある新譜などでは、売り切れてしまっているような場合もあった。また、後者の
場合には、特定の場所に設置された通信機器から音楽情報を入手する必要があり、利便性
に欠けるという問題があった。
【０００４】
これを回避するため、本願発明者らは著作権を保護した上で、音楽配信を簡単に実行する
ための配信端末機能および音楽再生機能を携帯電話機に持たせたシステムを特願平１１－
７５９１６号に提案した。
【０００５】
しかし、このシステムでは、自己の携帯電話機に所望の音楽情報の配信を受ける場合には
便利であるが、音楽情報を配信する場合に、携帯電話機の電話番号に関連した固有のＩＤ
で識別するようにしているため、他人に音楽情報をプレゼントするのが困難であった。
【発明の開示】
それゆえに、この発明の主たる目的は、 を他人にプレゼントすることが
できる、情報配信システム 配信サーバ を提供する
ことである。
【０００６】
この発明に従った情報配信システムであって、少なくとも２つ以上の携帯通信端末、およ
びデータを携帯通信端末に配信する配信サーバを備える。携帯通信端末は、少なくとも

配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報 を含
む配信情報を入力する配信情報入力手段、配信情報入力手段によって入力された配信情報
を配信サーバに送信する配信情報送信手段、

配信
サーバから配信されるデータを受信する配信データ受信手段、および配信データ受信手段
によって受信されたデータを記録する記録手段を含み、配信サーバは、
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、 および携帯通信端末ならびに配信方法
、

および携帯通信端末ならびに配信方法

コンテンツデータ
、 および携帯通信端末ならびに配信方法

配
信するデータを示す配信データ情報と と

配信サーバから配信案内を受信する配信案内
受信手段、配信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信するクーポン送信手段、

配信情報に基づい
てクーポンを生成する生成手段、生成手段によって生成されたクーポンを含む配信案内を
配信先の携帯通信端末に送信する配信案内送信手段、携帯通信端末からクーポンを受信す
るクーポン受信手段、およびクーポン受信手段によって受信されたクーポンに基づいてデ
ータを配信先の携帯通信端末に配信するデータ配信手段を含む。



【０００７】
この情報配信システムは、少なくとも２つ以上の携帯通信端末

【０００８】
この発明によれば、配信情報に配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報を含み、その
配信情報に基づいてデータを配信するので、音楽データなどのデータを他人に贈与（プレ
ゼント）することができる。
【０００９】
この発明の或る局面では、

【００１０】
この発明の或る実施例では、

【００１１】

【００１２】

【００１３】

【００１４】

10

20

30

40

50

(9) JP 3749175 B2 2006.2.22

および携帯通信端末に音楽
データ、画像データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバを備えている。携帯通
信端末では、配信情報入力手段によって、少なくとも配信するコンテンツデータを示す配
信データと配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報が入力され、こ
の配信情報は配信情報送信手段によって配信サーバに送信される。配信サーバでは、生
成手段が配信情報に基づいてクーポンを生成し、生成されたクーポンを含む配信案内が配
信配信案内送信手段によって配信先の携帯通信端末に送信される。携帯通信端末では、配
信案内受信手段によって配信案内が受信され、クーポン送信手段が配信案内に含まるクー
ポンを配信サーバに送信される。したがって、配信サーバでは、クーポン受信手段が携帯
通信端末からのクーポンを受信し、データ配信手段が受信したクーポンに基づいてコンテ
ンツデータを配信先の携帯通信端末に送信する。つまり、所望の配信先の携帯通信端末に
データを配信（プレゼント）することができる。

配信案内は配信サーバへの接続情報を含むので、配信先の携帯
通信端末では、その接続情報に基づいて配信サーバに容易にアクセスし、クーポン送信手
段はクーポンを配信サーバに送信することができる。したがって、配信先の携帯通信端末
では、データの配信を受けることができる。

配信サーバでは、比較手段が生成手段によって生成されたク
ーポンとクーポン受信手段によって受信されたクーポンとを比較し、データ配信手段は比
較手段によって比較された結果に応じてコンテンツデータを配信するので、誤った配信先
にコンテンツデータを配信することがない。また、たとえば有効期限を経過している場合
にも、コンテンツデータを配信することがない。

この発明の他の実施例では、携帯通信端末には、メッセージを入力するメッセージ入力手
段が設けられ、メッセージ入力手段で入力されたメッセージはメッセージ送信手段によっ
て配信サーバに送信される。配信サーバでは、メッセージ受信手段がメッセージを受信し
、配信案内送信手段は、配信案内と受信したメッセージとを配信先の携帯通信端末に送信
する。つまり、配信先の携帯通信端末では、お祝いなどのメッセージを受けるとともに、
配信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信して、コンテンツデータの配信を受ける
ことができる。

この発明のその他の実施例では、配信情報は配信案内を送信する送信日時を示す送信日時
情報を含むので、配信案内送信手段は、送信日時情報が示す送信日時に配信案内を配信先
の携帯通信端末に送信することができる。したがって、配信先すなわち他の携帯通信端末
を所有するユーザの誕生日や記念日などの特定の日（日時）にコンテンツデータをプレゼ
ントすることができる。

この発明のさらに他の実施例では、配信サーバにはデータ配信に係る課金手段が設けられ
、課金手段は配信情報の出力元すなわち配信依頼元に対して課金する。たとえば、コンテ
ンツデータの配信終了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受
けたときに課金することもできる。さらに、配信案内を配信先の携帯通信端末に送信した
ときに課金することもできる。つまり、これらいずれかの時に課金すればよいと考えられ
る。



【００１５】

【００１６】

【００１７】

【００１８】

10

20

30

40

50

(10) JP 3749175 B2 2006.2.22

他の発明に従った情報配信システムであって、少なくとも２つ以上の携帯通信端末、およ
びデータを携帯通信端末に配信する配信サーバを備える。携帯通信端末は、少なくとも配
信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含
む配信情報を入力する配信情報入力手段、配信情報入力手段によって入力された配信情報
を配信サーバに送信する配信情報送信手段、配信サーバとの間で接続状態を確立する確立
手段、確立手段によって接続状態が確立されたときに自分宛のクーポンが存在するとき
自分宛のクーポンを含む配信案内を受信する配信案内受信手段、配信案内に含まれるクー
ポンを配信サーバに送信するクーポン送信手段、配信サーバから配信されるデータを受信
する配信データ受信手段、および配信データ受信手段によって受信されたデータを記録す
る記録手段を含み、配信サーバは、配信情報に基づいてクーポンを生成する生成手段、携
帯通信端末の接続に応答して携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末かどうかを判断
する判断手段、データ配信を受けるべき端末であるとき携帯通信端末にクーポンを含む配
信案内を送信する配信案内送信手段、携帯通信端末からクーポンを受信するクーポン受信
手段、およびクーポン受信手段によって受信されたクーポンに基づいてデータを配信先の
携帯通信端末に配信するデータ配信手段を含む。

この情報配信システムは、少なくとも２つ以上の携帯通信端末および携帯通信端末に音楽
データ、画像データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバを備えている。携帯通
信端末では、配信情報入力手段によって、少なくとも配信するコンテンツデータを示す配
信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報が入力され
、この配信情報は、配信情報送信手段によって、配信サーバに送信される。配信サーバで
は、配信情報受信手段に含まれる生成手段が配信情報に基づいてクーポンを生成する。ま
た、判断手段は、配信情報受信手段に説蔵してきた携帯通信端末がデータ配信を受けるべ
き端末であるかどうかを判断する。つまり、接続してきた携帯通信端末に対するクーポン
が存在するかどうかを判断する。配信案内送信手段は、データ配信を受けるべき端末であ
るときに、クーポンを含む配信案内を携帯通信端末に送信する。また、携帯通信端末には
、配信情報受信手段との間で接続状態を確立するための確立手段が設けられる。確立手段
によって接続状態が確立すると、自分宛のクーポンが在れば、配信案内受信手段が、自分
宛のクーポンを含む配信案内を受信する。したがって、携帯通信端末では、クーポン送信
手段が配信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信する。配信サーバでは、クーポン
受信手段が携帯通信端末からのクーポンを受信し、データ配信手段が受信したクーポンに
基づいてコンテンツデータを配信する。このように、特定の日時にデータ配信があること
を通知するのではなく、データ配信を受けるべき携帯通信端末が配信サーバに接続してき
たときに配信案内を送信するようにしても、コンテンツデータをプレゼントすることがで
きる。

この発明の或る局面では、携帯通信端末に含まれるメッセージ入力手段によってメッセー
ジが入力される。メッセージ入力手段によって入力されたメッセージは、メッセージ送信
手段によって配信サーバに送信される。配信サーバでは、メッセージ受信手段がメッセー
ジを受信し、データ配信を受けるべき端末がアクセスしてきたときに、配信案内送信手段
が配信案内とメッセージとを携帯通信端末に送信する。たとえば、メッセージに配信案内
を添付した電子メールを携帯通信端末に送信することができる。

この発明の或る実施例では、配信案内は配信サーバへの接続情報を含むので、配信先の携
帯通信端末はその接続情報に従って配信サーバに容易にアクセスし、クーポン送信手段は
クーポンを配信サーバに送信することができる。したがって、配信先の携帯通信端末では
、コンテンツデータの配信を受けることができる。

この発明の他の実施例では、配信サーバにはデータ配信に係る課金手段が設けられ、課金
手段は、配信情報の出力元すなわち配信依頼元に対して課金する。たとえば、音楽データ
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などのコンテンツデータの配信終了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通
信端末から受けたときに課金することもできる。さらに、配信案内を配信先の携帯通信端
末に送信したときに課金することもできる。つまり、これらいずれかの時に課金すればよ
いと考えられる。

その他の発明に従った情報配信システムであって、少なくとも２つ以上の携帯通信端末
、データを携帯通信端末に配信する配信サーバ、および携帯通信端末間で電子メールの授
受を行うためのメールサーバを備える。携帯通信端末は、少なくとも配信するデータを示
す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力
する配信情報入力手段、配信情報入力手段によって入力された配信情報を配信サーバに送
信する配信情報送信手段、配信サーバから配信案内を受信する配信案内受信手段、メール
サーバとの接続状態を確立する確立手段、配信案内受信手段によって受信された配信案内
を含む配信先の携帯通信端末宛の電子メールをメールサーバに登録する登録手段、メール
サーバから電子メールを受信する電子メール受信手段、電子メールに含まれる配信案内に
含まれるクーポンを配信サーバに送信するクーポン送信手段、配信サーバから配信される
データを受信する配信データ受信手段、および配信データ受信手段によって受信されたデ
ータを記録する記録手段を含み、配信サーバは、配信情報に基づいてクーポンを生成する
生成手段、生成手段によって生成されたクーポンを含む配信案内を携帯通信端末に送信す
る配信案内送信手段、携帯通信端末からクーポンを受信するクーポン受信手段、およびク
ーポン受信手段によって受信されたクーポンに基づいてデータを配信先の携帯通信端末に
配信するデータ配信手段を含み、メールサーバは、携帯通信端末から電子メールの登録を
受けて配信先の携帯通信端末に電子メールを送信する電子メール送信手段を含む。

この情報配信システムは、少なくとも２つ以上の携帯通信端末、携帯通信端末に音楽デー
タ、画像データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバおよび携帯通信端末間で電
子メールの授受を行うためのメールサーバを備えている。携帯通信端末では、配信情報入
力手段によって、少なくとも配信するコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の
携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報が入力され、入力された配信情報は
配信情報送信手段によって配信サーバに送信される。配信サーバでは、生成手段が配信情
報に基づいてクーポンを生成し、生成手段によって生成されたクーポンを含む配信案内は
、配信案内送信手段によって配信依頼元の携帯通信端末に送信される。配信依頼元の携帯
通信端末では、配信案内受信手段が配信案内を受信し、確立手段がメールサーバとの接続
状態を確立してから、登録手段がその配信案内を含む配信先の携帯通信端末宛の電子メー
ルをメールサーバに登録する。メールサーバでは、電子メールの登録を受けて、電子メー
ル送信手段が登録された電子メールを配信先の携帯通信端末に送信する。したがって、配
信先の携帯通信端末では、電子メール受信手段によってメールサーバから送信される電子
メールが受信される。また、クーポン送信手段が電子メールに含まれる配信案内に含まれ
るクーポンを配信サーバに送信する。配信サーバでは、クーポン受信手段がクーポンを受
信し、データ配信手段がクーポンに従ってコンテンツデータを配信先の携帯通信端末に配
信する。このように、配信依頼元の携帯通信端末に対してクーポンを含む配信案内を送信
し、配信依頼元の携帯通信端末がメールサーバに配信案内を含む電子メールを登録するよ
うにしても、配信先の携帯通信端末にコンテンツデータをプレゼントすることができる。
なお、メールサーバは、配信サーバとは別に設けるようにしているが、配信サーバ内に設
けるようにしてもよい。

この発明の或る局面では、携帯通信端末には、メッセージを入力するメッセージ入力手段
が設けられ、登録手段は配信案内とメッセージ入力手段によって入力されたメッセージと
を含む電子メールをメールサーバに登録することができる。したがって、配信先の携帯通
信端末では、たとえばメッセージに配信案内が添付された電子メールを受けることができ
る。つまり、お祝いなどのメッセージを受けて、配信案内にしたがってコンテンツデータ



【００２２】

【００２３】

【００２４】

【００２５】

【００２６】

【００２７】

【００２８】

【００２９】

10

20

30

40

50

(12) JP 3749175 B2 2006.2.22

の配信を受けることができる。

この発明の或る実施例では、配信案内は配信サーバへの接続情報を含むので、配信先の携
帯通信端末では、その接続情報に基づいて配信サーバに容易にアクセスし、クーポン送信
手段は配信サーバにクーポンを送信することができる。したがって、配信先の携帯通信端
末では、コンテンツデータの配信を受けることができる。

この発明の他の実施例では、データ配信に対する課金手段を配信サーバに設けておき、配
信情報の出力元すなわち配信依頼元の携帯通信端末に対して課金することができる。たと
えば、コンテンツデータの配信終了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通
信端末から受けたときに課金することもできる。さらに、配信案内を携帯通信端末に送信
したときに課金することもできる。これらのいずれかの時に課金すればよい。

他の発明に従った配信サーバであって、任意の携帯通信端末から少なくとも配信するデー
タを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報
を受信する配信情報受信手段、配信情報受信手段によって受信された配信情報に基づいて
配信先の携帯通信端末に自動発信する発信手段、配信先の携帯通信端末から自動発信に対
して応答があったとき配信情報受信手段によって受信された配信情報に基づいてデータを
配信先の携帯通信端末に配信する配信手段、およびデータ配信があることを配信先の携帯
通信端末に通知する通知手段を備える。通知手段は、自動発信に対して配信先の携帯通信
端末から応答がないとき、あるいは自動発信に対して配信先の携帯通信端末から応答があ
るが配信先の携帯通信端末の記録手段にデータを記録することができないとき、配信先の
携帯通信端末にデータ配信があることを通知する。

この配信サーバでは、配信情報受信手段が任意の携帯通信端末から少なくとも配信する音
楽データ、画像データなどのコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信
端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信する。発信手段は、この配信情報に含
まれる配信先端末情報に従って配信先の携帯通信端末に自動発信する。配信手段は、自動
発信に対して配信先の携帯通信端末から応答があったとき、配信データ情報が示すコンテ
ンツデータを配信先の携帯通信端末に配信する。なお、暗号化されたコンテンツデータを
配信する場合には、暗号化されたコンテンツデータおよびそれを再生するためのデータが
配信される。しかし、自動発信に対して応答がないとき、あるいは応答があるが配信先の
携帯通信端末の記録手段にコンテンツデータを記録できないとき、通知手段はデータ配信
があることを通知する。

他の発明によれば、指定された配信先に対して音楽データなどのコンテンツデータを配信
することができる。したがって、配信先を他のユーザが所有する携帯通信端末に指定して
おけば、音楽データをプレゼントすることができる。

他の発明の或る局面では、配信情報はコンテンツデータの配信日時を含むので、配信日時
にコンテンツデータを配信することができる。たとえば、誕生日や記念日などの特定の日
時にコンテンツデータをプレゼントすることができる。

他の発明の或る実施例では、管理手段が配信情報を管理し、管理手段は自動発信に対して
配信先の携帯通信端末から応答がないとき、あるいは応答があるが配信先の携帯通信端末
の記録手段にコンテンツデータを記録することができないとき、配信日時を延期（更新）
する。したがって、通知手段は、繰り返し配信先の携帯通信端末に対してデータ配信があ
ることを通知することができる。

この発明の他の実施例では、データ配信に係る課金手段が設けられ、課金手段は、配信情
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報の出力元すなわち配信依頼元に対して課金する。たとえば、音楽データなどのコンテン
ツデータの配信終了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受け
たときに課金することもできる。つまり、いずれかの時に課金すればよいと考えられる。

その他の発明に従った情報配信システムであって、少なくとも２つ以上の携帯通信端末
、およびデータを携帯通信端末に配信する配信サーバを備える。携帯通信端末は、少なく
とも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報
とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、配信情報入力手段によって入力された配
信情報を配信サーバに送信する配信情報送信手段、配信サーバから接続情報を受信する接
続情報受信手段、接続情報に基づいて配信サーバとの間で接続状態を確立する確立手段、
確立手段によって接続状態が確立されたとき配信サーバから配信されるデータを受信する
配信データ受信手段、および配信データ受信手段によって受信されたデータを記録する記
録手段を含み、配信サーバは、データを携帯通信端末に配信するデータ配信手段、配信情
報を含むデータを配信先の携帯通信端末に配信するための予約配信情報を格納するデータ
ベース、およびデータ配信手段の接続情報を携帯通信端末に送信する接続情報送信手段を
含み、データ配信手段は、接続情報に従って接続状態を確立した携帯通信端末に対してデ
ータベースに格納された予約配信情報に基づいてデータを配信する。

この情報配信システムは、少なくとも２つ以上の携帯通信端末および携帯通信端末に音楽
データ、画像データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバを備えている。携帯通
信端末では、配信情報入力手段によって、少なくとも配信するコンテンツデータを示す配
信データと配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報が入力され、こ
の配信情報は配信情報送信手段によって配信サーバに送信される。配信サーバでは、配信
情報を含む配信先の携帯通信端末にコンテンツデータを配信するための予約配信情報がデ
ータベースに格納されるとともに、接続情報送信手段が、配信情報が示す配信先の携帯通
信端末に配信手段の接続情報を送信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、接続
情報受信手段が接続情報送信手段によって送信された接続情報を受信すると、確立手段が
その接続情報に基づいて配信サーバとの間で接続状態を確立する。接続状態が確立される
と、配信サーバに含まれるデータ配信手段が、接続情報に従って接続してきた配信先の携
帯通信端末に対してデータベースに格納された予約配信情報に基づいてコンテンツデータ
を配信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、配信データ受信手段が配信サーバ
から配信されるコンテンツデータを受信し、記録手段にそのコンテンツデータが記録され
る。つまり、所望の配信先の携帯通信端末にデータを配信（プレゼント）することができ
る。

この発明の或る局面では、配信情報は接続情報を配信先の携帯通信端末に送信する日時を
示す送信日時情報を含み、接続情報送信手段が送信日時情報が示す送信日時に接続情報を
配信先の携帯通信端末に送信する。たとえば、誕生日や記念日などの特定の日時にデータ
をプレゼントすることができる。

この発明の或る実施例では、携帯通信端末には、メッセージ入力手段が設けられ、メッセ
ージ入力手段によって入力されたメッセージは、メッセージ送信手段によって配信サーバ
に送信される。配信サーバでは、メッセージ受信手段によって、そのメッセージが受信さ
れ、接続情報送信手段は接続情報とメッセージとを配信先の携帯通信端末に送信する。つ
まり、メッセージを添えてデータをプレゼントすることができる。

この発明の他の実施例では、データ配信に係る課金手段が設けられ、課金手段は、配信情
報の出力元すなわち配信依頼元に対して課金する。たとえば、音楽データなどのコンテン
ツデータの配信終了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受け
たときに課金することもできる。つまり、いずれかの時に課金すればよいと考えられる。
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他の発明の配信サーバであって、任意の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示
す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信
する配信情報受信手段、および配信情報受信手段によって受信された配信情報に基づい
てデータを配信先の携帯通信端末に配信する配信手段を備える。配信情報受信手段は、配
信情報に基づいてクーポンを生成する生成手段、および生成手段によって生成されたクー
ポンを含む配信案内を配信先の携帯通信端末に送信する配信案内送信手段を含み、配信手
段は、携帯通信端末からクーポンを受信するクーポン受信手段、およびクーポン受信手段
によって受信されたクーポンに基づいてデータを配信先の携帯通信端末に配信するデータ
配信手段を含む。

