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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コピーガードとしてコンテンツデータに付加されたＩＤデータが解読され、広く知られ
るようになった場合、コンテンツ制御情報送出装置が、前記解読されたＩＤデータを不正
ＩＤデータとして携帯端末装置へ送信し、
　前記不正ＩＤデータを受信した携帯端末装置が、コンテンツデータを取得し、前記取得
したコンテンツデータを再生する際に、前記コンテンツ制御情報送出装置から受信した不
正ＩＤデータと、前記取得したコンテンツデータに付加されているＩＤデータとを照合し
、前記コンテンツ制御情報送出装置から受信した不正ＩＤデータと前記取得したコンテン
ツデータに付加されているＩＤデータとが一致した場合は、前記取得したコンテンツデー
タの再生を禁止することを特徴とする不正コンテンツデータ再生禁止方法。
【請求項２】
　前記コンテンツ制御情報送出装置は、前記解読されたＩＤデータを不正ＩＤデータとし
てコンテンツデータと合成し、合成した不正ＩＤデータおよびコンテンツデータを前記携
帯端末装置へ送信することを特徴とする請求項１記載の不正コンテンツデータ再生禁止方
法。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、不正なコンテンツデータの再生を禁止する携帯端末装置、サーバ装置および
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、不正なコンテンツデータの再生を禁止する技術が知られている。例えば、特
開平１１－０２７６４７号公報には、電子配信方式による映画上映に関し、受信側におけ
る受信データの不正復号再生、不正コピー、不正横流しを防止する映像信号受信再生装置
が提案されている。この映像信号受信再生装置は、次のような事情に基づいて発明された
ものである。すなわち、従来、映画上映にあたり、映像フィルムが映画配給会社などから
映画館に配給され、映写機により映像を再生していた。映像、音声が多重化されたデータ
を送信局から配信し、受信局において蓄積、上映する電子配信方式を用いた映画上映を想
定した映像信号受信再生装置は過去に例が無く、特に電子配信による映画上映に関しての
コピー防止については、過去に例が無く方式も確立していなかった。
【０００３】
　このような電子配信方式を用いた映画上映システムの運用上、配信データの不正受信、
不正コピーからの保護が重要な技術となる。特に送信局から有線、無線によって送信され
るディジタルデータを不正に傍受されて復号されること、および正規に受信され復号され
た配信データを一般の機器でも再生可能なデータ形式に変換され横流しされることを防ぐ
必要がある。前者は、特に無線によって送信されるディジタルデータは他者も無線傍受が
可能なため、受信した後に正しくデータを復号できないようにする必要がある。後者は、
正規に受信され復号された配信データを映像信号受信再生装置からコピーなどの方法によ
り取り出す経路がある場合に、正規の受信者が悪意を持つと容易に配信データの横流しが
できてしまうため、かかる不正行為を防止する必要がある。
【０００４】
　そこで、上記映像信号受信再生装置においては、送信局から送信されるデータは、映像
信号受信再生装置毎に固有の暗号処理、電子透かし情報付加が施される。暗号解読には、
映像信号受信再生装置と送信局とを別に電話回線などで接続し、認証、復号鍵情報、電子
透かし無効化情報の授受を行ない、それら情報を基に復号再生処理を行なう。受信側では
受信、暗号解読、電子透かしの無効化、復号処理は、表示機能(プロジェクタ)と一体構成
とし、装置中から処理信号を取り出せないようにする。正規な所定の手続きにのみにより
装置の開封が可能であり、無理に開封すると装置機能が正しく動作しないようにプログラ
ムされる。
【０００５】
　このような構成により、送信局から送信されるデータは、映像信号受信再生装置ごとに
固有の暗号化を行なうことができ、無線で他者が傍受しても、暗号を解読することは困難
である。さらに、装置を無理に開封すると装置内の機能が正しく動作しないので、信号を
途中で取り出し、横流しすることが困難となる。
【特許文献１】特開平１１－０２７６４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記のように、従来から、電子透かし情報（コピーガードとしてのＩＤ）をコンテンツ