この配信サーバでは、配信情報受信手段が任意の携帯通信端末から配信する音楽データ、
画像データなどのコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す
配信先端末情報とを含む配信情報を受信する。配信情報受信手段に設けられた生成手段が
配信情報に基づいてクーポンを生成する。また、配信案内送信手段は生成手段によって生
成されたクーポンを含む配信案内を配信先の携帯通信端末に送信する。また、配信手段で
は、クーポン受信手段が携帯通信端末からクーポンを受信し、データ配信手段はクーポン
受信手段で受信されたクーポンに基づいて配信先の携帯通信端末にコンテンツデータを配
信する。つまり、配信先の携帯通信端末では、配信案内を受信すると、配信案内に含まれ
るクーポンを配信手段に送信し、データ配信手段によって配信されるコンテンツデータを
受信することができる。

他の発明の或る実施例では、配信案内は配信手段への接続情報を含むので、配信先の携帯
通信端末はその接続情報に従って配信手段に容易にアクセスし、クーポンを配信手段に送
信することができる。したがって、配信先の携帯通信端末は、コンテンツデータの配信を
受けることができる。

他の発明の他の実施例では、配信手段に含まれる比較手段が生成手段によって生成された
クーポンとクーポン受信手段によって受信されたクーポンとを比較し、データ配信手段は
、比較手段の比較結果に応じてコンテンツデータを配信するので、誤った配信先にコンテ
ンツデータを配信することがない。また、たとえば有効期限を経過している場合にも、コ
ンテンツデータを配信することがない。

他の発明のその他の局面では、メッセージ受信手段が携帯通信端末からメッセージを受信
し、配信案内送信手段は、配信案内とそのメッセージとを配信先の携帯通信端末に送信す
る。したがって、配信先の携帯通信端末では、お祝いなどのメッセージを受けるとともに
、配信案内に含まれるクーポンを送信して、コンテンツデータの配信を受けることができ
る。

他の発明のさらに他の局面では、メッセージ受信手段が携帯通信端末からメッセージを受
信し、配信案内送信手段がコンテンツデータとメッセージ受信手段で受信されたメッセー
ジとを配信先の携帯通信端末に配信する。つまり、コンテンツデータにメッセージを添え
て配信することができる。

他の発明のその他の局面では、配信サーバには電子メールの授受を行うための電子メール
管理手段がさらに設けられる。この電子メール管理手段では、着信通信手段は、携帯通信
端末から配信案内を含む配信先の携帯通信端末宛の電子メールの登録を受けると、その配
信先の携帯通信端末に電子メールがあることを通知する。そして、この通知に応答して接
続してきた配信先の携帯通信端末に対して登録した電子メールを送信する。したがって、
配信先の携帯通信端末では、電子メールに含まれる配信案内に従ってデータ配信を受ける
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ことができる。

この発明の或る実施例では、メッセージ受信手段が携帯通信端末からのメッセージを受信
するので、電子メール送信手段は、配信案内とメッセージ受信手段で受信されたメッセー
ジとを含む電子メールを配信先の携帯通信端末に送信することができる。つまり、メッセ
ージを添えてプレゼントすることができる。

この発明の他の実施例では、データ配信に係る課金手段が設けられ、課金手段は、配信情
報の出力元すなわち配信依頼元に対して課金する。たとえば、コンテンツデータの配信終
了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受けたときに課金する
こともできる。さらに、配信案内を配信先の携帯通信端末に通知したときに課金すること
もできる。これらのいずれかの時に課金すればよい。

この発明のその他の実施例では、配信情報は配信案内を配信先の携帯通信端末に送信する
送信日時を示す送信日時情報をさらに含むので、配信案内送信手段は、送信日時情報が示
す送信日時に配信案内を送信することができる。したがって、送信日時を配信先のユーザ
の誕生日や記念日などの特定の日（日時）に指定して、プレゼントすることができる。

その他の発明に従った配信サーバであって、任意の携帯通信端末から少なくとも配信する
データを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信
情報を受信する配信情報受信手段、および配信情報受信手段によって受信された受信され
た配信情報に基づいてデータを配信先の携帯通信端末に配信する配信手段を備える。配信
情報受信手段は、配信情報に基づいてクーポンを生成する生成手段、携帯通信端末の接続
に応答して携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末かどうかを判断する判断手段、お
よびデータ配信を受けるべき端末であるとき携帯通信端末にクーポンを含む配信案内を送
信する配信案内送信手段を含み、配信手段は、携帯通信端末からクーポンを受信するクー
ポン受信手段、およびクーポン受信手段によって受信されたクーポンに基づいてデータを
携帯通信端末に配信するデータ配信手段を含む。

この配信サーバでは、配信情報受信手段が任意の携帯通信端末から配信する音楽データ、
画像データなどのコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す
配信先端末情報とを含む配信情報を受信する。すると、配信情報受信手段に設けられた生
成手段が配信情報に基づいてクーポンを生成する。また、判断手段は、配信情報受信手段
に接続してきた携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末かどうかを判断する。つまり
、接続してきた携帯通信端末に対するクーポンが存在するかどうかを判断する。配信案内
送信手段は、接続してきた携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末であるとき、クー
ポンを含む配信案内をその携帯通信端末に送信する。配信手段では、クーポン受信手段が
携帯通信端末からのクーポンを受信し、データ配信手段が受信したクーポンに基づいてコ
ンテンツデータを配信する。このように、通知手段が特定特定の日時にデータ配信がある
ことを通知するのではなく、データ配信を受けるべき携帯通信端末が配信サーバに対して
接続してきたときに配信案内を送信するようにしても、コンテンツデータをプレゼントす
ることができる。

この発明の或る局面では、メッセージ受信手段が携帯通信端末からのメッセージを受信し
、配信案内送信手段が配信案内とメッセージ受信手段によって受信したメッセージとを携
帯通信端末に送信する。たとえば、メッセージに配信案内を添付した電子メールを携帯通
信端末に送信することができる。

この発明の或る実施例では、配信案内は配信手段への接続情報をさらに含むので、配信先
の携帯通信端末は配信案内を受信すると、接続情報に基づいて配信手段に接続（アクセス
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）して、クーポンを送信することができる。

他の発明の他の局面では、配信サーバには電子メールの授受を行うための電子メール管理
手段がさらに設けられる。この電子メール管理手段では、着信通信手段は、携帯通信端
末から配信案内を含む配信先の携帯通信端末宛の電子メールの登録を受けると、その配信
先の携帯通信端末に電子メールがあることを通知する。そして、この通知に応答して接続
してきた配信先の携帯通信端末に対して登録した電子メールを送信する。したがって、配
信先の携帯通信端末では、電子メールに含まれる配信案内に従ってデータ配信を受けるこ
とができる。

この発明の他の実施例では、データ配信に係る課金手段が設けられ、課金手段は、配信情
報の出力元すなわち配信依頼元に対して課金する。たとえば、音楽データなどのコンテン
ツデータの配信終了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受け
たときに課金することもできる。さらに、配信案内を配信先の携帯通信端末に送信したと
きに課金することもできる。これらのいずれかの時に課金すればよい。

さらに他の発明に従った配信サーバであって、任意の携帯通信端末から少なくとも配信す
るデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配
信情報を受信する配信情報受信手段、および配信情報受信手段によって受信された配信情
報に基づいてデータを配信先の携帯通信端末に配信する配信手段を備える。配信情報受信
手段は、配信情報に基づいてクーポンを生成する生成手段、および生成手段によって生成
されたクーポンを含む配信案内を配信情報の出力元に送信する配信案内送信手段を含み、
配信手段は、配信先の携帯通信端末からクーポンを受信するクーポン受信手段、およびク
ーポン受信手段によって受信されたクーポンに基づいてデータを配信先の携帯通信端末に
配信するデータ配信手段を含む。

この発明の配信サーバでは、配信情報受信手段が任意の携帯通信端末から配信情報を受信
する。この配信情報は、少なくとも配信する音楽データや画像データなどのコンテンツデ
ータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含んでいる
。配信情報受信手段に設けられた生成手段は、そのような配信情報に基づいてクーポンを
生成する。また、配信情報受信手段に設けられた配信案内送信手段が、生成手段で生成さ
れたクーポンを含む配信案内を配信情報の出力元である携帯通信端末に送信する。この携
帯通信端末は、配信案内を受信して、たとえば、電子メールに配信案内を添付して、配信
先の携帯通信端末に送信することができる。したがって、配信先の携帯通信端末では、配
信案内に基づいて配信サーバに接続（アクセス）し、クーポンを送信する。配信手段では
、クーポン受信手段によって、配信先の携帯通信端末からクーポンが受信され、受信され
たクーポンに基づいてデータ配信手段がコンテンツデータを配信先の携帯通信端末に配信
する。つまり、配信先の携帯通信端末では、配信案内を受信すると、配信案内に含まれる
クーポンを配信手段に送信し、データ配信手段によって配信されるコンテンツデータを受
信することができる。

この発明によれば、電子メールなどで配信先の携帯通信端末に配信案内を送信するので、
配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入力しておけば、他の
ユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。

この発明の或る局面では、配信案内は配信手段への接続情報をさらに含むので、配信先の
携帯通信端末は配信案内を受信すると、接続情報に基づいて配信手段に接続（アクセス）
して、クーポンを送信することができる。

この発明の或る実施例では、データ配信に係る課金手段が設けられ、課金手段は、配信情
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報の出力元すなわち配信依頼元に対して課金する。たとえば、音楽データなどのコンテン
ツデータの配信終了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受け
たときに課金することもできる。さらに、配信案内を配信依頼元に送信したときに課金す
ることもできる。つまり、これらいずれかの時に課金すればよいと考えられる。

他の発明の配信サーバであって、データを携帯通信端末に配信するデータ配信手段、任意
の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信
端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信する配信情報受信手段、配信情報受信
手段によって受信された配信情報を含むデータを配信先の携帯通信端末に配信するための
予約配信情報を格納するデータベース、およびデータ配信手段への接続情報を携帯通信端
末に送信する接続情報送信手段を備える。データ配信手段は、接続情報に従ってアクセス
してきた携帯通信端末に対してデータベースに格納された予約配信情報に基づいてデータ
を配信する。

この発明の配信サーバでは、データ配信手段が、携帯通信端末に音楽データ、画像データ
などのコンテンツデータを配信する。たとえば、配信情報受信手段が任意の携帯通信端末
から配信情報を受信する。この配信情報は、少なくとも配信するコンテンツデータを示す
配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含んでいる。したがっ
て、配信サーバでは、配信情報を含む配信先の携帯通信端末にコンテンツデータを配信す
るための予約配信情報をデータベースに格納する。接続情報送信手段は、データ配信手段
への接続情報を配信先の携帯通信端末に送信する。したがって、配信先の携帯通信端末で
は、接続情報に従ってデータ配信手段に接続（アクセス）することができる。すなわち、
データ配信手段との間で接続状態が確立される。すると、データ配信手段は、データベー
スに格納される予約配信情報に基づいてコンテンツデータを配信先の携帯通信端末に配信
する。

この発明によれば、接続情報を配信先の携帯通信端末に送信するので、配信先の携帯通信
端末は接続情報に従ってデータ配信サーバに容易にアクセスすることができ、コンテンツ
データの配信を受けることができる。つまり、配信先の携帯通信端末として他のユーザが
所有する携帯通信端末を入力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントす
ることができる。

この発明の或る局面では、配信情報は接続情報を配信先の携帯通信端末に送信する送信日
時を示す送信日時情報を含むので、送信日時を配信先の携帯通信端末を所有するユーザの
誕生日や記念日などの特定の日（日時）に指定しておけば、その特定の日にコンテンツデ
ータをプレゼントすることができる。

この発明の或る実施例では、配信情報送信手段は、電子メールを送信する電子メール送信
手段を含むので、接続情報を電子メールに添付して配信先の携帯通信端末に送信すること
ができる。

この発明の他の実施例では、メッセージ受信手段によって、携帯通信端末から配信先の携
帯通信端末宛のメッセージが受信されるので、接続情報送信手段は、接続情報とメッセー
ジとを配信先の携帯通信端末に送信することができる。また、上述したように、電子メー
ルで送信する場合には、接続情報とメッセージとを含む電子メールを配信先の携帯通信端
末に送信することもできる。

この発明のその他の実施例では、データ配信に係る課金手段が設けられ、課金手段は、配
信情報の出力元すなわち配信依頼元に対して課金する。たとえば、音楽データなどのコン
テンツデータの配信終了時に課金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から



【００６３】

【００６４】

【００６５】

【００６６】

【００６７】

【００６８】

10

20

30

40

50

(18) JP 3749175 B2 2006.2.22

受けたときに課金することもできる。さらに、配信案内を接続情報を携帯通信端末に送信
したときに課金することもできる。つまり、これらいずれかの時に課金すればよいと考え
られる。

この発明は、データを配信する配信サーバにネットワークを介して接続し、配信サーバが
配信するデータを受信する携帯通信端末であって、配信サーバとの間で接続状態を確立す
る第１確立手段、少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端
末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、配信情報入力手
段によって入力された配信情報を配信サーバに送信する配信情報送信手段、配信情報に基
づいて配信サーバで生成されたクーポンを含む配信案内を受信する配信案内受信手段、配
信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信するクーポン送信手段、クーポンに基づい
て配信サーバから配信されるデータを受信する配信データ受信手段、および配信データ受
信手段によって受信されたデータを記録する記録手段を備える。

この発明の携帯通信端末は、携帯電話網などのネットワークを介して、音楽データや画像
データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバに接続され、配信サーバが配信する
コンテンツデータを受信する。携帯通信端末は、第１確立手段によって、配信サーバとの
間で接続状態を確立される。情報配信入力手段によって、少なくとも配信するコンテンツ
データを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信
情報が入力される。このように、入力された配信情報は、配信情報送信手段によって配信
サーバに送信される。配信サーバでは、配信情報に基づいてクーポンが生成され、クーポ
ンを含む配信案内が配信先の携帯通信端末に送信される。配信案内は、配信案内受信手段
によって受信され、クーポン送信手段は配信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信
する。配信サーバでは、そのクーポンに基づいてコンテンツデータを配信先の携帯通信端
末に配信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、配信データ受信手段によって、
コンテンツデータが受信され、記録手段に記録される。なお、暗号化されたコンテンツデ
ータが配信される場合には、その暗号化データを再生するためのデータも配信される。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。また、配
信先の携帯通信端末として自己が所有する携帯通信端末を入力しておけば、自己所有の目
的としてコンテンツデータの配信を受けることもできる。

この発明の或る局面では、配信案内は配信サーバへの接続情報をさらに含むので、配信先
の携帯通信端末では第２確立手段がその接続情報に従って配信サーバとの間で接続状態を
確立することができる。つまり、配信先の携帯通信端末は、配信サーバに容易に接続（ア
クセス）できる。このように、接続状態が確立されると、クーポン送信手段が配信サーバ
にクーポンを送信する。したがって、コンテンツデータの配信を受けることができる。

この発明の或る実施例では、携帯通信端末には、メッセージ入力手段が設けられ、メッセ
ージ入力手段によって入力されたメッセージがメッセージ送信手段によって配信サーバに
送信される。配信サーバは、たとえば、メッセージと配信案内とを配信先の携帯通信端末
に送信するので、お祝いなどのメッセージを添えてコンテンツデータをプレゼントするこ
ともできる。

この発明の他の実施例では、配信サーバから送信されるメッセージがメッセージ受信手段
によって受信され、受信されたメッセージは、メッセージ表示手段によって、たとえば液
晶ディスプレイなどの表示装置に表示される。つまり、プレゼントを受けるユーザは、メ
ッセージを見ることができ、これによって、プレンゼントすなわちデータ配信があること
を知ることもできる。



【００６９】

【００７０】

【００７１】

【００７２】

【００７３】

【００７４】

【００７５】

【００７６】

10

20

30

40

50

(19) JP 3749175 B2 2006.2.22

この発明の他の局面では、配信案内受信手段は、第１確立手段によって接続状態を確立し
たとき自分宛のクーポンが存在する場合には、クーポンを含む配信案内を受信することが
できる。つまり、配信サーバからの送信を待たずに配信案内を取得することもできる。

この発明のその他の局面では、電子メール受信手段がメールサーバから配信案内を含む電
子メールを受信するので、受信した電子メールに含まれる配信案内を配信案内受信手段に
入力するようにしてもよい。

この発明の或る実施例では、電子メールは配信先の携帯通信端末宛のメッセージをさらに
含む。つまり、配信案内とメッセージとを含む電子メールが配信先の携帯通信端末に送信
される。配信先の携帯通信端末では、表示手段によって電子メールに含まれるメッセージ
が液晶ディスプレイのような表示装置に表示される。つまり、コンテンツデータのプレゼ
ントを受けるユーザは、メッセージを見ることができる。

この発明の他の実施例では、登録手段は、配信案内受信手段によって受信された配信案内
に含まれるクーポンが自分宛のクーポンでないとき、配信先の携帯通信端末宛の電子メー
ルをメールサーバに登録する。つまり、自己所有の目的としてコンテンツデータの配信を
受ける場合には、そのまま配信案内を保持するが、他の携帯通信端末を所有するユーザに
コンテンツデータをプレゼントする場合には、電子メールに配信案内を添付してメールサ
ーバに登録する。

この発明の他の局面では、記録手段は、携帯通信端末本体に着脱可能なメモリカードなど
の外部記録媒体を含むので、配信されたコンテンツデータを外部記録媒体に記録するよう
にして、本体内部のメモリの肥大化を防止することができる。

この発明のその他の局面では、通話手段によって、公衆電話回線を利用して通話すること
ができるので、上述したようなメッセージに換えて、口頭でメッセージを伝えることもで
きる。

他の発明は、データを配信する配信サーバにネットワークを介して接続し、配信サーバが
配信するデータを受信して、着脱可能な記録装置にデータを記録する携帯通信端末であっ
て、記録装置を装着したとき記録装置との間で少なくともデータの授受を行うインターフ
ェイス、少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す
配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、配信情報入力手段によっ
て入力された配信情報を配信サーバに送信する配信情報送信手段、配信情報に基づいて配
信サーバによって生成されたクーポンを含む配信案内を受信する配信案内受信手段、配信
案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信するクーポン送信手段、クーポンに基づいて
配信サーバから配信されるデータを受信する配信データ受信手段、および配信データ受信
手段によって受信されたデータをインターフェイスを介して記録装置に記録する記録制御
手段を備える。

この発明の携帯通信端末は、携帯電話網などのネットワークを介して、音楽データや画像
データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバに接続され、配信サーバが配信する
コンテンツデータを受信して、携帯通信端末本体に着脱可能に設けられたメモリカードの
ような外部記録装置に記録する。情報配信入力手段によって、少なくとも配信するコンテ
ンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む
配信情報が入力され、入力された配信情報は、配信情報送信手段によって配信サーバに送
信される。配信サーバでは、配信情報に基づいてクーポンが生成され、クーポンを含む配
信案内がたとえば配信先の携帯通信端末に送信される。配信案内は配信案内受信手段によ
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って受信され、クーポン送信手段は受信された配信案内に含まれるクーポンを配信サーバ
に送信する。配信サーバでは、そのクーポンに基づいてコンテンツデータを配信先の携帯
通信端末に配信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、配信データ受信手段によ
って、コンテンツデータが受信され、記録制御手段によって、記録装置との間で少なく
ともコンテンツデータの授受を行うインターフェイスを介して記録装置に記録される。な
お、暗号化されたコンテンツデータが配信される場合には、その暗号化データを再生する
ためのデータも配信される。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。また、配
信先の携帯通信端末として自分が所有する携帯通信端末を入力しておけば、自己所有の目
的としてコンテンツデータの配信を受けることもできる。

その他の発明は、データを配信する配信サーバにネットワークを介して接続し、配信サー
バが配信するデータを受信する携帯通信端末であって、少なくとも配信するデータを示す
配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力す
る配信情報入力手段、配信情報入力手段によって入力された配信情報を配信サーバに送信
する配信情報送信手段、配信サーバへの接続情報を受信する接続情報受信手段、接続情報
に基づいて配信サーバとの間で接続状態を確立する確立手段、確立手段によって接続状態
が確立されたとき配信サーバから配信されるデータを受信する配信データ受信手段、およ
び配信データ受信手段によって受信されたデータを記録する記録手段を備える。

この発明の携帯通信端末は、携帯電話網などのネットワークを介して、音楽データや画像
データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバに接続され、配信サーバが配信する
コンテンツデータを受信する。情報配信入力手段によって、少なくとも配信するコンテン
ツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配
信情報が入力され、入力された配信情報は、配信情報送信手段によって配信サーバに送信
される。配信サーバでは、たとえば、配信情報を含む配信先の携帯通信端末にコンテンツ
データを配信するための予約配信情報がデータベースに格納される。そして、配信先の携
帯通信端末に対して配信サーバへの接続情報を送信する。したがって、配信先の携帯通信
端末では、接続情報受信手段によって配信サーバへの接続情報が受信され、確立手段がこ
の接続情報に従って配信サーバとの間で接続状態を確立する。このように接続状態が確立
されたとき、配信サーバは、データベースに格納した予約配信情報に基づいて、コンテン
ツデータを配信先の通信端末に配信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、配信
データ受信手段によって、コンテンツデータが受信され、記録手段に記録される。なお、
暗号化されたコンテンツデータが配信される場合には、その暗号化データを再生するため
のデータも配信される。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。また、配
信先の携帯通信端末として自分が所有する携帯通信端末を入力しておけば、自己所有の目
的としてコンテンツデータの配信を受けることもできる。

この発明の或る局面では、メッセージ入力手段によってメッセージが入力され、入力され
たメッセージは、メッセージ送信手段によって配信サーバに送信される。このメッセージ
は、たとえば、コンテンツデータとともに配信サーバから配信先の携帯通信端末に送信さ
れる。配信先の携帯通信端末では、メッセージ受信手段によってメッセージが受信され、
表示手段によって受信されたメッセージが液晶ディスプレイなどの表示装置に表示される
。つまり、お祝いなどのメッセージを添えてコンテンツデータをプレゼントすることがで
きる。
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さらに他の発明は、データを配信する配信サーバにネットワークを介して接続し、配信サ
ーバが配信するデータを受信して、着脱可能な記録装置にデータを記録する携帯通信端末
であって、記録装置を装着したとき記録装置との間で少なくともデータの授受を行うイ
ンターフェイス、少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端
末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、配信情報入力手
段によって入力された配信情報を配信サーバに送信する配信情報送信手段、配信サーバへ
の接続情報を受信する接続情報受信手段、接続情報に基づいて配信サーバとの間で接続状
態を確立する確立手段、確立手段によって接続状態が確立されたとき配信サーバから配信
されるデータを受信する配信データ受信手段、および配信データ受信手段によって受信さ
れたデータをインターフェイスを介して記録装置に記録する記録制御手段を備える。

この発明の携帯通信端末は、携帯電話網などのネットワークを介して、音楽データや画像
データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバに接続され、配信サーバが配信する
コンテンツデータを受信する。受信されたコンテンツデータは、携帯通信端末本体にイン
ターフェイスを介して装着されたメモリカードのような外部記録装置に記録される。情報
配信入力手段によって、少なくとも配信するコンテンツデータを示す配信データ情報と配
信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報が入力され、入力された配信
情報は、配信情報送信手段によって配信サーバに送信される。配信サーバでは、たとえば
、配信情報を含む配信先の携帯通信端末にコンテンツデータを配信するための予約配信情
報がデータベースに格納される。そして、配信サーバは、配信サーバへの接続情報を配信
先の携帯通信端末を送信する。配信先の携帯通信端末では、接続情報受信手段によって配
信サーバへの接続情報が接続され、確立手段がその接続情報に従って配信サーバとの間で
接続状態を確立する。このように接続状態が確立されたとき、配信サーバは、データベー
スに格納された予約配信情報に基づいて、コンテンツデータを配信先の携帯通信端末に配
信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、配信データ受信手段によって、コンテ
ンツデータが受信され、記録装置との間で少なくともコンテンツデータの授受を行うイン
ターフェイスを介して記録装置に記録される。なお、暗号化されたコンテンツデータが配
信される場合には、その暗号化データを再生するためのデータも配信される。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。また、配
信先の携帯通信端末として自分が所有する携帯通信端末を入力しておけば、自己所有の目
的としてコンテンツデータの配信を受けることもできる。

他の発明は、データを配信する配信サーバにネットワークを介して接続し、配信サーバか
ら配信されるデータを受信する携帯通信端末であって、少なくとも配信するデータを示す
配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力す
る配信情報入力手段、配信情報入力手段によって入力された配信情報を配信サーバに送信
する配信情報送信手段、配信サーバからの接続要求に応答して配信サーバとの間で接続状
態を確立する確立手段、確立手段によって接続状態が確立されたとき配信サーバから配信
されるデータを受信する配信データ受信手段、および配信データ受信手段によって受信さ
れたデータを記録する記録手段を備える。

この発明の携帯通信端末は、携帯電話網などのネットワークを介して、音楽データや画像
データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバに接続され、配信サーバが配信する
コンテンツデータを受信する。情報配信入力手段によって、少なくとも配信するコンテン
ツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配
信情報が入力され、入力された配信情報は、配信情報送信手段によって配信サーバに送信
される。配信サーバでは、たとえば、配信情報を含む配信先の携帯通信端末にコンテンツ
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データを配信するための予約配信情報がデータベースに格納される。そして、配信サーバ
は、たとえば、データベースに格納された予約配信情報に基づいて配信先の携帯通信端末
にコンテンツデータを配信するため自動発信する。一方、携帯通信端末では、配信サーバ
からの接続要求があると、つまり配信サーバが配信先の携帯通信端末に自動発信すると
、確立手段によって、配信サーバとの間で接続状態が確立される。このように接続状態が
確立されたとき、配信サーバは、予約配信情報に基づいて、コンテンツデータを配信先の
携帯通信端末に配信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、配信データ受信手段
によって、コンテンツデータが受信され、記録手段に記録される。なお、暗号化されたコ
ンテンツデータが配信される場合には、その暗号化データを再生するためのデータも配信
される。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。また、配
信先の携帯通信端末として自分が所有する携帯通信端末を入力しておけば、自己所有の目
的としてコンテンツデータの配信を受けることもできる。

その他の発明は、データを配信する配信サーバにネットワークを介して接続し、配信サー
バが配信するデータを受信して、着脱可能な記録装置に受信したデータを記録する携帯通
信端末であって、記録装置を装着したとき記録装置との間で少なくともデータの授受を行
うインターフェイス、少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通
信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を入力する配信情報入力手段、配信情報入
力手段によって入力された配信情報を配信サーバに送信する配信情報送信手段、配信サー
バからの接続要求に応答して配信サーバとの間で接続状態を確立する確立手段、確立手段
によって接続状態が確立されたとき配信サーバから配信されるデータを受信する配信デー
タ受信手段、および配信データ受信手段によって受信されたデータをインターフェイスを
介して記録装置に記録する記録制御手段を備える。

この発明の携帯通信端末は、携帯電話網などのネットワークを介して、音楽データや画像
データなどのコンテンツデータを配信する配信サーバに接続され、配信サーバが配信する
コンテンツデータを受信する。受信されたコンテンツデータは、携帯通信端末本体にイン
ターフェイスを介して装着されたメモリカードのような外部記録装置に記録される。情報
配信入力手段によって、少なくとも配信するコンテンツデータを示す配信データ情報と配
信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報が入力され、入力された配信
情報は、配信情報送信手段によって配信サーバに送信される。配信サーバでは、たとえば
、配信情報を含む配信先の携帯通信端末にコンテンツデータを配信するための予約配信情
報がデータデースに格納される。そして、配信サーバは、たとえば、データベースに格納
された予約配信情報に従って、配信先の携帯通信端末にコンテンツデータを配信するため
、配信先に携帯通信端末に自動発信する。一方、携帯通信端末では、配信サーバからの接
続要求があると、つまり配信サーバが配信先の携帯通信端末に自動発信すると、確立手段
によって、配信サーバとの間で接続状態が確立される。このように接続状態が確立された
とき、配信サーバは、予約配信情報に基づいて、コンテンツデータを配信先の携帯通信端
末に配信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、配信データ受信手段によって、
コンテンツデータが受信され、記録装置との間で少なくともコンテンツデータの授受を行
うインターフェイスを介して記録装置に記録される。なお、暗号化されたコンテンツデー
タが配信される場合には、その暗号化されたコンテンツデータを再生するためのデータも
配信され、インターフェイスを介して記録装置に記録される。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。また、配
信先の携帯通信端末として自分が所有する携帯通信端末を入力しておけば、自己所有の目
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的としてコンテンツデータの配信を受けることもできる。

この発明は、データを携帯通信端末に配信する配信サーバにおける配信方法であって、任
意の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯
通信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信し、受信した配信情報に基づいて
配信先の携帯通信端末に自動発信し、配信先の携帯通信端末から自動発信に対して応答が
あったとき受信した配信情報に基づいてデータを配信先の携帯通信端末に配信し、そして
自動発信に対して配信先の携帯通信端末から応答がないとき、あるいは自動発信に対して
配信先の携帯通信端末から応答があるが配信先の携帯通信端末の記録手段にデータを記録
することができないとき、配信先の携帯通信端末にデータ配信があることを通信する。

この発明の配信方法では、任意の携帯通信端末から少なくとも配信する音楽データや画像
データなどのコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信
先端末情報とを含む配信情報が受信される。この配信情報に含まれる配信先端末情報に従
って配信先の携帯通信端末に自動発信する。自動発信に対して配信先の携帯通信端末から
応答があったとき、配信データ情報が示すコンテンツデータを配信先の携帯通信端末に配
信する。なお、暗号化されたコンテンツデータを配信する場合には、その暗号化されたコ
ンテンツデータを再生するのに必要なデータも配信される。ただし、自動発信に対して応
答がないとき、あるいは応答があるが配信先の携帯通信端末の記録手段にコンテンツデー
タを記録できないとき、データ配信があることを通知する。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。また、配
信先の携帯通信端末として自分の携帯通信端末を入力しておけば、自己所有の目的として
コンテンツデータの配信を受けることもできる。

この発明の或る局面では、配信情報はコンテンツデータを配信する配信日時を示す配信日
時情報をさらに含むので、コンテンツデータを配信日時に配信することができる。たとえ
ば、配信日時を配信先の携帯通信端末を所有するユーザの誕生日や記念日などの特定の日
（日時）に指定しておけば、その特定の日にコンテンツデータをプレゼントすることがで
きる。

この発明の或る実施例では、配信情報を管理し、自動発信に対して配信先の携帯通信端末
から応答がないとき、あるいは応答があるが配信先の携帯通信端末でコンテンツデータを
記録することができない場合には、配信日時を遅延（更新）するので、コンテンツデータ
を配信するための自動発信およびデータ配信があることの通知を繰り返し実行することが
できる。

この発明の他の実施例では、データ配信に係る料金を配信情報の出力元すなわち配信依頼
元に対して課金する。たとえば、音楽データなどのコンテンツデータの配信終了時に課金
することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受けたときに課金することもでき
る。つまり、いずれかの時に課金すればよいと考えられる。

他の発明は、データを携帯通信端末に配信する配信サーバにおける配信方法であって、任
意の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通
信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信し、受信した配信情報に基づいてク
ーポンを生成し、クーポンを含む配信案内を配信先の携帯通信端末に送信し、携帯通信端
末からクーポンを受信し、そして受信したクーポンに基づいてデータを配信先の携帯通信
端末に配信する。
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この発明の配信方法では、任意の携帯通信端末から少なくとも配信する音楽データや画像
データなどのコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信
先端末情報とを含む配信情報を受信し、受信した配信情報に基づいてクーポンを生成する
。生成されたクーポンを含む配信案内は、配信先の携帯通信端末に送信される。そして
、配信先の携帯通信端末からクーポンを受信し、受信したクーポンに基づいて配信先の携
帯通信端末にコンテンツデータを配信する。つまり、配信先の携帯通信端末では、配信案
内を受信すると、配信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信し、配信サーバから配
信されるコンテンツデータを受信することができる。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。また、配
信先の携帯通信端末として自分が所有する携帯通信端末を入力しておけば、自己所有の目
的としてコンテンツデータの配信を受けることもできる。

この発明の或る局面では、配信情報は配信先の携帯通信端末に配信案内を送信する送信日
時を示す送信日時情報をさらに含むので、送信日時情報が示す送信日時に配信案内を送信
することができる。つまり、送信日時を配信先の携帯通信端末を所有するユーザの誕生日
や記念日などの特定の日 (日時 )に指定しておけば、その特定の日にコンテンツデータをプ
レゼントすることができる。

この発明の或る実施例では、携帯通信端末から配信先の携帯通信端末宛のメッセージを受
信するので、配信案内と受信したメッセージとを配信先の携帯通信端末に送信することが
できる。したがって、配信先の携帯通信端末では、お祝いなどのメッセージを受けるとと
もに、配信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信して、コンテンツデータの配信を
受けることができる。

この発明の他の局面では、携帯通信端末から配信先の携帯通信端末宛のメッセージを受信
するので、コンテンツデータと受信したメッセージとを配信先の携帯通信端末に配信する
こともできる。つまり、お祝いなどのメッセージを添えたコンテンツデータを配信するこ
とができる。

この発明のその他の局面では、データ配信に係る料金が配信情報の出力元すなわち配信依
頼元に対して課金される。たとえば、音楽データなどのコンテンツデータの配信終了時に
課金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受けたときに課金することも
できる。さらに、配信案内を配信先の携帯通信端末に送信したときに課金することもでき
る。つまり、これらいずれかの時に課金すればよいと考えられる。

その他の発明は、データを携帯通信端末に配信する配信サーバの配信方法であって、任意
の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信
端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信し、受信した配信情報に基づいてクー
ポンを生成し、携帯通信端末の接続に応答して携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端
末かどうかを判断し、データ配信を受けるべき端末であるとき携帯通信端末にクーポンを
含む配信案内を送信し、携帯通信端末からクーポンを受信し、そして受信したクーポンに
基づいてデータを携帯通信端末に配信する。

この発明の配信方法では、配信サーバは、携帯通信端末から少なくとも配信する音楽デー
タや画像データなどのコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を
示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信する。配信サーバでは、この配信情報に基づ
いてクーポンが生成される。また、配信サーバは、携帯通信端末の接続に応答して、その
携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末かどうかを判断する。具体的には、接続して
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きた携帯通信端末が配信先であるクーポンが存在するかどうかを判断する。接続してきた
携帯通信端末がデータ配信を受けるべき端末であれば、つまりその携帯通信端末が配信先
であるクーポンが存在すれば、携帯通信端末にクーポンを含む配信案内を送信する。配信
先の携帯通信端末では、配信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信する。したがっ
て、配信サーバでは、クーポンを受信し、受信したクーポンに基づいてコンテンツデータ
を配信先の携帯通信端末に配信する。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。

この発明の或る局面では、配信サーバは携帯通信端末から配信先の携帯通信端末宛のメッ
セージを受信するので、データ配信を受けるべき端末すなわち配信先の携帯通信端末に配
信案内とメッセージとを送信することができる。つまり、お祝いなどのメッセージを添え
て、コンテンツデータをプレゼントすることができる。

この発明の他の局面では、データ配信に係る料金が配信情報の出力元すなわち配信依頼元
に対して課金される。たとえば、音楽データなどのコンテンツデータの配信終了時に課金
することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受けたときに課金することもでき
る。さらに、配信案内を配信先の携帯通信端末に通知したときに課金することもできる。
つまり、これらいずれかの時に課金すればよいと考えられる。

さらに他の発明は、データを携帯通信端末に配信する配信サーバにおける配信方法であっ
て、携帯通信端末間の電子メールの授受を管理し、任意の携帯通信端末から少なくとも配
信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報とを含
む配信情報を受信し、受信した配信情報に基づいてクーポンを生成し、クーポンを含む配
信案内を配信情報を出力した携帯通信端末に送信し、携帯通信端末から配信案内を含む配
信先の携帯通信端末宛の電子メールの登録を受けて配信先の携帯通信端末に電子メールを
送信し、電子メールを受信した携帯通信端末からクーポンを受信し、そして受信したクー
ポンに基づいてデータを配信先の携帯通信端末に配信する。

この発明の配信方法では、配信サーバは、携帯通信端末間の電子メールの授受を管理する
。また、配信サーバは、任意の携帯通信端末から少なくとも配信する音楽データや画像デ
ータなどのコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通信端末を示す配信先
端末情報とを含む配信情報を受信し、受信した配信情報に基づいてクーポンを生成する。
配信サーバは、クーポンを生成すると、クーポンを含む配信案内を、配信情報を送信して
きた携帯通信端末に送信する。携帯通信端末は、配信案内を受信して、たとえばその配信
案内を添付した電子メールを配信先の携帯通信端末宛に送信する。つまり、携帯通信端末
は、その電子メールを配信サーバに登録する。配信サーバは、電子メールの登録を受けて
、配信先の携帯通信端末にその電子メールを送信する。したがって、配信先の携帯通信端
末では、電子メールを受信して、配信案内に含まれるクーポンを配信サーバに送信する。
これに応じて、配信サーバは、クーポンを受信して、受信したクーポンに基づいてコンテ
ンツデータを配信先の携帯通信端末に配信する。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。

この発明の或る局面では、配信サーバは、携帯通信端末から配信先の携帯通信端末宛のメ
ッセージを受信するので、そのメッセージとクーポンとを含む電子メールを配信先の携帯
通信端末に送信することができる。つまり、お祝いなどのメッセージを添えて、コンテン
ツデータをプレゼントすることができる。
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この発明の或る実施例では、データ配信に係る料金が配信情報の出力元すなわち配信依頼
元に対して課金される。たとえば、音楽データなどのコンテンツデータの配信終了時に課
金することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受けたときに課金することも
できる。さらに、配信案内を、配信情報を出力してきた携帯通信端末に送信したときに課
金することもできる。つまり、これらいずれかの時に課金すればよいと考えられる。

他の発明は、データを携帯通信端末に配信する配信サーバにおける配信方法であって、任
意の携帯通信端末から少なくとも配信するデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通
信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信し、受信した配信情報を含むデータ
を配信先の携帯通信端末に配信するための予約配信情報をデータベースに格納し、配信サ
ーバへの接続情報を携帯通信端末に送信し、そして接続情報に従ってアクセスしてきた携
帯通信端末に対してデータベースに格納された予約配信情報に基づいてデータを配信する
。

この発明の配信方法では、配信サーバは、任意の携帯通信端末からすくなくとも配信する
音楽データや画像データなどのコンテンツデータを示す配信データ情報と配信先の携帯通
信端末を示す配信先端末情報とを含む配信情報を受信し、受信した配信情報を含む配信先
の携帯通信端末にコンテンツデータを配信するための予約配信情報をデータベースに格納
する。配信サーバは、予約配信情報をデータベースに格納すると、配信サーバへの接続情
報を配信先の携帯通信端末に送信する。したがって、配信先の携帯通信端末では、接続情
報に従って配信サーバにアクセスすることができる。配信サーバでは、接続情報に従って
アクセスしてきた携帯通信端末に対して、データベースに格納された予約配信情報に基づ
いてコンテンツデータを配信する。具体的には、予約配信情報すなわち配信情報を参照し
て、アクセスしてきた携帯通信端末が配信先の携帯通信端末かどうかを判断し、配信先の
携帯通信端末であれば、配信情報（配信データ情報）が示すコンテンツデータを配信する
。

この発明によれば、配信先の携帯通信端末として他のユーザが所有する携帯通信端末を入
力しておけば、他のユーザにコンテンツデータをプレゼントすることができる。

この発明の或る局面では、配信サーバは、携帯通信端末から配信先の携帯通信端末宛のメ
ッセージを受信するので、そのメッセージと接続情報とを配信先の携帯通信端末に送信す
ることができる。つまり、お祝いなどのメッセージを添えて、コンテンツデータをプレゼ
ントすることができる。

この発明の或る実施例では、配信情報は、説蔵情報を配信先の携帯通信端末に送信する送
信日時を示す送信日時情報をさらに含むので、送信日時を指定して接続情報を配信先の携
帯通信端末に送信することができる。たとえば、送信日時を、他の携帯通信端末を所有す
るユーザの誕生日や記念日などの特定の日 (日時 )に指定しておけば、特定の日にコンテン
ツデータをプレゼントすることができる。