に付加する技術によりコンテンツを保護する手法が知られているが、このコピーガードと
してのＩＤは解析される可能性がある。そして、不正なコンテンツが流通する恐れがある
ため、端末機メーカが端末機に直接、制御情報を付加して違法なコンテンツの再生を防止
する対策が採られている。
【０００７】
　しかしながら、このような手法では、既に販売されている携帯端末装置において不正な
コンテンツの再生を防止することは困難である。このため、不正なコンテンツが一部の携
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帯端末装置において流通してしまう恐れがある。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、不正なコンテンツの再生を有
効に防止することができる携帯端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（１）上記の目的を達成するため、本発明は、以下のような手段を講じた。すなわち、
本発明に係る携帯端末装置は、コンテンツデータに付加されているコピーガードとしての
ＩＤデータと、不正ＩＤデータとを照合して、両者が一致した場合に、前記コンテンツデ
ータの再生を禁止する携帯端末装置であって、前記不正ＩＤデータをサーバ装置から取得
する取得部と、前記取得した不正ＩＤデータを記憶する記憶部と、コンテンツデータに付
加されているコピーガードとしてのＩＤデータに基づいてコンテンツデータの認証を行な
う認証部と、前記コンテンツデータの認証が得られた場合、前記ＩＤデータと前記記憶さ
れている不正ＩＤデータとが一致するか否かを判定する判定部と、コンテンツデータを再
生する再生部と、を備え、前記判定部は、前記ＩＤデータと前記記憶されている不正ＩＤ
データとが一致したときは、前記コンテンツデータは不正なコンテンツデータであるとし
て、前記再生部による前記不正なコンテンツデータの再生を禁止することを特徴としてい
る。
【００１０】
　このように、サーバ装置から不正ＩＤデータを取得しておき、判定の結果、コンテンツ
データに付加されているコピーガードとしてのＩＤデータと不正ＩＤデータとが一致した
ときは、コンテンツデータは不正なコンテンツデータであるとして、不正なコンテンツデ
ータの再生を禁止するので、不正なコンテンツデータの流通および再生を防止することが
できる。また、すでに市場に流通し、既にユーザにより使用されている携帯端末装置に対
して、制御情報としての不正ＩＤデータを組み込むことが可能となる。その結果、正規の
コンテンツデータに関するビジネスが保護される。
【００１１】
　（２）また、本発明に係る携帯端末装置において、前記取得部は、前記不正ＩＤデータ
が組み込まれた真正なコンテンツデータを取得することにより、前記不正ＩＤデータを取
得することを特徴としている。
【００１２】
　このように、不正ＩＤデータが組み込まれた真正なコンテンツデータを取得することに
より、不正ＩＤデータを取得するので、通信ネットワークのリソースを節約することが可
能となる。なお、この場合、真性なコンテンツデータをユーザが購入したタイミングで不
正ＩＤデータが携帯端末装置に与えられる仕組みであるため、市場に流通しているすべて
の携帯端末装置に対して不正なコンテンツデータの再生拒否をさせることができるわけで
はないが、従来と比較して不正なコンテンツデータの流通・再生を防止できる可能性が高
くなる。これにより、正規のコンテンツデータに関するビジネスが保護される。
【００１３】
　（３）また、本発明に係るサーバ装置は、不正なコンテンツデータの再生を禁止する情
報を請求項１または請求項２記載の携帯端末装置に対して送信するサーバ装置であって、
コンテンツデータ、コピーガードとしてのＩＤデータ、および不正ＩＤデータを記憶する
サーバ側記憶部と、前記コンテンツデータにコピーガードとしてのＩＤデータ、および不
正ＩＤデータを付加するセキュリティ部と、前記コピーガードとしてのＩＤデータ、およ
び不正ＩＤデータが付加されたコンテンツデータ、または不正ＩＤデータを携帯端末装置
へ配信するデータ配信部と、を備えることを特徴としている。
【００１４】
　このように、コピーガードとしてのＩＤデータ、および不正ＩＤデータが付加されたコ
ンテンツデータ、または不正ＩＤデータが携帯端末装置へ配信されるので、すでに市場に