この発明の他の実施例は、データ配信に係る料金が配信情報の出力元すなわち配信依頼元
に対して課金される。たとえば、音楽データなどのコンテンツデータの配信終了時に課金
することができる。また、配信情報を携帯通信端末から受けたときに課金することもでき
る。さらに、接続情報を配信先の携帯通信端末に送信したときに課金することもできる。
つまり、これらいずれかの時に課金すればよいと考えられる。
【発明の効果】

この発明によれば、配信情報に配信先の携帯通信端末を示す配信先端末情報を含み、その



【発明を実施するための最良の形態】
【０１２１】
＜第１の実施例＞
図１を参照して、第１の実施例の情報配信サーバ１１は、配信サーバ１３と携帯電話機１
５および携帯電話機１７とを含む。配信サーバ１３は、配信する音楽データとして、暗号
化した音楽データ（暗号化音楽データ）と、その暗号化音楽データを復号する鍵となるコ
ンテンツキーを暗号化した暗号化コンテンツキー、音楽データの曲名、実演者（歌手、演
奏家等）、作曲家、作詞家等のその音楽データに関する著作権情報や配信サーバ１３に対
するアクセス情報等の付加情報および音楽データに関する管理情報である譲渡配信コード
を配信する。
【０１２２】
また、配信サーバ１３は、図２に示すような構成であり、配信サーバ１３はコンピュータ
１３ａを含む。コンピュータ１３ａには、通信装置１３ｂが接続され、通信装置１３ｂは
、図示は省略するが、専用線或いはディジタル公衆回線（ＩＳＤＮ、パケット交換網）を
介して携帯電話網に接続される。さらに、配信サーバ１３は、配信情報データベース１３
ｃ、予約管理データベース１３ｄおよび課金データベース１３ｅを備える。配信情報デー
タベース１３ｃには、配信する音楽データを暗号化した暗号化音楽データ、その暗号化音
楽データを復号するコンテンツキーおよび音楽データの曲名、実演者（歌手、演奏家等）
、作曲家、作詞家等のその音楽データに関する著作権情報を含む付加情報等が記録される
。また、予約管理データベース１３ｄには、配信した音楽データの予約配信を管理するた
めの情報が記録される。さらに、課金データベース１３ｅには、配信に対する課金の情報
が記録される。
【０１２３】
携帯電話機１５および携帯電話機１７は、たとえばそれぞれの電話番号が「０９０－△△
△△－×××１」、「０９０－△○○△－×××２」であり、それぞれの電話機本体には
記録媒体たとえば半導体メモリによるメモリカードを着脱できる機構が備えられている。
この第１の実施例では、携帯電話機１５にはメモリカード２１が装着され、携帯電話機１
７にはメモリカード２３が装着されている。また、携帯電話機１５および携帯電話機１７
のそれぞれには、ヘッドフォン２５およびヘッドフォン２７が接続される。したがって、
ユーザは配信を受けた音楽を聞くことができる。
【０１２４】
図３を参照して、たとえば、メモリカード２１には、携帯電話機１５の電話番号に関連し
た固有ＩＤ、配信情報として配信サーバ１３より配信された固有ＩＤを鍵として復号可能
な暗号化コンテンツキーおよび復号されたコンテンツキーを鍵として復号できる暗号化音
楽データが記録される。また、その暗号化音楽データに関する著作権情報、配信サーバ１
３の電話番号等の付加情報および配信された暗号化音楽データを管理する譲渡配信コード
が記録される。
【０１２５】
また、この第１の実施例では、固有ＩＤはメモリカード２１の外に取り出すことができな
いように構成され、メモリカード２１は音楽データに対するセキュリティ機能を備えてい
る。また、譲渡配信コードは、たとえば、音楽データの移動に関する制限情報（移動制限
情報）および音楽データの複製回数を制限する複製制限情報などを含む。
【０１２６】
携帯電話機１５および携帯電話機１７の具体的な構成は、図４のように示される。なお、
図４においては、説明の簡素化のため、本発明の情報配信システム１１に関わるブロック
のみを記載し、携帯電話機１５および携帯電話機１７が本来備えている通話機能に関する
ブロックについては、一部省略してある。また、携帯電話機１５と携帯電話機１７とは同
じ構成であるため、携帯電話機１５についてのみ説明する。
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配信情報に基づいてデータを配信するので、音楽データなどのデータを他人に贈与（プレ
ゼント）することができる。