流通し、既にユーザにより使用されている携帯端末装置に対して、制御情報としての不正
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ＩＤデータを組み込むことが可能となる。その結果、正規のコンテンツデータに関するビ
ジネスが保護される。
【００１５】
　（４）また、本発明に係るプログラムは、コンテンツデータに付加されているコピーガ
ードとしてのＩＤデータと、不正ＩＤデータとを照合して、両者が一致した場合に、前記
コンテンツデータの再生を禁止するプログラムであって、前記不正ＩＤデータをサーバ装
置から取得する処理と、前記取得した不正ＩＤデータをメモリに記憶する処理と、コンテ
ンツデータに付加されているコピーガードとしてのＩＤデータに基づいて前記コンテンツ
データの認証を行なう処理と、前記コンテンツデータの認証が得られた場合、前記ＩＤデ
ータと前記記憶されている不正ＩＤデータとを照合し、両者が一致したときは、前記コン
テンツデータは不正であるとして、前記不正なコンテンツデータの再生を禁止する処理と
、を含む一連の処理をコンピュータが実行し得る命令群として構成したことを特徴として
いる。
【００１６】
　このように、サーバ装置から不正ＩＤデータを取得しておき、判定の結果、コンテンツ
データに付加されているコピーガードとしてのＩＤデータと不正ＩＤデータとが一致した
ときは、コンテンツデータは不正なコンテンツデータであるとして、不正なコンテンツデ
ータの再生を禁止するので、不正なコンテンツデータの流通および再生を防止することが
できる。また、すでに市場に流通し、既にユーザにより使用されている携帯端末装置に対
して、制御情報としての不正ＩＤデータを組み込むことが可能となる。その結果、正規の
コンテンツデータに関するビジネスが保護される。
【００１７】
　（５）また、本発明に係るプログラムは、前記不正ＩＤデータが組み込まれた真正なコ
ンテンツデータを取得する処理と、前記取得した真正なコンテンツデータから不正ＩＤデ
ータを抽出する処理と、を更に含むことを特徴としている。
【００１８】
　このように、不正ＩＤデータが組み込まれた真正なコンテンツデータを取得することに
より、不正ＩＤデータを取得するので、通信ネットワークのリソースを節約することが可
能となる。なお、この場合、真性なコンテンツデータをユーザが購入したタイミングで不
正ＩＤデータが携帯端末装置に与えられる仕組みであるため、市場に流通しているすべて
の携帯端末装置に対して不正なコンテンツデータの再生拒否をさせることができるわけで
はないが、従来と比較して不正なコンテンツデータの流通・再生を防止できる可能性が高
くなる。これにより、正規のコンテンツデータに関するビジネスが保護される。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、サーバ装置から不正ＩＤデータを取得しておき、判定の結果、コンテ
ンツデータに付加されているコピーガードとしてのＩＤデータと不正ＩＤデータとが一致
したときは、コンテンツデータは不正なコンテンツデータであるとして、不正なコンテン
ツデータの再生を禁止するので、不正なコンテンツデータの流通および再生を防止するこ
とができる。また、すでに市場に流通し、既にユーザにより使用されている携帯端末装置
に対して、制御情報としての不正ＩＤデータを組み込むことが可能となる。その結果、正
規のコンテンツデータに関するビジネスが保護される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　次に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。図１は、本実施の
形態に係るコンテンツ制御情報送出装置と携帯端末装置の概略構成を示すブロック図であ
る。コンテンツ制御情報送出装置１０は、送受信装置１１において、無線を介して携帯端
末装置２０と通信を行なう。また、サーバ装置１２は、携帯端末装置２０へコンテンツデ
ータを提供したり、後述する不正ＩＤデータを送信したりする。不正ＩＤデータに関する
データとコンテンツを合成する装置１３では、既に不正ＩＤとして一般に知られている不
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正ＩＤをコンテンツデータに付加する処理を行なう。不正ＩＤに関するデータ生成装置１