【０１２７】
図４を参照して、携帯電話機１５はコントローラ３１を含み、コントローラ３１は携帯電
話機１５の総合的な制御を実行するため、各ブロックと個々に制御信号を授受する。なお
、簡単化のために各種制御信号の表記は割愛する。また、携帯電話機１５はアンテナ３
３を含み、アンテナ３３は送受信回路３５に接続される。送受信回路３５は、通話データ
或いはデータの通信を実行する。送受信回路３５は、バスＡを介してコントローラ３１と
接続される。さらに、携帯電話機１５には、音声再生回路３７、ドライバ３９およびディ
スプレイ４１が設けられる。音声再生回路３７は受信した通話データをディジタル再生し
、再生したディジタル通話音声を後段の混合回路４３に出力する。ドライバ３９は、コン
トローラ３１からの指示に従ってディスプレイ４１に文字等の情報を表示する。
【０１２８】
さらにまた、携帯電話機１５には、操作パネル４５が設けられ、操作パネル４５には、図
示は省略するが、テンキー等のダイヤルキーや特殊キー等が設けられる。操作パネル４５
で入力された情報は、バスＡを介してコントローラ３１に与えられ、上述したように、文
字等の情報がディスプレイ４１に表示される。また、携帯電話機１５はデータ復号回路４
７を含み、データ復号回路４７はメモリカード２１内で暗号化コンテンツキーを復号した
コンテンツキーを鍵として、メモリカード２１内に記録されている暗号化音楽データを復
号して符号化音楽データを後段の音楽再生回路４９に出力する。音楽再生回路４９は、デ
ータ復号回路４７から与えられた符号化音楽データをディジタル再生し、混合回路４３に
与える。
【０１２９】
混合回路４３は、音声再生回路４９から与えられるディジタル通話音声または音楽再生回
路４９から与えられるディジタル音楽のいずれかを一方を選択して出力する。また、混合
回路４３は、ディジタル通話音声およびディジタル音楽の両者を所定の比率で混合して出
力することもできる。混合回路４３から出力されるディジタル信号は、Ｄ／Ａ変換器５１
でアナログ信号に変換され、端子（イヤフォンジャック）５３を介してヘッドフォン２５
に出力される。つまり、通話音声または再生された音楽がヘッドフォン２５に出力される
。なお、混合回路４３において、所定の比率で混合した場合には、たとえば、音楽をバッ
クグラウンドミュージックとして通話することが可能である。
【０１３０】
また、携帯電話機１５に装着されたメモリカード２１はメモリコントローラ６１を含み、
メモリコントローラ６１はバスＢ、バスインターフェイス５５およびバスＡを介してコン
トローラ３１に接続され、コントローラ３１からの指示に従ってメモリカード２１内の各
ブロックを制御する。なお、簡単化のために各種制御信号の表記は省略してある。メモリ
カード２１はまた、メモリ６３を含み、メモリ６３には暗号化音楽データ、暗号化コンテ
ンツキー、固有ＩＤ、付加情報および譲渡配信コードが記録される。さらに、メモリカー
ド２１は、コンテンツキー復号回路６５を含み、コンテンツキー復号回路６５はメモリ６
３に記録された固有ＩＤを鍵としてメモリ６３に記録された暗号化コンテンツキーを復号
する。さらにまた、メモリカード２１は固有ＩＤ生成回路６７を含み、固有ＩＤ生成回路
６７は、携帯電話機１５の電話番号に関連した固有ＩＤを生成する。
【０１３１】
図１に戻って、情報配信システム１１の原理について説明する。配信サーバ１３は、２つ
の配信を提供している。具体的には、１つ目は、携帯電話機１５が配信サーバ１３にアク
セスしたときに配信要求を行い、配信サーバ１３が配信を行う即時配信である。２つ目は
、携帯電話機１５が配信サーバ１３にアクセスしたときに配信先（第１の実施例では、携
帯電話機１７）および配信日時を指定して配信の予約を行い、配信先である携帯電話機１
７が配信を受ける予約配信である。
【０１３２】
たとえば、即時配信では、携帯電話機１５のユーザが自己所有を目的として音楽データの
配信を受けるために、配信サーバ１３にアクセスし、配信を受ける音楽データの選曲と即
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時配信の依頼を配信情報として配信サーバ１３に対して送信する（Ａ１）。これに応じて
、配信サーバ１３は、配信要求のあった音楽データを配信情報データベース１３ｃから読
み出して、携帯電話機１５に対して配信する（Ａ２）。同時に、課金データベース１３ｅ
を更新して、音楽データの配信に係る課金を記録する。このようにして音楽データの即
時配信は終了する。
【０１３３】
また、予約配信では、携帯電話機１５のユーザが第三者である携帯電話機１７のユーザに
音楽データを贈与するために、配信サーバ１３にアクセスし、予約配信の依頼、配信を受
ける音楽データの選曲、予約配信を依頼した依頼元である携帯電話機１５の電話番号、配
信を行う日時（配信日時）、配信先である携帯電話機１７の電話番号（配信先電話番号）
などの予約配信に必要な情報（予約配信情報）と依頼元からの配信先へのメッセージとを
配信サーバ１３に送信する（Ｂ１）。これに応じて、配信サーバ１３では、携帯電話機１
５からの予約配信の依頼すなわち予約配信情報およびメッセージを受理して、予約管理デ
ータベース１３ｄに記録する。
【０１３４】
配信サーバ１３では、予約管理データベース１３ｄに定期的にアクセスして、予約日時に
なると携帯電話機１７に対して、音楽データの配信依頼があることを通知する（Ｂ２）。
同時に、通知記録を予約管理データベース１３ｄに更新して記録する。
【０１３５】
配信依頼があることの通知を受けた携帯電話機１７は、配信サーバ１３に対してアクセス
する（Ｂ３）。配信サーバ１３は、携帯電話機１７からアクセスされると、予約されてい
る音楽データを、配信情報データベース１３ｃから読み出して、携帯電話機１７に対して
配信する。したがって、配信を受けた携帯電話機１７のメモリカード２３には、携帯電話
機１５にて予約された音楽データが記録する。また、これと同時に、携帯電話機１５から
のメッセージが携帯電話機１７に送信される（Ｂ４）。配信が終了すると、予約配信の依
頼元（携帯電話機１５）に基づいて予約配信に係る課金を課金データベース１３ｅに記録
する。
【０１３６】
また、携帯電話機１７に対して配信サーバ１３へのアクセスを促すために、配信サーバ１
３は、携帯電話機１７からのアクセスがない場合には、予約管理データベース１３ｄの通
知記録に従って携帯電話機１７に対する通知（Ｂ２）を特定間隔、特定の回数繰り返して
行い、その都度、予約管理データベース１３ｄを更新して通知記録を残す。
【０１３７】
さらに、携帯電話機１７に対して配信できなかった場合には、携帯電話機１５のユーザと
の契約内容に従って予約配信（予約配信情報）を破棄するようにしてもよい。
【０１３８】
第１の実施例によれば、予約による音楽データの配信を提供できる情報配信システムを構
築でき、配信サーバを介して第三者に対して音楽データを贈与（プレゼント）することが
できる。
【０１３９】
さらに、ダウンロードした音楽データは再生することができる。図４を用いて、携帯電話
機１５で音楽データを再生する場合について説明する。なお、携帯電話機１７で再生する
場合も同様の処理が実行される。
【０１４０】
たとえば、ユーザが操作パネル４５を操作して、音楽の再生を指示すると、コントローラ
３１はメモリコントローラ６１に対して再生指示を与え、メモリ６３に記録された暗号化
コンテンツキーと固有ＩＤからコンテンツキーが読み出される。また、メモリコントロー
ラ６１は、メモリ６３内に記録された暗号化音楽データを読み出す。そして、復号された
コンテンツキーと読み出された暗号化データとがデータ復号回路４７に与えられる。デー
タ復号回路４７は、暗号化音楽データを復号して、音楽データを圧縮した符号化音楽デー
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タを得る。符号化音楽データは、ＭＩＤＩ，ＭＰＥＧ　Ａｕｄｉｏ等の符号化方式でデー
タ量を圧縮した音楽データである。音楽再生回路４９は音楽データの符号化方式に従って
再生処理を施し、ディジタル音楽を得る。そして、ディジタル音楽を混合回路４３に与え
る。
【０１４１】
混合回路４３は、コントローラ３１からの指示に従って音楽再生回路４９からのディジタ
ル音楽を選択して出力する。したがって、混合回路４３から出力されたディジタル音楽が
Ｄ／Ａ変換器５１でアナログ信号に変換され、イヤフォンジャック５３に出力される。つ
まり、再生された音楽がヘッドフォン２５を介して出力される。このように、ユーザは、
ヘッドフォン２５を介して音楽を楽しむことができる。
【０１４２】
＜第２の実施例＞
図５を参照して、第２の実施例の情報配信システム１１は、配信先の携帯電話機に対する
音楽データの配信を自動的に実行できるようにした以外は、第１の実施例と同じであるた
め、重複した説明は省略する。
【０１４３】
図５に示す情報配信システム１１において、予約配信する場合には、携帯電話機１５のユ
ーザが第三者（第２の実施例では、携帯電話機１７のユーザ）に音楽データを贈与するた
めに、配信サーバ１３にアクセスし、音楽データの予約配信の依頼をする（Ｃ１）。配信
サーバ１３では、携帯電話機１５からの予約配信の依頼を受理して、配信を依頼した依頼
元である携帯電話機１５の電話番号、配信する音楽データの曲目、配信を行う日時（配信
日時）、配信先である携帯電話機１７の電話番号（配信先電話番号）等、予約配信に必要
な予約配信情報と、依頼元からのメッセージとを、予約管理データベース１３ｄに記録す
る。
【０１４４】
これに応じて、配信サーバ１３では、予約管理データベース１３ｄに対して定期的にアク
セスし、予約日時になると携帯電話機１７に対して自動的にダイヤル（自動発呼）して、
配信先である携帯電話機１７に接続を試みる。
【０１４５】
たとえば、携帯電話機１７が音楽データの配信を自動的に受けられる自動着呼機能を備え
、自動着呼機能がユーザによって有効にされている場合には、配信サーバ１３からの自動
発呼による接続要求を自動着呼して、メモリ６３に記録可能な空き容量があれば音楽デー
タの配信を受ける（Ｃ２）。
【０１４６】
配信が終了すると、配信サーバ１３では、予約管理データベース１３ｄが更新される。つ
まり、予約配信の終了が記録される。また、これと同時に、予約配信の依頼元に基づいて
予約配信に係る課金を課金データベース１３ｅに記録する。つまり、課金データが更新さ
れる。
【０１４７】
このように、ユーザに操作を要求することなく、配信先の携帯電話機に装着したメモリカ
ード内のメモリに、音楽データを配信することができる。
【０１４８】
なお、携帯電話機１７が音楽データの自動着呼機能を備えていない場合、または自動着呼
機能を備えているが有効にされていない場合には、携帯電話機１７はユーザの操作に応じ
て配信サーバ１３からの自動発呼を着呼して、メモリ６３に記録可能な空き容量があれば
、ユーザの指示に従って音楽データの配信を受ける（Ｃ２）。
【０１４９】
また、回線の不通やメモリ６３の容量不足により配信できない場合には、予約管理データ
ベース１３ｄを更新して記録を残す。そして、携帯電話機１７に対して配信の試みを特定
間隔、特定の回数行った後、携帯電話機１７に対して、音楽データの配信依頼があること
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を通知する（Ｃ３）と同時に、通知記録に従って予約管理データベース１３ｄを更新して
記録する。
【０１５０】
したがって、通知を受けた携帯電話機１７は、配信サーバ１３に対してアクセスする（
Ｃ４）。携帯電話機１７からアクセスされると、予約されている音楽データを、配信情報
データベース１３ｃから読み出して、携帯電話１７に対して配信する（Ｃ５）。このため
、配信を受けた携帯電話機１７のメモリカード２３には、携帯電話機１５にて予約された
音楽データが記録される。
【０１５１】
また、通知したにも拘わらず、携帯電話機１７からのアクセスがない場合には、携帯電話
機１７に対してアクセスを促すための通知を繰り返して行い、その都度、予約管理データ
ベース１３ｅを更新して通知記録を残す。
【０１５２】
なお、携帯電話機１７に対して配信が行えなかった場合には、携帯電話機１５のユーザと
の契約内容に従って予約配信情報を破棄するようにしてもよい。
【０１５３】
第２の実施例によれば、自動着呼機能を備える携帯電話機に対しては、ユーザの操作を必
要とせずに音楽データを配信することができる。
【０１５４】
なお、第１および第２の実施例では、配信日時を指定することができるため、たとえば誕
生日や記念日等の特定の日時にプレゼントすることができる。
【０１５５】
また、第１および第２の実施例では、第三者が所有する携帯電話機を配信先にするように
説明したが、配信先を自己の携帯電話機にしてもよい。この場合には、新譜の予約配信な
どを実行することができる。
【０１５６】
さらに、第１および第２の実施例では、携帯電話機がメモリを内蔵したメモリカードを着
脱可能な構成であるとして説明したが、メモリを携帯電話機に内蔵するようにしてもよい
。すなわち、配信サーバから配信を受けた音楽データを記録できればよい。
【０１５７】
さらにまた、第１および第２の実施例では、１つの配信サーバで即時配信、予約配信の依
頼および予約配信を実行できるように説明したが、それぞれ個別のサーバとすることも可
能である。ただし、予約管理データベースは共通のデータベースとして、予約配信の購入
処理と予約配信の配信処理とを行える構成にする必要がある。
【０１５８】
また、第１および第２の実施例では、音楽データについてのみ説明したが、文字データ、
音声データ、地図データ、画像データなどの他の情報（データ）であってもよいことはも
ちろんである。
【０１５９】
このような第１および第２の実施例で示した情報配信システム１１では、携帯電話機（端
末）自体に著作権の保護（セキュリティ）を依存させた形態について示したが、第３の実
施例以降では、携帯電話機本体に装着されたメモリカードにセキュリティを依存させ、か
つダウンロード処理および再生処理における通信路（データ授受）に関するセキュリティ
を考慮した場合について説明する。
【０１６０】
＜第３の実施例＞
図６を参照して、第３の実施例の情報配信システム１０は、携帯電話機１２および携帯電
話機１４を含み、携帯電話機１２および携帯電話機１４は無線基地局１６および携帯電話
網１８を介して配信サーバ２０に接続される。この配信サーバ２０は、メールサーバ２２
、メニューサーバ２４、ダウンロードサーバ２６および認証サーバ２８を含む。メニュー
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サーバ２４はダウンロードサーバ２６と互いに通信可能に接続される。また、ダウンロー
ドサーバ２６と認証サーバ２８とは、互いに通信可能に接続される。さらに、ダウンロー
ドサーバ２６は一方的にメールサーバ２２に接続される。なお、メールサーバ２２、メニ
ューサーバ２４およびダウンロードサーバ２６のそれぞれは、専用線あるいはディジタ
ル公衆回線（ＩＳＤＮ、パケット交換網）等の通信網を介して携帯電話網１８に接続され
る。
【０１６１】
携帯電話機１２および携帯電話機１４の電気的な構成は、図７のように示される。なお、
携帯電話機１２と携帯電話機１４とは同じ構成であるため、携帯電話機１２についてのみ
説明する。
【０１６２】
図７を参照して、携帯電話機１２はアンテナ３０を含み、アンテナ３０は送受信回路３２
に接続される。送受信回路３２は、内部バス（以下、単に「バス」という。）３４を介し
てコントローラ３６に接続される。また、コントローラ３６は、バス３４を介して操作パ
ネル４４に接続される。操作パネル４４は、図示は省略するが、テンキーなどのダイヤル
キーや特殊キーなどを備える入力装置である。このような操作パネル４４で入力した情報
がバス３４を介してコントローラ３６に与えられ、コントローラ３６がドライバ３８を制
御してディスプレイ４０に文字などの情報を表示する。
【０１６３】
たとえば、ユーザが操作パネル４４を用いて通話相手の電話番号を入力すると、これに応
答してコントローラ３６は、ドライバ３８を制御してディスプレイ４０に通話相手の電話
番号を表示する。続いて、ユーザが操作パネル４４を用いて発呼を指示すると、コントロ
ーラ３６は発呼操作を実行する。そして、通話相手との接続状態が確立されると、コント
ローラ３６は通話処理を実行する。具体的には、通話相手の音声信号がアンテナ３０で受
信され、送受信回路３２を介してコントローラ３６に取り込まれ、その後バス３４および
音声処理回路５０を介してスピーカ５４から出力される。一方、ユーザの音声信号は、マ
イク５２から入力され、音声処理回路５０およびバス３４を介してコントローラ３６に取
り込まれ、その後、バス３４および送受信回路３２を介してアンテナ３０から送信される
。
【０１６４】
また、コントローラ３６は、通話相手の着呼に応答して、着呼処理を実行する。つまり、
コントローラ３６は、音声処理回路５０を制御して、スピーカ５４から着信音または着信
メロディを出力する。ユーザは、着信音または着信メロディによって“着信（着呼）あり
”を認識し、操作パネル４４を用いて着信操作を入力する。したがって、接続状態が確立
され、コントローラ３６は上述のような通話処理を実行する。
【０１６５】
携帯電話機１２はまた、タイマ４２を含み、タイマ４２から出力される時間情報に基づい
て、コントローラ３６はドライバ３８を制御し、ディスプレイ４０に暦（日付）や時間等
を表示することができる。
【０１６６】
携帯電話機１２はさらに、再生回路４６およびインターフェイス５６を含み、再生回路４
６およびインターフェイス５６はバス３４を介してコントローラ３６に接続される。再生
回路４６には、端子６０が接続され、図１に示すように、端子６０には、ヘッドフォン２
００が接続される。なお、携帯電話機１４には、ヘッドフォン２０２が接続される。また
、インターフェイス５６は、電話機本体に着脱可能なメモリカード５８と接続される。し
たがって、ユーザが操作パネル４４を用いて再生を指示すると、これに応じてコントロー
ラ３６が再生処理を実行する。つまり、メモリカード５８に記憶された暗号化された音楽
データを読み出し、これを再生回路４６が再生し、再生信号が端子６０を介してヘッドフ
ォン２００に出力される。
【０１６７】
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なお、第３の実施例では、通話時の音声信号と音楽の再生信号とは、個別にスピーカ５４
と端子６０とから出力するようにしているが、音声処理回路５０と端子６０との間に混合
回路を設け、音声信号と再生信号とを所定の比率で混合し、端子６０から出力するように
してもよい。つまり、音楽をバックグラウンドミュージックとして聞きながら通話する
ことができる。ただし、所定の比率はユーザが携帯電話機１２の機能設定において、自由
に設定できるようにしてもよい。
【０１６８】
また、第３の実施例では、暗号化された音楽データは、たとえばＭＩＤＩ、ＭＰＥＧ　Ａ
ｕｄｉｏなどの符号化方式で圧縮されたデータである。
【０１６９】
図８を参照して、メモリカード５８はコントローラ７０を含み、コントローラ７０は、バ
ス７２を介してメモリ７４、ライセンスメモリ７６および鍵メモリ７８に接続される。メ
モリ７４は、音楽データなどの著作権によって保護されるデータ（コンテンツデータ）を
暗号化したデータと自由にやりとりできるデータとを保持する。また、ライセンスメモリ
７６は、コンテンツキー等の著作権を保護するために必要なライセンスデータを記憶する
。さらに、鍵メモリ７８は、ユーザ等が直接アクセスできないメモリであり、ラインセン
スデータの授受の際に行う相互認証（暗号）処理に用いるための鍵を予め記憶している。
つまり、メモリカード５８は、音楽データなどの著作権により保護されるコンテンツデー
タに対するセキュリティ機能を備えている。
【０１７０】
図９を参照して、メールサーバ２２は、パーソナルコンピュータやワークステーションな
どのコンピュータ８０を含み、コンピュータ８０は通信装置８２およびＨＤＤ（ハードデ
ィスクドライブ）８４に接続される。通信装置８２は、コンピュータ８０に設けられたＣ
ＰＵ８０ａの指示に従って、携帯電話網１８および無線基地局１６を介して携帯電話機１
２または携帯電話機１４と接続を確立できる。なお、第３の実施例では、２つの携帯電話
機１２または携帯電話機１４と接続を確立できるように示しているが、他の携帯電話機と
も接続を確立できることはもちろんである。以下、メニューサーバ２４およびダウンロー
ドサーバ２６についても同様である。また、ＨＤＤ８４には、携帯電話機１２または携帯
電話機１４から送信されたメールあるいは携帯電話機１２または携帯電話機１４へ送信さ
れるべきメールが保存される。
【０１７１】
図１０に示すように、メニューサーバ２４もまた、パーソナルコンピュータやワークステ
ーションなどのコンピュータ９０を含み、コンピュータ９０は通信装置９２およびＨＤＤ
９４に接続される。通信装置９２は、コンピュータ９０に設けられたＣＰＵ９０ａの指示
に従って、携帯電話網１８および無線基地局１６を介して携帯電話機１２および携帯電話
機１４と接続を確立できる。また、ＨＤＤ９４には、複数の音楽データのタイトル名およ
びアーチスト名を一覧表示するための選曲メニューデータおよび複数の音楽データのそれ
ぞれに対応してダウンロードに必要な複数の情報（ダウンロード情報）が記憶される。こ
の選曲メニューデータおよびダウンロード情報は、ＣＰＵ９０ａの指示に従ってＨＤＤ９
４から読み出され、通信装置９２を介して携帯電話機１２または携帯電話機１４に送信さ
れる。つまり、携帯電話機１２および携帯電話機１４が通信基地局１６および携帯電話網
１８を介してメニューサーバ２４にアクセスすると、音楽データの一覧すなわち選曲メニ
ューデータおよび所望の音楽データに対応するダウンロード情報を取得（ダウンロード）
することができる。
【０１７２】
ここで、ダウンロード情報とは、音楽データの識別情報（コンテンツＩＤ）、ユーザ側か
らのライセンスに対する購入条件などを含むクーポンおよび音楽データのダウンロード先
（ダウンロードサーバ２６）のアクセスポイント (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) をいう。
【０１７３】
また、図１１を参照して、ダウンロードサーバ２６は、上述のメールサーバ２２およびメ
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ニューサーバ２４と同じ構成であり、コンピュータ１００を含む。コンピュータ１００は
、通信装置１０２およびＨＤＤ１０４に接続される。通信装置１０２は、コンピュータ１
００に設けられたＣＰＵ１００ａの指示に従って、携帯電話網１８および無線基地局１
６を介して携帯電話機１２または携帯電話機１４と接続を確立できる。また、ＨＤＤ１０
４は、少なくとも４つのデータベース１０４ａ～１０４ｄを含む。
【０１７４】
データベース１０４ａは、複数の暗号化された音楽データおよびそれぞれの暗号化された
音楽データを復号するための複数のコンテンツキーが記憶された配信情報データベースで
ある。ＣＰＵ１００ａの指示に従って、暗号化された音楽データおよびコンテンツキーが
読み出され、通信装置１０２を介して携帯電話機１２または携帯電話機１４に送信される
。つまり、携帯電話機１２および携帯電話機１４は、通信基地局１６および携帯電話網１
８を介してダウンロードサーバ２６にアクセスし、所望の暗号化された音楽データをダウ
ロードすることができる。また、コンテンツキーで暗号化された音楽データを復号して再
生することもできる。
【０１７５】
また、データベース１０４ｂは、メニューサーバ２４にて生成されたダウンロード情報に
含まれるクーポンを管理するクーポン管理データベースである。
【０１７６】
さらに、データベース１０４ｃは、携帯電話機１２または携帯電話機１４がメニューサー
バ２４にアクセスし、音楽データの配信を予約したときの情報（予約情報）を記憶する予
約管理データベースである。この予約情報は、音楽データを配信する相手（配信先）の携
帯電話機１２（または携帯電話機１４）の電話番号に関する識別情報、配信する音楽デー
タおよび配信する日時（配信日時）などを含む。つまり、ＣＰＵ１００ａは、この予約情
報に基づいて予約管理を実行し、また予約情報に含まれる配信日時になると、予約情報を
記録するときに併せてデータベース１０４ｂに記録されたクーポンを、メールサーバ２２
を介して配信先に対して送信する。ＣＰＵ１００ａはまた、配信先から改めて送信される
クーポンに従って所望の音楽データをデータベース１０４ａから読み出し、所定の相手（
携帯電話機１２または携帯電話機１４）に対しての配信を管理する。
【０１７７】
さらにまた、データベース１０４ｄは、音楽データの配信等に係る課金の情報（課金情報
）が記憶される課金データベースである。
【０１７８】
たとえば、ユーザが操作パネル４４を用いて音楽データをダウンロードするための指示を
入力すると、つまりメニューサーバ２４のアクセスポイント (MAP) への接続情報 (MAP-TEL
) を入力し、発呼操作を実行すると、携帯電話機１２とメニューサーバ２４との間で接続
が確立される。なお、メニューサーバ２４のアクセスポイント (MAP) への接続情報 (MAP-T
EL) は、電話番号やＵＲＬなどである。
【０１７９】
したがって、選曲メニューデータがメニューサーバ２４から携帯電話機１２に送信される
。この選曲メニューデータは、たとえばカラオケの選曲のために使用する本のような歌手
名別またはタイトル名別で音楽データを検索できる一覧表である。
【０１８０】
なお、このような選曲メニューデータは、その量が膨大であるため、第３の実施例では、
ユーザの指示に従って所定量ずつ送信され、逐次メニューがディスプレイ４０に表示され
る。
【０１８１】
ユーザが操作パネル４４を用いて選曲メニューから所望の音楽データを選択すると、その
選曲結果がメニューサーバ２４に送信される。これに応じてメニューサーバ２４は選曲さ
れた音楽データに対応するクーポンおよびダウンロードサーバ２６への接続情報 (DAP-TEL
) を携帯電話機１２に送信する。したがって、携帯電話機１２は、接続情報 (DAP-TEL) に
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従ってダウンロードサーバ２６にアクセスし、クーポンに従って所望の音楽データをダウ
ンロードできる。
【０１８２】
また、携帯電話機１２のユーザから携帯電話機１４のユーザに音楽データをプレゼントす
ることもできる。携帯電話機１２のユーザは、操作パネル４４を用いてメニューサーバ２
４にアクセスする。そして、上述のように選曲メニューに従って所望の音楽データを選択
する。ここで、音楽データをプレゼントする場合には、プレゼントする相手（携帯電話機
１４のユーザ）の携帯電話機１４の電話番号や電話機に割り当てられた電子メールアドレ
ス等（以下、単に「電話番号等」という。）を登録するとともに、プレゼントする日付を
入力する。さらに、ユーザがメッセージ文を入力すると、メニューサーバ２４は入力され
たメッセージ文と、相手の電話番号等（配信先）、プレゼントの依頼元の固有ＩＤ（課金
先）、プレゼントする日時（配信日時）などの予約情報とをダウンロードサーバ２６のデ
ータベース１０４ｃに登録する。
【０１８３】
メニューサーバ２４はまた、音楽データの識別コード（コンテンツＩＤ）、配信先および
課金先などを含むクーポンを生成し、生成したクーポンをダウンロードサーバ２６のデー
タベース１０４ｂに登録する。つまり、プレゼント予約をすることができる。その後、ダ
ウンロードサーバ２６は、配信日時になると、配信先、メッセージ文、ダウンロードサー
バ２６のアクセスポイント (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) およびクーポンを電子メールと
してメールサーバ２２に登録する。
【０１８４】
メールサーバ２２は、ダウンロードサーバ２６から電子メールの登録があると、配信先（
携帯電話機１４のユーザ）に対してプレゼントがあることを知らせる。これに応じて、携
帯電話機１４からメールサーバ２２に対してアクセスがあると、上述したようなメッセー
ジ文、接続情報 (DAP-TEL) およびクーポンを電子メールとして送信する。したがって、携
帯電話機１４のユーザは、受信した電子メール内の接続情報 (DAP-TEL) に基づいてダウン
ロードサーバ２６にアクセスし、ダウンロードサーバ２６に対してクーポンを送信する。
ダウンロードサーバ２６はクーポンが有効であれば、そのクーポンに従って音楽データ（
暗号化された音楽データ）を配信する。正確には、携帯電話機１４は、ダウンロードサー
バ２６から暗号化された音楽データ、その関連情報および暗号化された音楽データを再生
するために必要なコンテンツキーを含むライセンスデータをダウンロードすることができ
る。
【０１８５】
なお、配信先を指定する場合に、ユーザ自身すなわち携帯電話機１２の電話番号等を登録
しておけば、新譜などの予約配信（ダウンロード予約）が可能である。
【０１８６】
このような動作は、具体的には、図１２～図２１に示すフロー図で処理される。なお、こ
のような著作権で保護された音楽データをダウンロードする場合には、その著作権の権利
者に対して著作料を支払う必要がある。また、ダウンロード後の音楽データを自由にやり
とりされてしまっては著作権の保護に欠けるという問題もある。このような問題等を回避
するため、発明者等が独自に考案した処理に基づいてプレゼント予約およびダウンロード
の処理を説明する。なお、このようなダウンロードの処理は、発明者らが出願した特願平
１１－３４５２２９号に詳細に示されている。
【０１８７】
また、図面においては、携帯電話機１２、携帯電話機１４、メールサーバ２２、メニュー
サーバ２４およびダウンロードサーバ２６のそれぞれに含まれるコントローラ３６、コン
トローラ７０、ＣＰＵ８０ａ、ＣＰＵ９０ａおよびＣＰＵ１００ａの処理を分かり易くす
るために、点線で仕切りを設けてある。
【０１８８】
図１２を参照して、まず、コントローラ３６は、ステップＳ１でメニューサーバ２４のア
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クセスポイント (MAP) への接続情報 (MAP-TEL) をダイヤルする。続くステップＳ３では、
コントローラ３６は、接続が確立したかどうかを判断する。ステップＳ３で“ＮＯ”であ
れば、つまり接続が確立しなければ、ステップＳ１に戻って、ダイヤルをし直す。一方
、ステップＳ３で“ＹＥＳ”であれば、つまり接続が確立すれば、ステップＳ５でＣＰＵ
９０ａは所定量の選曲メニューデータを送信する。
【０１８９】
したがって、ステップＳ７で、コントローラ３６は、選曲メニューデータを受信し、ステ
ップＳ９でドライバ３８を制御して、ディスプレイ４０に選曲メニューを表示する。つま
り、ディスプレイ４０には、歌手名別またはタイトル別に５０音順で区分けされた一覧表
が表示される。続いて、コントローラ３６は、ステップＳ１１で、選曲があるかどうかを
判断する。つまり、操作パネル４４に設けられた決定ボタン（図示せず）が押されたかど
うかを判断する。ステップＳ１１で“ＹＥＳ”であれば、つまり決定ボタンが押されれば
、図１３に示すステップＳ１９に進む。
【０１９０】
一方、ステップＳ１１で“ＮＯ”であれば、つまり決定ボタンが押されなければ、コント
ローラ３６はステップ１３で次の選曲メニュー表示の指示があるかどうかを判断する。つ
まり、操作パネル４４に設けられた次頁ボタン（図示せず）が押されたかどうかを判断す
る。ステップＳ１３で“ＮＯ”であれば、つまり次頁ボタンが押されなければ、そのまま
ステップＳ１１に戻る。一方、ステップＳ１３で“ＹＥＳ”であれば、つまり次頁ボタン
が押されれば、ステップＳ１５で次の選曲メニューデータの送信要求を送信する。したが
って、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ１７で選曲メニューデータの送信要求を受信し、これ
に応じて、ステップＳ５で次の選曲メニューデータの送信を実行する。
【０１９１】
図１３に示すステップＳ１９では、購入メニュー要求を送信する。続くステップＳ２１で
は、ＣＰＵ９０ａは購入メニュー要求を受信する。これに応じて、ＣＰＵ９０ａは、ステ
ップＳ２３で購入メニューデータを送信する。したがって、ステップＳ２５で、コントロ
ーラ３６は、購入メニューデータを受信し、ステップＳ２７で、ドライバ３８を制御して
、ディスプレイ４０に購入メニューを表示する。ユーザは、この購入メニューに従って購
入条件を入力することができる。たとえば、プレゼントかどうかを選択（入力）でき、ま
たプレゼントする日付（またはダウンロードする日付）を入力することができる。さらに
、再生回数などの再生条件を入力することもできる。
【０１９２】
続くステップＳ２９では、コントローラ３６は購入条件の入力が終了したかどうかを判断
する。つまり、再生条件などが入力されたかどうかを判断する。ステップＳ２９で“ＮＯ
”であれば、つまり再生条件などの入力が終了してなければ、そのまま同じステップＳ２
９に戻る。一方、ステップＳ２９で“ＹＥＳ”であれば、つまり再生条件などの入力が終
了すれば、コントローラ３６は、ステップＳ３１でプレゼントかどうかを判断する。つま
り、購入メニューでプレゼントが選択されたかどうかを判断する。
【０１９３】
ステップＳ３１で“ＮＯ”であれば、つまりプレゼントでなければ、そのまま図１４に示
すステップＳ３９に進む。一方、ステップＳ３１で“ＹＥＳ”であれば、つまりプレゼン
トであれば、ステップＳ３３で配信先指定すなわち配信先の携帯電話機１４の電話番号等
および配信日時すなわち通知を実行する日付と時刻が入力されたかどうかを判断する。ス
テップＳ３３で“ＮＯ”であれば、つまり配信先または配信日時あるいはその両方が入力
されなければ、そのままステップＳ３３に戻る。一方、ステップＳ３３で“ＹＥＳ”であ
れば、つまり配信先および配信日時が入力されれば、図１４に示すステップＳ３５に進む
。
【０１９４】
ステップＳ３５では、コントローラ３６は、メッセージ文が入力されたかどうかを判断す
る。ステップＳ３５で“ＮＯ”であれば、つまりメッセージ文が入力されなければ、その
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ままステップＳ３５に戻る。一方、ステップＳ３５で“ＹＥＳ”であれば、つまりメッセ
ージ文が入力されれば、ステップＳ３７で、配信先（電話番号等）、配信日時およびメッ
セージ文を購入条件に追加して、ステップＳ３９に進む。ステップＳ３９では、コント
ローラ３６は、選曲結果と購入条件とを送信する。
【０１９５】
したがって、ステップＳ４１では、ＣＰＵ９０ａは、選曲結果と購入条件とを受信する。
続くステップＳ４３では、ＣＰＵ９０ａは、選曲結果に従って、ＨＤＤ９４からコンテン
ツＩＤとダウンロードサーバ２６へのアクセスポイント (DAP) への接続情報（ DAP-TEL)と
を取得する。次に、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ４５で、購入条件に従って、コンテンツ
ＩＤ、ライセンス要求情報ＡＣ、配信先、課金先およびダウンロード可能期間 (term)を含
むクーポンを生成する。
【０１９６】
なお、ライセンス要求情報ＡＣは、購入条件の内コンテンツの再生、取り扱いに関する部
分をコード化したものであり、このライセンス要求情報ＡＣから後述する再生条件が決定
される。また、ダウンロード可能期間 (term)は、クーポンの有効期限を示したものである
。この有効期限は、プレゼントであれば、配信時）を起点として求められる。一方、プレ
ゼントでなければ、メニューサーバ２４にアクセスした時を起点として求められる。
【０１９７】
そして、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ４７で、ダウンロードサーバ２６と通信して、ダウ
ンロードサーバ２６にクーポンを登録する。つまり、ダウンロードサーバ２６に設けられ
たＨＤＤ１０４のデータベース１０４ｃにクーポンが記憶される。ここで、プレゼントで
ない場合には、配信先はユーザ自身すなわち携帯電話機１２の電話番号等であり、プレゼ
ントである場合には、配信先はプレゼント先すなわち携帯電話機１４の電話番号等である
。
【０１９８】
続いて、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ４９で購入条件に基づいてプレゼントかどうかを判
断する。ステップＳ４９で“ＹＥＳ”であれば、つまりプレゼントであれば、ステップＳ
５１でダウンロードサーバ２６と通信し、ダウンロードサーバ２６に配信先、配信日時、
メッセージ文およびダウンロードサーバ２６のアクセスポイント (DAP) への接続情報 (DAP
-TEL) を登録する。つまり、ダウンロードサーバ２６に設けられたＨＤＤ１０４のデータ
ベース１０４ｃに配信先 //配信日時 //メッセージ文 //DAP-TEL が記憶（登録）される。こ
のとき、データベース１０４ｂに先に記憶されたクーポンとの関連（関係）づけも実行さ
れる。
【０１９９】
なお、Ｘ //Ｙと示してあるのは、ＸとＹとを送信または受信することを意味する。以下、
この明細書において同様である。
【０２００】
そして、ステップＳ５３では、ＣＰＵ９０ａはダウンロードサーバ２６と通信し、予約情
報に含まれる固有ＩＤ（依頼元）に基づいて課金情報を登録してから、プレゼント予約の
登録完了を送信する。なお、ダウンロードサーバ２６に設けられたＨＤＤ１０４のデータ
ベース１０４ｃに課金情報が記憶される。コントローラ３６は、ステップＳ５７で登録完
了を受信し、ステップＳ５９でメニューサーバ２４との回線を切断して、図１５に示すよ
うに、処理を終了する。つまり、プレゼント予約の処理を完了する。
【０２０１】
一方、ステップＳ４９で“ＮＯ”であれば、つまりプレゼントでなければ、携帯電話機１
２を用いて自己所有を目的として暗号化された音楽データをダウンロードするための処理
に移行する。逆に配信サーバ２０側から言うと、即時配信処理に移行する。具体的には、
ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ５５で携帯電話機１２に DAP-TEL// クーポンを送信する。し
たがって、図１５に示すように、コントローラ３６は、ステップＳ６１で DAP-TEL// クー
ポンを受信し、ステップＳ６３でメニューサーバ２４との回線を切断する。続いて、コン
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トローラ３６は、ステップＳ６５で、受信したダウンロードサーバ２６のアクセスポイン
ト (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) をダイヤルする。ステップＳ６７では、コントローラ３
６は、ダウンロードサーバ２６との接続状態が確立したかどうかを判断する。ステップ
Ｓ６７で“ＮＯ”であれば、つまり接続状態が確立しなければ、ステップＳ６５に戻って
ダイヤルし直す。一方、ステップＳ６７で“ＹＥＳ”であれば、つまり接続状態が確立す
れば、コントローラ３６は、ステップＳ６９でダウンロードサーバ２６にクーポンを送信
する。
【０２０２】
したがって、ステップＳ７１では、ダウンロードサーバ２６のＣＰＵ１００ａは、クーポ
ンを受信し、続くステップＳ７３で、クーポンが有効かどうかを判断する。具体的には、
ＨＤＤ１０４のデータベース１０４ｃに記憶されたメニューサーバ２４から与えられたク
ーポンを参照して、その内容を確認する。つまり、配信先およびダウンロード可能期間 (t
erm)などクーポンに含まれる内容をチェックする。ステップＳ７３で“ＹＥＳ”であれば
、つまりクーポンが有効であれば、ステップＳ７５でコントローラ３６はダウンロード処
理を実行し、ステップＳ７７でダウンロードサーバ２６との回線を切断してから処理を終
了する。一方、ステップＳ７３で“ＮＯ”であれば、つまりクーポンが無効であれば、コ
ントローラ３６は、ステップＳ７７でそのままダウンロードサーバ２６との回線を切断し
、処理を終了する。
【０２０３】
このように、暗号化された音楽データをそのまま自分自身の携帯電話機１２（または１４
）でダウンロードすることができ、またプレゼント予約することもできる。
【０２０４】
たとえば、プレゼント予約が実行された場合には、ダウンロードサーバ２６内のＣＰＵ１
００ａは、定期的にＨＤＤ１０４のデータベース１０４ｃにアクセスし、予約情報に含ま
れる配信日時に応じてプレゼント先（配信先）にプレゼントがあることを、メールサーバ
２２を介して電子メールで報知（通知）する。つまり、メールサーバ２２は、配信先に対
して電子メールが届いたことを通知する。これに従って、配信先では、メールサーバ２２
にアクセスして、メッセージ文、ダウンロードサーバ２６へのアクセスポイント (DAP-TEL
) およびクーポンを電子メールとして受け取り、ダウンロードサーバ２６にアクセスして
、暗号化された音楽データをダウンロードすることができる。
【０２０５】
具体的には、図１６および図１７に示すフロー図に従ってプレゼント受信の処理が実行さ
れる。なお、上述したように、プレゼント予約において自分自身の携帯電話機の電話番号
等を配信先に指定した場合にも同様の処理が実行される。つまり、自己所有の目的で暗号
化された音楽データを予約配信することができる。
【０２０６】
図１６を参照して、まず、ステップＳ８１で、ＣＰＵ８０ａは、メール着信通知を送信す
る。つまり、電子メールが届いたことを通知する。したがって、携帯電話機１４のコント
ローラ３６はステップＳ８３で、メール着信通知を受信する。続いて、コントローラ３６
は、ステップＳ８５で、メールサーバ２２のアクセスポイント (LAP) への接続情報 (LAP-T
EL) をダイヤルする。ステップＳ８７では、メールサーバ２２との接続状態が確立された
かどうかを判断する。ステップＳ８７で“ＮＯ”であれば、つまり接続状態が確立しなけ
れば、ステップＳ８５に戻ってダイヤルし直す。一方、ステップＳ８７で“ＹＥＳ”であ
れば、つまり接続状態が確立すれば、ステップＳ８９でＣＰＵ８０ａがＨＤＤ８４からメ
ッセージ文、ダウンロードサーバ２６にアクセスするためのアクセスポイント (DAP) への
接続情報 (DAP-TEL) およびクーポンを読み出し、送信する。つまり、メッセージ文 //DAP-
TEL// クーポンを送信する。
【０２０７】
したがって、ステップＳ９１では、コントローラ３６がメッセージ文 //DAP-TEL// クーポ
ンを受信する。そして、コントローラ３６は、ステップＳ９３でメールサーバ２２との回
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線を切断して、図１７に示すステップＳ９５でダウンロードサーバ２６のアクセスポイン
ト (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) をダイヤルする。ステップＳ９７では、コントローラ３
６は、ダウンロードサーバ２６との接続状態が確立したかどうかを判断する。ステップ
Ｓ９７で“ＮＯ”であれば、つまり接続状態が確立しなければ、ステップＳ９５に戻って
ダイヤルし直す。一方、ステップＳ９７で“ＹＥＳ”であれば、つまり接続状態が確立す
れば、ステップＳ９９でダウンロードサーバ２６にクーポンを送信する。
【０２０８】
したがって、ダウンロードサーバ２６のＣＰＵ１００ａは、ステップＳ１０１でクーポン
を受信し、ステップＳ１０３でクーポンが有効であるかどうかを判断する。ステップＳ１
０３で“ＹＥＳ”であれば、つまりクーポンが有効であれば、コントローラ３６は、ステ
ップＳ１０５でダウンロード処理を実行し、ステップＳ１０７でダウンロードサーバ２６
との回線を切断してから処理を終了する。一方、ステップＳ１０３で“ＮＯ”であれば、
つまりクーポンが無効であれば、コントローラ３６は、そのままステップＳ１０７でダウ
ンロードサーバ２６との回線を切断し、処理を終了する。
【０２０９】
図１５および図１７に示したダウンロード処理は同じ処理であり、具体的には図１８～図
２１に示すようなフロー図で表される。なお、図１５および図１７では、携帯電話機１２
または携帯電話機１４に含まれるコントローラ３６がダウンロード処理を実行するように
記載してあるが、実際には、ダウンロードサーバ２６内のＣＰＵ１００ａとメモリカード
５８内のコントローラ７０とが携帯電話機１２（または携帯電話機１４）内のコントロー
ラ３６を介して通信することにより、ダウンロード処理が実行される。したがって、コン
トローラ３６、コントローラ７０およびＣＰＵ１００ａの処理をそれぞれ分かり易く示す
ため、図面に仕切りを設けてある。
【０２１０】
ダウンロード処理が開始されると、まず、ステップＳ１１１でコントローラ７０が証明書
付き公開暗号化鍵（｛ KPmc(1) ｝ KPma）を出力する。なお、この証明書付き公開暗号化鍵
（｛ KPmc(1) ｝ KPma）はユーザ等が直接アクセスできない鍵メモリ７８に記憶される。ま
た、公開暗号化鍵 (KPmc(1)) はメモリカード５８のメディアクラス（種類、製造ロットな
ど）固有の公開暗号化鍵である。
【０２１１】
続くステップＳ１１３では、コントローラ３６は、証明書付き公開暗号化鍵（｛ KPmc(1) 
｝ KPma）を送信する。ステップＳ１１５では、ＣＰＵ１００ａは証明書付き公開暗号化鍵
（｛ KPmc(1) ｝ KPma）を受信し、図１９に示すステップＳ１１７でＲＡＭ１００ｂをワー
クメモリとして用いて証明書付き公開暗号化鍵（｛ KPmc(1) ｝ KPma）を復号する。
【０２１２】
なお、ダウンロードサーバ２６では、コンピュータ１００内に予め証明書付き公開暗号化
鍵（｛ KPmc(1) ｝ KPma）を復号するための公開鍵（認証鍵： KPma）を保持しており、この
認証鍵（ KPma) を用いて証明書付き公開暗号化鍵（｛ KPmc(1) ｝ KPma）を復号する。また
、｛Ｘ｝Ｙと示してあるのは、Ｘを鍵Ｙで復号可能に暗号化した情報であることを意味す
る。以下、この明細書において、同様である。
【０２１３】
ステップＳ１１９では、ＣＰＵ１００ａは、復号した結果から受信した証明書付き公開暗
号化鍵（｛ KPmc(1) ｝ KPma）に含まれている公開暗号化鍵 (KPmc(1)) が有効かどうかを判
断する。このとき、ＣＰＵ１００ａは認証サーバ２８に問い合わせをすることにより、そ
の公開暗号化鍵 (KPmc(1)) が有効かどうかを調査する。
【０２１４】
ステップＳ１１９で“ＮＯ”であれば、つまり公開暗号化鍵 (KPmc(1)) が無効であれば、
図２１に示すように、そのまま処理を終了する。一方、ステップＳ１１９で“ＹＥＳ”で
あれば、つまり公開暗号化鍵 (KPmc(1)) が有効であれば、ステップＳ１２１で、ＣＰＵ１
００ａはＲＡＭ１００ｂを用いて配信セッションを特定できるコード（トランザクション
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ＩＤ）を生成する。続いて、ステップＳ１２３で、ＣＰＵ１００ａは、ＲＡＭ１００ｂを
用いてセッション固有の共通鍵（ Ks1)を発生し、公開暗号化鍵 (KPmc(1)) を用いて非対称
なメモリカード５８のメディアクラス固有の秘密復号鍵 (Kmc(1))で復号可能に暗号化を
施す。つまり、｛ Ks１｝ Kmc(1)を生成する。そして、ＣＰＵ１００ａは、ステップＳ１２
５で、先に生成したトランザクションＩＤと｛ Ks１｝ Kmc(1)とを送信する。
【０２１５】
続くステップＳ１２７では、コントローラ３６はトランザクションＩＤと｛ Ks１｝ Kmc(1)
とを受信し、ステップＳ１２９でトランザクションＩＤのみを受理し、｛ Ks１｝ Kmc(1)を
そのままメモリカード５８内のコントローラ７０に送信する。したがって、ステップＳ１
３１で、コントローラ７０は、｛ Ks１｝ Kmc(1)を受けて、この｛ Ks１｝ Kmc(1)をメモリカ
ード５８固有の秘密復号鍵 (Kmc(1))で復号し、セッション固有の共通鍵（ Ks1)を受理する
。なお、メモリカード５８固有の秘密復号鍵（ Kmc(1)) も証明書付き公開暗号化鍵（｛ KP
mc(1) ｝ KPma）と同様に、鍵メモリ７８に記憶されている。
【０２１６】
次に、コントローラ７０は、ステップＳ１３３で、セッション固有の共通鍵（ Ks2)を発生
し、このセッション固有の共通鍵（ Ks2)と公開暗号化鍵（ KPm(1)）とをセッション固有の
共通鍵（ Ks1)で復号可能に暗号化し、出力する。つまり、｛ Ks2// KPm(1)｝ Ks1を生成し
、バス３２を介してコントローラ３６に与える。
【０２１７】
なお、｛Ｘ //Ｙ｝Ｚと示してあるのは、ＸとＹとをそれぞれ鍵Ｚで復号可能に暗号化した
情報であることを意味する。以下、この明細書において、同様である。
【０２１８】
そして、コントローラ３６は、ステップＳ１３５で｛ Ks2// KPm(1)｝  Ks1にトランザクシ
ョンＩＤを付加し、ステップＳ１３７で｛ Ks2// KPm(1)｝ Ks1//トランザクションＩＤを
送信する。
【０２１９】
ＣＰＵ１００ａでは、ステップＳ１３９で｛ Ks2// KPm(1)｝  Ks1//トランザクションＩＤ
を受信し、ステップＳ１４１でＲＡＭ１００ｂを用いて｛ Ks2// KPm(1)｝ Ks1をセッショ
ン固有の共通鍵（ Ks1）で復号する。したがって、 Ks2 と KPm(1)とが得られる。続いて、
ＣＰＵ１００ａは、図２０に示すステップＳ１４３で、先に（ステップＳ１１５で）取得
したコンテンツＩＤに従ってＨＤＤ１０４に記憶されたデータベースからコンテンツキー
（ Kc）  を取得する。次に、ＣＰＵ１００ａは、ステップＳ１４５でライセンスの発行を
特定できる管理コード（ライセンスＩＤ）を生成する。
【０２２０】
また、ＣＰＵ１００ａは、ステップＳ１４７で、先に（ステップＳ１１５で）取得したラ
イセンス要求情報ＡＣに従って制限情報 (AC1) および再生回路４６における制御情報 (AC2
) とを生成する。制限情報 (AC1) は、メモリカード５８に記憶されたコンテンツキー (Kc)
を出力してもよいかどうかを判断するための許可情報、再生回数を制限するための回数制
限情報、コンテンツデータの移動に関する制限情報（移動制限情報）およびコンテンツデ
ータの複製回数を制限する複製制限情報などを含む。
【０２２１】
なお、回数制限情報は、たとえば２ビットのデータであり、“００”～“ＦＦ”の間で設
定される。回数制限情報が“００”の場合には、再生不可を示し、“ＦＦ”の場合には、
再生回数の制限がないことを示す。また、“０１”～“ＦＥ”の間で再生回数が制限され
る。正確には、コンテンツキー (Kc)の出力回数が制限される。
【０２２２】
また、この第３の実施例では、コンテンツデータを他のメモリカードに移動したり、複製
したりすることがないので、これ以降では、移動制限情報および複製制限情報についての