４は、不正ＩＤ入力装置１５から入力された情報に基づいて、不正ＩＤデータをコンテン
ツデータに付加するためのデータを出力する。
【００２１】
　一方、携帯端末装置２０は、送受信装置２１において、無線を介してコンテンツ制御情
報送出装置１０と通信を行なう。また、無効とすべき不正ＩＤ記憶装置２２は、工場にお
いて出荷時に組み込まれた不正ＩＤ、および事後的にコンテンツ制御情報送出装置１０か
ら受信した不正ＩＤデータを記憶する。コンテンツの正規／不正判定装置２３は、コンテ
ンツデータに付加されているＩＤデータが正規なものであるかどうかを判定すると共に、
コンテンツデータに付加されているＩＤデータが、無効とすべき不正ＩＤであるかどうか
を判定する。コンテンツ再生装置２４は、コンテンツデータを再生し、動画、静止画また
は音声を再生・出力する。
【００２２】
　図２は、不正ＩＤに関するデータとコンテンツを合成する装置１３によって合成された
コンテンツデータの構成を示す図である。映像、音声、その他のデータである正規なコン
テンツデータは、コンテンツ制御情報送出装置１０において、コピーガード（電子透かし
）としてのＩＤに関するデータと合成される。これにより、コピーガードとして不正なコ
ピーが禁止され、保護される。ここで、電子透かしをコンテンツデータに付加する技術は
、既に知られている技術を使用することが可能である。
【００２３】
　電子透かしは、信号サンプルに僅かな変更を加えることで、信号に埋め込んだラベルで
ある。電子透かしの埋め込みに関しては、電子透かしを感知できないように信号に組み込
む。すなわち、即ち、電子透かしは、信号の質に対して感知できるほどの影響を与えない
ように設計され、信号に埋め込まれる。また、電子透かしは、適切な信号処理の後であっ
ても、信頼性よく検出されるように構成される。音声信号の場合は、例えば、圧縮、トリ
ミング、Ｄ／Ａ又はＡ／Ｄ変換、均等化、時間スケーリング、グループ遅延歪み、フィル
タリング、又は、サンプルの除去と挿入などの信号処理操作がある。
【００２４】
　静止画像とビデオについては、例えば、エコー・ハイディング（ｅｃｈｏ－ｈｉｄｉｎ
ｇ）と雑音付加（ｎｏｉｓｅ　ａｄｄｉｔｉｏｎ）の方法を用いることができ、人間の聴
覚システムの時間的又はスペクトル的なマスキング効果を利用している。
【００２５】
　例えば、ＡＣＭマルチメディア２０００ワークショップ（米国ロサンゼロス、２０００
年１０月３０日－１１月３日）の会報の１１９－１２２ページにおいて、周波数ドメイン
での電子透かし埋め込み方法が開示されている。この方法によれば、音声信号は複数のフ
レームに分割され、各々のフレームに対してフーリエ変換が行われる。各フレームについ
て、得られたフーリエ成分が僅かに変更され、該変更された周波数成分に対して逆フーリ
エ変換が行われ、そして、時間ドメインにおける電子透かし信号（電子透かしが埋め込ま
れた音声信号）が生成される。最後に、この電子透かし信号をスケーリングし、元の音声
信号に重畳する。この方法により、周波数成分を整数倍に変更することで、不正な解読に
対する耐性が高く、そして非感知性の高い電子透かしスキームが得られることが知られて
いる。
【００２６】
　また、図２に示すように、コンテンツ制御情報送出装置１０において、無効とすべき不
正ＩＤに関するデータが付加される。インターネットなどでいわゆる掲示板には、コンテ
ンツデータのコピーガードとしてのＩＤが掲示されることがある。これは、意図的にコン
テンツデータの正規なＩＤデータを解読し、コピーができるようにするために行なわれる
場合がある。このように正規なＩＤデータが解読し、広く知られてしまうようになると、
正規なコンテンツデータが不正にコピーされ、コンテンツ業界の健全な発展が阻害されて
しまう。
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【００２７】
　本発明者は、このように広く知られるようになったＩＤデータを、不正ＩＤデータとし
て、正規のコンテンツデータに付加して配信することにより、不正ＩＤデータが付加され
たコンテンツデータの再生を禁止することができることを見出し、本発明をするに至った
。
【００２８】
　すなわち、コンテンツ制御情報送出装置１０からコンテンツデータを配信する場合には
、図２に示すように、制御情報として、不正ＩＤデータを付加して配信するのである。次
に、コンテンツ制御情報送出装置から携帯端末装置へ制御情報としての不正ＩＤデータが