説明は省略する。
【０２２３】
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一方、制御情報 (AC2) は、再生期限などの再生回路側の再生制限を示した情報である。具
体的には、再生期限は再生可能な日時などが制限される。
【０２２４】
次に、ＣＰＵ１００ａは、ステップＳ１４９でコンテンツキー（ Kc) 、制限情報 (AC1) 、
制御情報 (AC2) 、ライセンスＩＤおよびコンテンツＩＤをメモリカード４２固有の復号鍵
（ Km(1))で復号可能な公開暗号鍵 (KPm(1))で暗号化を施す。つまり、｛ Kc//AC1// AC2// 
ライセンスＩＤ //コンテンツＩＤ｝ Km(1) を生成し、ＲＡＭ１００ｂに保持する。
【０２２５】
続いて、ＣＰＵ１００ａは、ステップＳ１５１でＲＡＭ１００ｂに保持した｛ Kc//AC1// 
AC2// ライセンスＩＤ //コンテンツＩＤ｝ Km(1) をセッション固有の共通鍵（ Ks2)で暗号
化する。つまり、｛｛ Kc//AC1// AC2// ライセンスＩＤ //コンテンツＩＤ｝ Km(1) ｝ Ks2 
を生成する。そして、ステップＳ１５３で、この｛｛ Kc//AC1// AC2// ライセンスＩＤ //
コンテンツＩＤ｝ Km(1) ｝ Ks2 を送信する。
【０２２６】
したがって、コントローラ３６は、ステップＳ１５５で、｛｛ Kc//AC1// AC2// ライセン
スＩＤ //コンテンツＩＤ｝ Km(1) ｝ Ks2 を受信し、その後、コントローラ７０に与える。
これに応じて、コントローラ７０は、図２１に示すステップＳ１５７で、｛｛ Kc//AC1// 
AC2// ライセンスＩＤ //コンテンツＩＤ｝ Km(1) ｝ Ks2 を復号する。したがって、｛ Kc//
AC1// AC2// ライセンスＩＤ //コンテンツＩＤ｝ Km(1) が生成される。次に、コントロー
ラ７０は、ステップＳ１５９で、｛ Kc//AC1// AC2// ライセンスＩＤ //コンテンツＩＤ｝
Km(1) をメモリカード５８固有の復号鍵 (Km(1)) で復号し、平文化する。したがって、コ
ンテンツキー（ Kc) 、制限情報 (AC1) 、制御情報 (AC2) 、ライセンスＩＤおよびコンテン
ツＩＤが得られる。続いて、ステップＳ１６１で、コントローラ７０は、コンテンツキー
（ Kc) 、制限情報 (AC1) 、制御情報 (AC2) 、ライセンスＩＤおよびコンテンツＩＤをライ
センスメモリ７６に記憶する。
【０２２７】
このコンテンツキー（ Kc) 、制限情報 (AC1) 、制御情報 (AC2) 、ライセンスＩＤおよびコ
ンテンツＩＤがライセンスメモリ７６に記憶されると、コントローラ３６は、ステップＳ
１６３で先に（ステップＳ１２９で）取得したトランザクションＩＤとデータ送信要求と
を送信する。これに応じて、ＣＰＵ１００ａはＨＤＤ１０４のデータベース１０４ａから
暗号化された音楽データすなわちコンテンツデータ（ Data）をコンテンツキー (Kc)で復号
可能に暗号化した｛ Data｝ Kcとそれに対応する付加情報（ Data-inf）とを取得する。なお
、付加情報 (Data-inf)は、対応するコンテンツデータの著作関連あるいはサーバアクセス
関連、タイトル名、実演者（歌手、演奏家など）、作曲家、作詞家、歌詞およびジャケッ
トなどの平文情報を含む。続くステップＳ１６７では、ＣＰＵ１００ａは、｛ Data｝ Kc//
Data-infを送信する。
【０２２８】
したがって、コントローラ３６は、ステップＳ１６９で｛ Data｝ Kc//Data-infを受信し、
その後、コントローラ７０に与える。コントローラ７０は、ステップＳ１７１で｛ Data｝
Kc//Data-infを受理し、暗号化されたコンテンツデータ｛ Data｝ Kcおよび付加情報 (Data-
inf)をメモリ７４に記憶する。
【０２２９】
暗号化されたコンテンツデータ（｛ Data｝ Kc) および付加情報 (Data-inf)の記憶が終了す
ると、コントローラ３６は、ステップＳ１７３でトランザクションＩＤとデータ受理とを
送信し、その後、回線を遮断する。したがって、ＣＰＵ１００ａは、ステップＳ１７５で
トランザクションＩＤとデータ受理とを受信し、処理を終了する。
【０２３０】
このように、携帯電話機１２または携帯電話機１４はダウンロードサーバ２６にアクセス
し、暗号化されたコンテンツデータ（音楽データ）、その付加情報および復号鍵などの再
生に必要な情報（ライセンス情報）がメモリカード５８に記憶（ダウンロード）される。
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【０２３１】
また、ダウンロードされた音楽データは携帯電話機１２（または携帯電話機１４）を用
いて再生することができる。したがって、再生された音楽データが出力端子６０に接続さ
れたヘッドフォン２００（またはヘッドフォン２０２）を介して出力される。
【０２３２】
音楽データの再生回路４６は、図２２に示すように、相互認証処理回路４６ａを含む。相
互認証処理回路４６ａは、バス３４を介してメモリカード５８と接続され、著作権により
保護されたコンテンツキー (Kc)と制御情報（ AC2）とを得るためにメモリカード５８との
間で鍵を交換し、相互認証を実行する。また、相互認証処理回路４６ａには、鍵メモリ４
６ｂおよびコンテンツ復号処理回路４６ｃが接続される。鍵メモリ４６ｂは、相互認証処
理回路４６ａによって扱われる再生回路４６のクラス固有の鍵を記憶している。コンテン
ツ復号処理回路４６ｃはまた、バス３４を介してメモリカード５８に接続され、メモリカ
ード５８から暗号化された音楽データ（｛ Data｝ Kc）が与えられる。また、相互認証処理
回路４６ａで最終的に得られたコンテンツキー (Kc)が与えられる。したがって、コンテン
ツ復号処理回路４６ｃでは、コンテンツキー (Kc)を用いて暗号化された音楽データ（｛ Da
ta｝ Kc）が復号（平文化）される。つまり、コンテンツ復号処理回路４６ｃから平文情報
としての音楽データ (Data)が出力され、音楽再生処理回路４６ｄに与えられる。音楽再生
処理回路４６ｄは、音楽データ (Data)を再生処理し、端子６０に出力する。
【０２３３】
具体的には、図２３および図２４に示すようなフロー図に従って再生処理が実行される。
なお、再生処理についても、発明者等が独自に考案した特願平１１－３４５２２９号に詳
細に示されている。上述したように、再生処理は携帯電話機１２または１４内のコントロ
ーラ３６および再生回路４６とメモリカード５８内のコントローラ７０とによって実行さ
れるため、図２３および図２４においては、それぞれの動作が分かるように点線で仕切り
を設けてある。
【０２３４】
まず、コントローラ３６は、ステップＳ１８１でユーザによって再生指示が入力されたか
どうかを判断する。ステップＳ１８１で“ＮＯ”であれば、つまり再生指示が入力されな
ければ、同じステップＳ１８１に戻る。一方、ステップＳ１８１で“ＹＥＳ”であれば、
つまり再生指示が入力されれば、ステップＳ１８３で再生回路４６に再生指示を入力する
。したがって、相互認証処理回路４６ａが鍵メモリ４６ｂに記憶された証明書付き暗号化
鍵（｛ KPp ｝ KPma) を読み出し、出力する。
【０２３５】
したがって、コントローラ７０は、ステップＳ１８５で証明書付き暗号化鍵（｛ KPp ｝ KP
ma) を受けて、証明書付き暗号化鍵（｛ KPp ｝ KPma) を認証鍵 (KPma)で復号（平文化）す
る。続くステップＳ１８７では、コントローラ７０は、ステップＳ１８５で復号した結果
から公開暗号化鍵 (KPp) が有効であるかどうかを判断する。ステップＳ１８７で“ＮＯ”
であれば、つまり公開暗号化鍵 (KPp) が無効であれば、図２３に示すように、そのまま処
理を終了する。一方、ステップＳ１８７で“ＹＥＳ”であれば、つまり公開暗号化鍵 (KPp
) が有効であれば、コントローラ７０は、ステップＳ１８９でセッション固有の共通鍵 (K
s3) を発生し、携帯電話機１２の公開復号鍵 (Kp)で復号可能に暗号化を施す。つまり、｛
Ks3 ｝ Kpが生成される。そして、コントローラ７０は、ステップＳ１９１で｛ Ks3 ｝ Kpを
出力する。
【０２３６】
したがって、コントローラ３６は、ステップＳ１９３で｛ Ks3 ｝ Kpを受けて、相互認証処
理回路４６ａに入力する。そして、相互認証処理回路４６ａは、鍵メモリ４６ｂに記憶さ
れた秘密復号鍵 (Kp)で｛ Ks3 ｝ Kpを復号（平文化）する。続くステップＳ１９５では、セ
ッション固有の共通鍵 (Ks4) を発生し、この共通鍵 (Ks4) を共通鍵 (Ks3) で暗号化する。
つまり、｛ Ks4 ｝ Ks3 を生成する。続いて、ステップＳ１９７では、この｛ Ks4 ｝ Ks3 を
出力する。
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【０２３７】
ステップＳ１９９では、コントローラ７０は｛ Ks4 ｝ Ks3 を受けて、共通鍵 (Ks3) で復
号（平文化）する。したがって、共通鍵 (Ks4) が得られる。続くステップＳ２０１では、
コントローラ７０は、制限情報 (AC1) に基づいて再生不可かどうかを判断する。ステップ
Ｓ２０１で“ＹＥＳ”であれば、つまりコンテンツキー (Kc)の出力が許可されてなければ
、またはコンテンツキー (Kc)の出力が許可されているが回数制限情報が“００”であれば
、再生不可であると判断し、図２４に示すように、処理を終了する。一方、ステップＳ２
０１で“ＮＯ”であれば、つまりコンテンツキー (Kc)の出力が許可されており、かつ回数
制限情報が“００”以外であれば、再生可能であると判断し、ステップＳ２０３で再生回
数に制限があるかどうかを判断する。
【０２３８】
ステップＳ２０３で“ＮＯ”であれば、つまり回数制限情報が“ＦＦ”であれば、再生回
数に制限がないと判断し、そのまま図２３に示すステップＳ１３７に進む。一方、ステッ
プＳ２０３で“ＹＥＳ”であれば、つまり回数制限情報が“０１”～“ＦＥ”であれば、
再生回数に制限があると判断し、ステップＳ２０５でライセンスメモリ７６内の制限情報
（ AC1)を更新してから、すなわち回数制限情報をカウントダウンしてから、ステップＳ２
０７に進む。
【０２３９】
図２３に示すステップＳ２０７では、コントローラ７０は、ライセンスメモリ７６内のコ
ンテンツキー (Kc)と再生回路の制御情報 (AC2) とを取得し、メモリ７４に書き込む。続く
ステップＳ２０９では、先に取得したセッション固有の共通鍵 (Ks4) でコンテンツキー (K
c)と再生回路の制御情報 (AC2) とを共通鍵 (Ks4) で暗号化する。したがって、｛ Kc//AC2 
｝ Ks4 が生成される。そして、ステップＳ２１１で、コントローラ７０はこの｛ Kc//AC2 
｝ Ks4 を出力する。
【０２４０】
したがって、ステップＳ２１３で、コントローラ３６は｛ Kc//AC2 ｝ Ks4 を取得し、相互
認証処理回路４６ａに入力する。そして、コントローラ３６の指示に従って相互認証処理
回路４６ａは、共通鍵（ Ks4)で｛ Kc//AC2 ｝ Ks4 を復号（平文化）する。したがって、コ
ンテンツキー (Kc)および制御情報 (AC2) が得られ、コンテンツキー (Kc)はコントローラ３
６の指示に従ってコンテンツ復号処理回路４６ｃに与えられ、制御情報 (AC2) はコントロ
ーラ３６に与えられる。続いて、ステップＳ２１５では、コントローラ３６は制御情報 (A
C2) に基づいて再生不可かどうかを判断する。つまり、タイマ４２から与えられる時間情
報を参照して、再生回路４６での再生期限が過ぎているかどうかを判断する。ステップＳ
２１５で“ＹＥＳ”であれば、つまり再生期限が過ぎておれば、そのまま処理を終了する
。一方、ステップＳ２１５で“ＮＯ”であれば、つまり再生期限が過ぎてなければ、ステ
ップＳ２１７でコントローラ３６は、メモリカード５８に暗号化された音楽データ（暗号
化音楽データ｛ Data｝ Kc）を出力要求する。これに応じてステップＳ２１９では、コント
ローラ７０はメモリ７４内の暗号化音楽データ｛ Data｝ Kcを取得し、出力する。
【０２４１】
これに応じてコントローラ３６は、ステップＳ２２１で暗号化音楽データ｛ Data｝ Kcをコ
ンテンツ復号処理回路４６ｃに入力する。コンテンツ復号処理回路４６ｃは、コンテンツ
キー (Kc)で暗号化音楽データ｛ Data｝ Kcを復号（平文化）し、ステップＳ２２３で音楽再
生処理回路４６ｄに音楽データ (Data)を出力し、音楽再生処理回路４６ｄは音楽データ (D
ata)を再生して、処理を終了する。
【０２４２】
このように、メモリカード５８にダウンロードした暗号化音楽データを携帯電話機１２（
または携帯電話機１４）で再生することができる。
【０２４３】
第３の実施例によれば、ユーザは自己所有を目的として所望の暗号化された音楽データを
ダウンロードすることができる。また、ユーザが登録したクーポンに従ってダウンロード
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サーバがメールサーバを指示して、メールサーバからプレゼント先の携帯電話機にメッセ
ージ文、ダウンロードサーバのアクセスポイントへの接続情報およびクーポンを送信す
るので、プレゼント先の携帯電話機は接続情報に従ってダウンロードサーバにアクセスし
、プレゼントされるべき音楽データをダウンロードできる。つまり、誕生日や記念日など
の特定の日時にプレゼントすることができる。さらに、課金情報は、依頼元の固有ＩＤに
従って予約時にダウンロードサーバのＨＤＤ内に記憶されるので、音楽データを問題なく
プレゼントすることができる。
【０２４４】
なお、第３の実施例では、予約したときに課金情報を登録するようにしたが、メールサー
バからメッセージ文などを送信したときに課金情報を登録してもよく、またダウンロード
が完了したときに課金情報を登録するようにしてもよい。
【０２４５】
また、第３の実施例では、メールサーバからプレゼント有りの通知がある場合には、これ
に応答して携帯電話機はメールサーバに対してアクセスし、メッセージ文、接続情報 (DAP
-TEL) およびクーポンを取得するようにしているが、メールサーバの通知に対して応答が
ない場合には、繰り返し通知するようにしてもよい。
【０２４６】
たとえば、ダウンロードサーバ２６では、ＣＰＵ１００ａがＨＤＤ１０４のデータベース
１０４ｃに定期的にアクセスし、予約情報への配信日時に基づいて予約管理をする。そし
て、クーポンに含まれる配信日時（プレゼントの日時）になるとメールサーバ２２を介し
てプレゼント有りを知らせる電子メールを送信する。このとき、予約管理の情報（予約管
理情報）を更新すなわち配信日時を更新する。また、通知したにも拘わらず、携帯電話機
からダウンロードサーバ２６に対してアクセスがなく、更新された配信日時なると、再び
メールサーバ２４を介してプレゼント有りを知らせる電子メールを送信する。それ以降は
、このような動作を特定間隔、特定回数繰り返して実行し、その都度、予約管理情報の配
信日時の更新とプレゼント有りの通知を実行する。
【０２４７】
なお、携帯電話機に対して音楽データを配信できなかった場合には、プレゼント元（依頼
元）のユーザとの契約により、クーポンを破棄するようにしてもよい。
【０２４８】
＜第４の実施例＞
第４の実施例の情報配信システム１０は、プレゼント予約の処理、自己所有を目的として
暗号化された音楽データをダウンロードする処理およびプレゼント受信の処理をまとめて
処理できるようにした以外は、図１実施例と同じであるため、重複した説明は省略する。
【０２４９】
この第４の実施例の情報配信システム１０では、配信サーバ２０内のメールサーバ２２を
削除した以外は図６で示した第３の実施例の構成と同じであるため、重複した説明は省略
する。
【０２５０】
この情報配信システム１０では、プレゼントの予約があった場合には、プレゼントを受け
るべき携帯電話機１２または携帯電話機１４がメニューサーバ２４にアクセスしたときに
クーポンおよびダウンロードサーバ２６への接続情報 (DAP-TEL) を送信するようにしてい
る。つまり、メニューサーバ２４は、メニューサーバ２４にアクセスした携帯電話機の電
話番号等の情報からプレゼント予約によりダウンロードできる携帯電話機かどうかを識別
する。そして、予約によりダウンロードできる携帯電話機であれば、メニューサーバ２４
にアクセスしてきた携帯電話機に対してクーポンおよび接続情報 (DAP-TEL) を送信する。
【０２５１】
つまり、携帯電話機１２または携帯電話機１４のユーザは、メニューサーバ２４にアクセ
スすると、プレゼント予約をするか、自己所有を目的として暗号化された音楽データをダ
ウンロードするか、またはプレゼント受信をするかを選択でき、それぞれに対応する処
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理を実行することができる。
【０２５２】
具体的には、図２５～図３０に示すようなフロー図に従って実行される。なお、この処理
では、分かり易く説明するため、携帯電話機１２を用いた場合について説明するが、携帯
電話機１４を用いても同様の処理を実行することができる。つまり、携帯電話機１２を携
帯電話機１４に置き換えればよい。
【０２５３】
図２５を参照して、まず、コントローラ３６は、ステップＳ２３１でメニューサーバ２４
のアクセスポイント (MAP) への接続情報 (MAP-TEL) をダイヤルする。続くステップＳ２３
３では、コントローラ３６は、メニューサーバ２４との接続状態が確立したかどうかを判
断する。ステップＳ２３３で“ＮＯ”であれば、つまり接続状態が確立しなければ、ステ
ップＳ２３１に戻ってダイヤルし直す。一方、ステップＳ２３３で“ＹＥＳ”であれば、
つまりメニューサーバ２４との接続状態が確立すれば、ステップＳ２３５で、ＣＰＵ９０
ａが配信メニューデータを送信する。したがって、ステップＳ２３７で、コントローラ３
６は配信メニューデータを受信し、ステップＳ２３９でドライバ３８を制御してディスプ
レイ４０に配信メニューを表示する。ここで、配信メニューは、少なくとも音楽データの
プレゼントがあるかどうかを示す情報を含み、たとえば、この配信メニューに従ってプレ
ゼント受信の処理を実行するなどの決定が可能である。
【０２５４】
次に、コントローラ３６は、ステップＳ２４１でユーザにより、選曲メニューの表示の指
示が入力されたかどうかを判断する。ステップＳ２４１で“ＹＥＳ”であれば、つまり選
曲メニュー表示の指示が入力されれば、図２６に示すステップＳ２４５に進む。一方、ス
テップＳ２４１で“ＮＯ”であれば、つまり選曲メニュー表示の指示が入力されなければ
、ステップＳ２４３でプレゼント受信を実行するかどうかを判断する。ステップＳ２４３
で“ＮＯ”であれば、つまりプレゼント受信を実行しなければ、そのままステップＳ２４
１に戻る。一方、ステップＳ２４３で“ＹＥＳ”であれば、つまりプレゼント受信を実行
するのであれば、図２９に示すステップＳ３０３に進む。
【０２５５】
図２６に示すように、ステップＳ２４５では、ＣＰＵ９０ａは所定量の選曲メニューデー
タを送信する。したがって、コントローラ３６は、ステップＳ２４７で選曲メニューデー
タを受信し、ステップＳ２４９でドライバ３８を制御して、ディスプレイに選曲メニュー
を表示する。続くステップＳ２５１では、コントローラ３６は、選曲があるかどうかを判
断する。ステップＳ２５１で“ＹＥＳ”であれば、つまり選曲があれば、図２７に示すス
テップＳ２５９に進む。一方、ステップＳ２５１で“ＮＯ”であれば、つまり選曲がなけ
れば、ステップＳ２５３で次の選曲メニュー表示の指示が入力されたかどうかを判断する
。ステップＳ２５３で“ＮＯ”であれば、つまり次の選曲メニュー表示の指示が入力され
なければ、そのままステップＳ２５１に戻る。一方、ステップＳ２５３で“ＹＥＳ”であ
れば、つまり次の選曲メニュー表示の指示に入力されれば、ステップＳ２５５で次の選曲
メニューデータの送信要求を送信する。したがって、ステップＳ２５７で、ＣＰＵ９０ａ
は、次の選曲メニューデータの送信要求を受信し、ステップＳ２４５に戻って、次の選曲
メニューデータを送信する。
【０２５６】
図２７に示すように、ステップＳ２５９では、コントローラ３６は、購入メニュー要求を
送信する。したがって、ステップＳ２６１では、ＣＰＵ９０ａは購入メニュー要求を受信
し、ステップＳ２６３で購入メニューデータを送信する。ステップＳ２６５では、コント
ローラ３６は購入メニューデータを受信し、ステップＳ２６７でドライバ３８を制御して
、購入メニューをディスプレイ４０に表示する。続いて、ステップＳ２６９では、コント
ローラ３６は、購入メニューに従って購入条件の入力が終了したかどうかを判断する。ス
テップＳ２６９で“ＮＯ”であれば、つまり購入条件の入力が終了してなければ、そのま
ま同じステップＳ２６９に戻る。一方、ステップＳ２６９で“ＹＥＳ”であれば、つま
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り購入条件の入力が終了すれば、ステップＳ２７１でプレゼントかどうかを判断する。ス
テップＳ２７１で“ＮＯ”であれば、つまりプレゼントでなければ、図２８に示すステッ
プＳ２７９に進む。一方、ステップＳ２７１で“ＹＥＳ”であれば、つまりプレゼントで
あれば、ステップＳ２７３で配信先と配信日時とが入力されたかどうかを判断する。ステ
ップＳ２７３で“ＮＯ”であれば、つまり配信先または配信日時あるいはその両方が入力
されなければ、そのまま同じステップＳ２７３に戻る。一方、ステップＳ２７３で“ＹＥ
Ｓ”であれば、つまり配信先および配信日時が入力されれば、図２８に示すステップＳ２
７５でメッセージ文の入力が終了したかどうかを判断する。ステップＳ２７５で“ＮＯ”
であれば、つまりメッセージ文の入力が終了してなければ、そのまま同じステップＳ２７
５に戻る。一方、ステップＳ２７５で“ＹＥＳ”であれば、つまりメッセージ文の入力が
終了すれば、ステップＳ２７７で配信先（電話番号等）とメッセージ文とを購入条件に追
加する。そして、ステップＳ２７９で、コントローラ３６は、選曲結果と購入条件とを送
信する。
【０２５７】
したがって、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ２８１で選曲結果と購入条件とを受信し、ステ
ップＳ２８３で、選曲結果に従ってコンテンツＩＤとダウンロードサーバ２６のアクセス
ポイント (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) をＨＤＤ９４から取得する。次に、ＣＰＵ９０ａ
は、購入条件に従ってステップＳ２８５で、コンテンツＩＤ、ＡＣ、配信先、課金先およ
びダウンロード可能期間 (term)を含むクーポンを生成し、ステップＳ２８７でダウンロー
ドサーバ２６にクーポンを登録する。つまり、クーポンがＨＤＤ１０４のデータベース１
０４ｂに記憶される。
【０２５８】
続いて、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ２８９でプレゼントかどうかを判断する。ステップ
Ｓ２８９で“ＮＯ”であれば、つまりプレゼントでなければ、図２９に示すステップＳ３
１１に進む。一方、ステップＳ２８９で“ＹＥＳ”であれば、つまりプレゼントであれば
、ステップＳ２９１で配信先、配信日時およびクーポンをＨＤＤ９４に登録する。つまり
、ＨＤＤ９４に配信先と DAP-TEL// クーポンとが記憶される。ステップＳ２９３では、Ｃ
ＰＵ９０ａは、ダウンロードサーバ２６に配信先、配信日時とアクセスポイント (MAP) へ
の接続情報 (MAP-TEL) とメッセージ文とを登録する。つまり、ＨＤＤ１０４のデータベー
ス１０４ｂに配信先、配信日時、接続情報 (MAP-TEL) およびメッセージ文が記憶される。
続いて、ステップＳ２９５で、ＣＰＵ９０ａは、ダウンロードサーバ２６に課金情報を送
信する。つまり、課金情報がダウンロードサーバ２６のＨＤＤ１０４内のデータベース１
０４ｄに記憶される。そして、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ２９７で、プレゼント予約の
登録完了を送信する。
【０２５９】
したがって、コントローラ３６は、ステップＳ２９９で登録完了を受信し、ステップＳ３
０１でメニューサーバ２４との回線を切断してから、図２９に示すように処理を終了する
。つまり、プレゼント予約が終了される。
【０２６０】
また、図２５に示すステップＳ２４３でプレゼント受信と判断した場合には、図２９に示
すステップＳ３０３で、ＣＰＵ９０ａは、メニューサーバ２４のＨＤＤ９４に記憶された
配信先と DAP-TEL// クーポンとを参照する。続くステップＳ３０５では、ＣＰＵ９０ａは
、クーポンが有効であるかどうかを判断する。具体的には、メニューサーバ２４では、少
なくともクーポンに含まれる配信先 (受信者 )およびダウンロード可能な期間 (term)がチェ
ックされる。ステップＳ３０５で“ＮＯ”であれば、つまり少なくとも一方が条件を満た
さなければ、ステップＳ３０７で配信拒否を送信する。したがって、ステップＳ３０９で
は、コントローラ３６は、配信拒否を受信し、ドライバ３８を制御して配信拒否たとえば
“ダウンロードできません。”などの警告メッセージを表示して、ステップＳ３１０でメ
ニューサーバ２４との回線を切断してから、図３０に示すように、処理を終了する。
【０２６１】

10

20

30

40

50

(46) JP 3749175 B2 2006.2.22



一方、ステップＳ３０５で“ＹＥＳ”であれば、つまり配信先が一致し、かつダウンロー
ド可能な期間 (term)内であれば、ステップＳ３１１に進む。ステップＳ３１１では、ＣＰ
Ｕ９０ａは、 DAP-TEL// クーポンを送信し、ステップＳ３１３で、ＨＤＤ９４に記憶され
た配信先、配信日時と DAP-TEL// クーポンとを削除する。なお、自己所有を目的として暗
号化された音楽データをダウンロードする場合には、メニューサーバ２４に配信先、配信
日時と DAP-TEL//クーポンとが登録されていないため、ステップＳ３１３の処理は実行さ
れない。
【０２６２】
コントローラ３６は、ステップＳ３１５で、 DAP-TEL// クーポンを受信し、ステップＳ３
１７でメニューサーバ２４との回線を切断して、図３０に示すステップＳ３１９に進む。
ステップＳ３１９では、コントローラ３６は、ダウンロードサーバ２６のアクセスポイン
ト (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) をダイヤルする。続くステップＳ３２１では、ダウンロ
ードサーバ２６との接続状態が確立したかどうかを判断する。ステップＳ３２１で“ＮＯ
”であれば、つまり接続状態が確立しなければ、ステップＳ３１９に戻ってダイヤルし直
す。一方、ステップＳ３２１で“ＹＥＳ”であれば、つまり接続状態が確立すれば、ステ
ップＳ３２３でダウンロードサーバ２６に対してクーポンを送信する。
【０２６３】
したがって、ステップＳ３２５で、ダウンロードサーバ２６内のＣＰＵ１００ａはクーポ
ンを受信し、ステップＳ３２７でクーポンが有効かどうかを判断する。つまり、送信され
てきたクーポンとＨＤＤ１０４のデータベース１０４ｂに記憶されたクーポンが同じであ
るかどうかを判断するとともに、ダウンロード期間 (term)内であるかどうかを判断する。
ステップＳ３２７で“ＹＥＳ”であれば、つまり、クーポンが有効であれば、ステップＳ
３２９で、コントローラ３６は、ダウンロード処理を実行し、ステップＳ３３１でダウン
ロードサーバ２６との回線を切断してから処理を終了する。一方、ステップＳ３２７で“
ＮＯ”であれば、つまりクーポンが無効であれば、コントローラ３６は、ステップＳ３３
１でダウンロードサーバ２６との回線を切断して、処理を終了する。
【０２６４】
なお、ステップＳ３２９に示すダウンロード処理は、図１８～図２１で示す処理と同じで
あるため、重複した説明は省略する。また、再生処理についても、図２３および図２４に
示す処理と同じであるため、重複した説明は省略する。さらに、プレゼント有りを通知す
る場合の処理も第３の実施例と同様であるため、重複した説明は省略する。
【０２６５】
第４の実施例によれば、プレゼントの有無に拘わらず、配信メニューに従ってクーポンを
受けるので、プレゼント受信の処理とユーザが自己所有を目的として暗号化された音楽デ
ータをダウンロードする処理とを同じ様に処理することができる。
【０２６６】
なお、第３および第４の実施例では、クーポンを受信した後、そのまま一連の流れに従っ
て暗号化された音楽データおよびコンテンツキーをダウンロードするようにしているが、
クーポンを一旦受信し、後でダウンロード処理を実行するようにしてもよい。
【０２６７】
たとえば、図２９に示すステップＳ３１３でメニューサーバ２４からクーポン //DAP-TEL 
を携帯電話機１２（または携帯電話機１４）に送信し、ステップＳ３１５で携帯電話機１
２（または携帯電話機１４）はクーポン //DAP-TEL を受信すると、メニューサーバ２４と
の回線を切断する。ここで、一旦処理を終了する。
【０２６８】
なお、これ以降は、ユーザの指示に従って携帯電話機１２または携帯電話機１４は、ダウ
ンロードサーバ２６にアクセスし、クーポンに従ってダウンロードの処理を実行すること
ができる。
【０２６９】
＜第５の実施例＞
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第５の実施例の情報配信システム１０は、プレゼントの予約の処理において、プレゼント
の予約を実行した携帯電話機１２（または携帯電話機１４）がメニューサーバ２４からダ
ウンロードサーバ２６のアクセスポイント (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) およびクーポン
を一度に取得し、これをメッセージ文に添付して、電子メールとしてメールサーバ２２に
登録するようにした以外は第３の実施例と同じであるため、重複した説明は省略する。
【０２７０】
具体的なプレゼント予約の処理および携帯電話機１２（または携帯電話機１４）のユーザ
が自己所有を目的として暗号化された音楽データをダウンロードする処理は、図３１～図
３５で示すフロー図に従って実行される。なお、図３１～図３５の処理では、携帯電話機
１２を用いた場合についてのみ示してある。また、携帯電話機１４の置き換えてもよいこ
とはもちろんである。
【０２７１】
図３１を参照して、まず、コントローラ３６は、ステップＳ３６１でメニューサーバ２４
のアクセスポイント (MAP) への接続情報 (MAP-TEL) をダイヤルする。続くステップＳ３６
３では、コントローラ３６は、接続が確立したかどうかを判断する。ステップＳ３６３で
“ＮＯ”であれば、つまり接続が確立しなければ、ステップＳ１に戻って、ダイヤルをし
直す。一方、ステップＳ３６３で“ＹＥＳ”であれば、つまり接続が確立すれば、ステッ
プＳ３６５でＣＰＵ９０ａは所定量の選曲メニューデータを送信する。
【０２７２】
したがって、ステップＳ３６７で、コントローラ３６は、選曲メニューデータを受信し、
ステップＳ３６９でドライバ３８を制御して、ディスプレイ４０にメニューを表示する。
つまり、ディスプレイ４０には、歌手名別またはタイトル別に５０音順で区分けされた一
覧表が表示される。続いて、コントローラ３６は、ステップＳ３７１で、選曲があるかど
うかを判断する。つまり、操作パネル４４に設けられた決定ボタン（図示せず）が押され
たかどうかを判断する。ステップＳ３７１で“ＹＥＳ”であれば、つまり決定ボタンが押
されれば、図３２に示すステップＳ３７９に進む。
【０２７３】
一方、ステップＳ３７１で“ＮＯ”であれば、つまり決定ボタンが押されなければ、コン
トローラ３６はステップ３７３で次のメニュー表示の指示があるかどうかを判断する。つ
まり、操作パネル４４に設けられた次頁ボタン（図示せず）が押されたかどうかを判断す
る。ステップＳ３７３で“ＮＯ”であれば、つまり次頁ボタンが押されなければ、そのま
まステップＳ３７１に戻る。一方、ステップＳ３７３で“ＹＥＳ”であれば、つまり次頁
ボタンが押されれば、ステップＳ３７５で次の選曲メニューデータの送信要求を送信する
。したがって、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ３７７で選曲メニューデータの送信要求を受
信し、これに応じて、ステップＳ３６５で次の選曲メニューデータの送信を実行する。
【０２７４】
図３２に示すステップＳ３７９では、購入メニュー要求を送信する。続くステップＳ３８
１では、ＣＰＵ９０ａは購入メニュー要求を受信する。これに応じて、ＣＰＵ９０ａは、
ステップＳ３８３で購入メニューデータを送信する。したがって、ステップＳ３８５で、
コントローラ３６は、購入メニューデータを受信し、ステップＳ３８７でドライバ３８を
制御して、ディスプレイ４０に購入メニューを表示する。ユーザは、この購入メニューに
従って購入条件を入力することができる。つまり、図６実施例で説明したように、プレゼ
ントかどうかを選択（入力）でき、またプレゼントする日付（またはダウンロードする日
付）を入力することができる。さらに、再生回数などの再生条件を入力することもできる
。
【０２７５】
続くステップＳ３８９では、コントローラ３６は購入条件の入力が終了したかどうかを判
断する。つまり、再生条件などが入力されたかどうかを判断する。ステップＳ３８９で“
ＮＯ”であれば、つまり再生条件などの入力が終了してなければ、そのまま同じステップ
Ｓ３８９に戻る。一方、ステップＳ３８９で“ＹＥＳ”であれば、つまり再生条件など
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の入力が終了すれば、コントローラ３６は、ステップＳ３９１でプレゼントかどうかを判
断する。つまり、購入メニューでプレゼントが選択されたかどうかを判断する。
【０２７６】
ステップＳ３９１で“ＮＯ”であれば、つまりプレゼントでなければ、そのまま図３３に
示すステップＳ３９７に進む。一方、ステップＳ３９１で“ＹＥＳ”であれば、つまりプ
レゼントであれば、ステップＳ３９３で配信先指定すなわち配信先の携帯電話機の電話番
号等が入力されたかどうかを判断する。ステップＳ３９３で“ＮＯ”であれば、つまり電
話番号等が入力されなければ、そのままステップＳ３９３に戻る。一方、ステップＳ３９
３で“ＹＥＳ”であれば、つまり電話番号等が入力されれば、図３３に示すステップＳ３
９５に進む。
【０２７７】
ステップＳ３９５では、コントローラ３６は、配信先（電話番号等）を購入条件に追加し
て、ステップＳ３９７に進む。ステップＳ３９７では、コントローラ３６は、選曲結果と
購入条件とを送信する。
【０２７８】
したがって、ステップＳ３９９では、ＣＰＵ９０ａは、選曲結果と購入条件とを受信する
。続くステップＳ４０１では、ＣＰＵ９０ａは、選曲結果に従って、ＨＤＤ９４からコン
テンツＩＤとダウンロードサーバ２６へのアクセスポイント (DAP) への接続情報（ DAP-TE
L)とを取得する。次に、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ４０３で、購入条件に従って、コン
テンツＩＤ、ライセンス要求情報ＡＣ、配信先、課金先およびダウンロード可能期間 (ter
m)を含むクーポンを生成する。そして、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ４０５で、ダウンロ
ードサーバ２６と通信して、ダウンロードサーバ２６にクーポンを登録する。つまり、ダ
ウンロードサーバ２６に設けられたＨＤＤ１０４のデータベース１０４ｂにクーポンが記
憶される。
【０２７９】
続いて、ＣＰＵ９０ａは、ステップＳ４０７でダウンロードサーバ２６のアクセスポイン
ト (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) およびクーポンすなわち DAP-TEL// クーポンを携帯電話
機１２に送信し、ステップＳ４０９で、ダウンロードサーバ２６と通信し、課金情報を登
録する。なお、ダウンロードサーバ２６に設けられたＨＤＤ１０４のデータベース１０４
ｃに課金情報が記憶される。
【０２８０】
一方、コントローラ３６は、ステップＳ４１１で DAP-TEL// クーポンを受信し、ステップ
Ｓ４１３でメニューサーバ２４との回線を切断し、ステップＳ４１５で購入メニューで入
力した情報に従ってプレゼントかどうかを判断する。ステップＳ４１５で“ＮＯ”であれ
ば、つまりプレゼントでなければ、図３５に示すステップＳ４２７に進んで、自身でのダ
ウンロードの処理を実行する。
【０２８１】
一方、ステップＳ４１５で“ＹＥＳ”であれば、つまりプレゼントであれば、図３４に示
すステップＳ４１７でメッセージ文の入力が終了したかどうかを判断する。ステップＳ４
１７で“ＮＯ”であれば、つまりメッセージ文の入力が終了してなければ、そのまま同じ
ステップＳ４１７に戻る。一方、ステップＳ４１７で“ＹＥＳ”であれば、つまりメッセ
ージ文の入力が終了すれば、ステップＳ４１９でメールサーバ２２のアクセスポイント (L
AP) への接続情報 (LAP-TEL) をダイヤルする。
【０２８２】
続くステップＳ４２１では、メールサーバ２２との接続状態が確立したかどうかを判断す
る。ステップＳ４２１で“ＮＯ”であれば、つまり接続状態が確立しなければ、ステップ
Ｓ４１９に戻ってダイヤルし直す。一方、ステップＳ４２１で“ＹＥＳ”であれば、つま
り接続状態が確立すれば、ステップＳ４２３で、メッセージ文に DAP-TEL// クーポンを添
付した電子メールをメールサーバ２２に送信（登録）し、ステップＳ４２５でメールサー
バ２２との回線を切断して、図３５に示すように、処理を終了する。つまり、プレゼン
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ト予約の処理を完了する。
【０２８３】
図３５に示すように、ステップＳ４２７では、コントローラ３６は、ダウンロードサーバ
２６のアクセスポイント (DAP) への接続情報 (DAP-TEL) をダイヤルする。続いて、ステッ
プＳ４２９では、ダウンロードサーバ２６との接続状態が確立したかどうかを判断する。
ステップＳ４２９で“ＮＯ”であれば、つまり接続状態が確立しなければ、ステップＳ４
２７に戻ってダイヤルし直す。一方、ステップＳ４２９で“ＹＥＳ”であれば、つまり接
続状態が確立すれば、ステップＳ４３１でダウンロードサーバ２６にクーポンを送信する
。
【０２８４】
したがって、ステップＳ４３３では、ダウンロードサーバ２６のＣＰＵ１００ａは、クー
ポンを受信し、続くステップＳ４３５で、クーポンが有効かどうかを判断する。ステップ
Ｓ４３５で“ＹＥＳ”であれば、つまりクーポンが有効であれば、ステップＳ４３７でコ
ントローラ３６はダウンロード処理を実行し、ステップＳ４３９でダウンロードサーバ２
６との回線を切断してから処理を終了する。一方、ステップＳ４３５で“ＮＯ”であれば
、つまりクーポンが無効であれば、コントローラ３６は、ステップＳ４３９でそのままダ
ウンロードサーバ２６との回線を切断し、処理を終了する。
【０２８５】
なお、プレゼント受信の処理、ダウンロード処理および再生処理は、図１６～図２４で示
す処理と同じであるため、重複した説明は省略する。
【０２８６】
第５の実施例によれば、携帯電話機を用いてメニューサーバからダウンロードサーバのア
クセスポイントへの接続情報およびクーポンをダウンロードでき、これをメッセージ文に
添付して電子メールとしてメールサーバに登録することができる。つまり、配信サーバに
メールサーバを含める必要がない。その後、電子メールを受けた携帯電話機では、ダウン
ロードサーバのアクセスポイントおよびクーポンに従って、プレゼントを受けることがで
きる。つまり、音楽データをダウンロードすることができる。
【０２８７】
なお、第３ないし第５の実施例では、コンテンツデータとして音楽データについてのみ説
明したが、文字データ、地図データ、画像データなどの他のデータであってもよいことは
もちろんである。
【０２８８】
また、第３ないし第５の実施例では、ダウンロードサーバおよびメモリカードに設けられ
たＣＰＵとコントローラとが暗号化および復号の処理を実行するようにしたが、暗号化お
よび復号の処理は膨大であるため、専用の回路を設けるようにしてもよい。
【０２８９】
さらに、これらの実施例では、携帯電話機を用いるように示してあるが、通話機能を有し
ない他の携帯通信端末であってもよいことはもちろんである。
【０２９０】
この発明が詳細に説明され図示されたが、それは単なる図解および一例として用いたもの
であり、限定であると解されるべきではないことは明らかであり、この発明の精神および
範囲は添付された特許請求の範囲の文言によってのみ限定される。
【図面の簡単な説明】
【０２９１】
【図１】図１はこの発明の第１の実施例を示す図解図である。
【図２】図２は図１実施例に示す配信サーバの構成を示す図解図である。
【図３】図３は図１実施例に示すメモリカード内のデータの構成を示す図解図である。
【図４】図４は図１実施例に示す携帯電話機およびメモリカードの構成を示す図解図であ
る。
【図５】図５はこの発明の第２の実施例を示す図解図である。
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【図６】図６はこの発明の第３の実施例を示す図解図である。
【図７】図７は図６に示す携帯電話機の構成を示す図解図である。
【図８】図８は図６に示すメモリカードの構成を示す図解図である。
【図９】図９は図６に示すメールサーバの構成を示す図解図である。
【図１０】図１０は図６に示すメニューサーバの構成を示す図解図である。
【図１１】図１１は図６に示すダウンロードサーバの構成を示す図解図である。
【図１２】図１２は図６に示す情報配信システムでプレゼント予約および即時配信を実行
する場合の処理の一部を示すフロー図である。
【図１３】図１３は図６に示す情報配信システムでプレゼント予約および即時配信を実行
する場合の処理の他の一部を示すフロー図である。
【図１４】図１４は図６に示す情報配信システムでプレゼント予約および即時配信を実行
する場合の処理のその他の一部を示すフロー図である。
【図１５】図１５は図６に示す情報配信システムでプレゼント予約および即時配信を実行
する場合の処理のさらに他の一部を示すフロー図である。
【図１６】図１６は図６に示す情報配信システムでプレゼント受信を実行する場合の処理
の一部を示すフロー図である。
【図１７】図１７は図６に示す情報配信システムでプレゼント受信を実行する場合の処理
の他の一部を示すフロー図である。
【図１８】図１８は図６に示すダウンロードサーバから実際に音楽データをメモリカード
内にダウンロードするダウンロード処理の一部を示すフロー図である。
【図１９】図１９は図６に示すダウンロードサーバから実際に音楽データをメモリカード
内にダウンロードするダウンロード処理の他の一部を示すフロー図である。
【図２０】図２０は図６に示すダウンロードサーバから実際に音楽データをメモリカード
内にダウンロードするダウンロード処理のその他の一部を示すフロー図である。
【図２１】図２１は図６に示すダウンロードサーバから実際に音楽データをメモリカード
内にダウンロードするダウンロード処理のさらに他の一部を示すフロー図である。
【図２２】図２２は図７に示す携帯電話機に設けられた再生回路の構成を示す図解図であ
る。
【図２３】図２３は図７に示す携帯電話機を用いてメモリカードにダウンロードされた音
楽データ
を再生する再生処理の一部を示すフロー図である。
【図２４】図２４は図７に示す携帯電話機を用いてメモリカードにダウンロードされた音
楽データを再生する再生処理の他の一部を示すフロー図である。
【図２５】図２５はこの発明の第４の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約、即時配信およびプレゼント受信を実行するための処理の一部を示すフロー図である。
【図２６】図２６はこの発明の第４の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約、即時配信およびプレゼント受信を実行するための処理の他の一部を示すフロー図であ
る。
【図２７】図２７はこの発明の第４の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約、即時配信およびプレゼント受信を実行するための処理のその他の一部を示すフロー図
である。
【図２８】図２８はこの発明の第４の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約、即時配信およびプレゼント受信を実行するための処理のさらに他の一部を示すフロー
図である。
【図２９】図２９はこの発明の第４の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約、即時配信およびプレゼント受信を実行するための処理のさらにまた一部を示すフロー
図である。
【図３０】図３０はこの発明の第４の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約、即時配信およびプレゼント受信を実行するための処理の他の一部を示すフロー図であ
る。
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【図３１】図３１はこの発明の第５の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約および即時配信を実行するための処理の一部を示すフロー図である。
【図３２】図３２はこの発明の第５の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約および即時配信を実行するための処理の他の一部を示すフロー図である。
【図３３】図３３はこの発明の第５の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約および即時配信を実行するための処理のその他の一部を示すフロー図である。
【図３４】図３４はこの発明の第５の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約および即時配信を実行するための処理のさらに他の一部を示すフロー図である。
【図３５】図３５はこの発明の第５の実施例の情報配信システムにおいて、プレゼント予
約および即時配信を実行するための処理のさらにまた他の一部を示すフロー図である。
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【符号の説明】

１０，１１　…情報配信システム
１２，１４，１５，１７　…携帯電話機
１３，２０　…配信サーバ
１８，７４　…操作パネル
２１，２３，５８　…メモリカード
２２　…メールサーバ
２４　…メニューサーバ
２６　…ダウンロードサーバ
２８　…認証サーバ
３６，７０　…コントローラ
６１　…メモリコントローラ
６３，７４　…メモリ
７６　…ライセンスメモリ
７８　…鍵メモリ
８０，９０，１００　…ＣＰＵ
８４，９４，１０４　…ＨＤＤ



【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

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

【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

(57) JP 3749175 B2 2006.2.22



【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

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

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