送信される際の動作について説明する。
【００２９】
　図３は、コンテンツ制御情報送出装置から携帯端末装置へ制御情報としての不正ＩＤデ
ータが送信される際の動作を示すフローチャートである。まず、無効とすべき不正ＩＤデ
ータを入力装置１５から入力する（ステップＳ１）。次に、不正ＩＤに関するデータ生成
装置１４において、無効とすべき不正ＩＤに関するデータを生成し、不正ＩＤに関するデ
ータとコンテンツを合成する装置において、コンテンツデータと合成する（ステップＳ２
）。そして、合成されたコンテンツデータを、サーバ装置（配信サーバ）１２に登録する
（ステップＳ２）。ユーザが、携帯端末装置２０から、不正ＩＤデータが付加されたコン
テンツデータをダウンロードし（ステップＳ４）、これにより、携帯端末装置２０に事後
的に不正ＩＤデータが組み込まれる。
【００３０】
　図４は、携帯端末装置２０の動作を示すフローチャートである。まず、コンテンツ制御
情報送出装置１０から不正ＩＤに関するデータが付加されたコンテンツデータを受信する
（ステップＴ１）。次に、ステップＴ１において受信したコンテンツデータから不正ＩＤ
データを抽出し、記憶する（ステップＴ２）。次に、コンテンツデータの認証を行なう。
すなわち、コピーガードとしてのＩＤが付加されているかどうかを確認し（ステップＴ３
）、付加されていない場合は、ステップＴ６へ移行し、そのコンテンツデータの再生を拒
否する（ステップＴ６）。一方、ステップＴ３において、コピーガードとしてのＩＤデー
タが付加されている場合は、そのコピーガードとしてのＩＤデータの正当性を判定する（
ステップＴ４）。ステップＴ４において、コピーガードとしてのＩＤデータが不正である
場合は、ステップＴ６へ移行し、そのコンテンツデータの再生を拒否する（ステップＴ６
）。一方、ステップＴ４において、コピーガードとしてのＩＤデータが正当である場合は
、不正ＩＤデータとの照合を行なう（ステップＴ５）。コピーガードとしてのＩＤデータ
が不正ＩＤデータと一致した場合は、ステップＴ６へ移行し、そのコンテンツデータの再
生を拒否する（ステップＴ６）。一方、ステップＴ５において、コピーガードとしてのＩ
Ｄデータが不正ＩＤデータと一致しなかった場合は、そのコンテンツデータの再生を行な
い（ステップＴ７）、終了する。
【００３１】
　このように、不正ＩＤデータが組み込まれた真正なコンテンツデータを取得することに
より、不正ＩＤデータを取得するので、通信ネットワークのリソースを節約することが可
能となる。なお、この場合、真性なコンテンツデータをユーザが購入したタイミングで不
正ＩＤデータが携帯端末装置に与えられる仕組みであるため、市場に流通しているすべて
の携帯端末装置に対して不正なコンテンツデータの再生拒否をさせることができるわけで
はないが、従来と比較して不正なコンテンツデータの流通・再生を防止できる可能性が高
くなる。これにより、正規のコンテンツデータに関するビジネスが保護される。
【００３２】
　以上の説明では、無効とすべき不正ＩＤデータをコンテンツデータに付加し、ユーザが
コンテンツデータのダウンロードを行なうことを契機として、事後的に不正ＩＤデータを
携帯端末装置に組み込む例を示した。しかし、本発明は、これに限定されるわけではない
。無効とすべき不正ＩＤデータを、コンテンツデータに付加せずに、サーバ装置から直接
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配信することも可能である。次に、コンテンツ制御情報送出装置から携帯端末装置へ直接
不正ＩＤデータを配信する場合の動作について説明する。
【００３３】
　図５は、コンテンツ制御情報送出装置から携帯端末装置へ直接不正ＩＤデータを配信す
る場合の動作を示すフローチャートである。まず、無効とすべき不正ＩＤデータを入力装
置１５から入力する（ステップＲ１）。次に、不正ＩＤに関するデータ生成装置１４にお
いて、無効とすべき不正ＩＤに関するデータを生成する（ステップＲ２）。そして、無効
とすべき不正ＩＤデータを、サーバ装置（配信サーバ）１２に登録する（ステップＲ２）
。そして、携帯端末装置２０から、不正ＩＤデータをダウンロードし、または、サーバ装
置１２が不正ＩＤデータを自動的に配信する（ステップＲ４）、これにより、携帯端末装
置２０に事後的に不正ＩＤデータが組み込まれる。
【００３４】
　このように、不正ＩＤデータを取得しておき、判定の結果、コンテンツデータに付加さ
れているコピーガードとしてのＩＤデータと不正ＩＤデータとが一致したときは、コンテ
ンツデータは不正なコンテンツデータであるとして、不正なコンテンツデータの再生を禁
止するので、不正なコンテンツデータの流通および再生を防止することができる。また、
すでに市場に流通し、既にユーザにより使用されている携帯端末装置に対して、制御情報
としての不正ＩＤデータを組み込むことが可能となる。その結果、正規のコンテンツデー
タに関するビジネスが保護される。
【００３５】
　以上のような本発明の特徴的な動作は、プログラムを実行することによって行なわれる
。すなわち、このプログラムは、コンテンツデータに付加されているコピーガードとして
のＩＤデータと、不正ＩＤデータとを照合して、両者が一致した場合に、前記コンテンツ
データの再生を禁止するプログラムであって、前記不正ＩＤデータをサーバ装置１２から
取得する処理と、前記取得した不正ＩＤデータをメモリ（記憶装置）２２に記憶する処理
と、判定装置２３において、コンテンツデータに付加されているコピーガードとしてのＩ
Ｄデータに基づいて前記コンテンツデータの認証を行なう処理と、前記コンテンツデータ
の認証が得られた場合、判定装置２３において、前記ＩＤデータと前記記憶されている不
正ＩＤデータとを照合し、両者が一致したときは、前記コンテンツデータは不正であると
して、コンテンツ再生装置２４において、前記不正なコンテンツデータの再生を禁止する
処理と、を含む一連の処理をコンピュータが実行し得る命令群として構成したことを特徴
としている。また、送受信装置２１が、前記不正ＩＤデータが組み込まれた真正なコンテ
ンツデータを取得する処理と、記憶装置２２が、前記取得した真正なコンテンツデータか
ら不正ＩＤデータを抽出する処理と、を更に含むことを特徴としている。
【００３６】
　このプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ等の記録媒体に記録された状態で入手するこ
とができる。また、このようなプログラムは、ネットワークを構成する公衆電話回線、専
用電話回線、ケーブルテレビ回線、無線通信回線等により構成される通信網等の伝送媒体
を介して、送信装置であるコンピュータにより送信された信号を受信することで入手する
こともできる。この信号は、プログラムを含む所定の搬送波に具現化されたコンピュータ
データ信号である。この送信の際、伝送媒体中には上記プログラムの少なくとも一部を伝
送していればよい。すなわち、上記プログラムを構成するすべてのデータが、一時に伝送
媒体上に存在している必要はない。また、上記コンピュータからプログラムを送信する送
信方法には、プログラムを構成するデータを連続的に送信する場合も、断続的に送信する
場合も含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本実施の形態に係るコンテンツ制御情報送出装置と携帯端末装置の概略構成を示
すブロック図である。
【図２】不正ＩＤに関するデータとコンテンツを合成する装置１３によって合成されたコ
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ンテンツデータの構成を示す図である。
【図３】コンテンツ制御情報送出装置から携帯端末装置へ制御情報としての不正ＩＤデー
タが送信される際の動作を示すフローチャートである。
【図４】携帯端末装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】コンテンツ制御情報送出装置から携帯端末装置へ直接不正ＩＤデータを配信する
場合の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００３８】
１０　コンテンツ制御情報送出装置
１１　送受信装置
１２　サーバ装置
１３　不正ＩＤに関するデータとコンテンツとを合成する装置
１４　不正ＩＤに関するデータ生成装置
１５　不正ＩＤ入力装置
２０　携帯端末装置
２１　送受信装置
２２　無効とすべき不正ＩＤ記憶装置
２３　コンテンツの正規／不正判定装置
２４　コンテンツ再生装置

【図１】 【図２】
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【図５】
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