
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダウンロード端末と、前記ダウンロード端末と通信可能に接続されたサーバシステムと
、前記ダウンロード端末側で記録再生動作を行うことのできる記録媒体とから成り、
　前記記録媒体には、ダウンロードを実行すべき情報を特定するダウンロードＩＤ情報が
記録されており、
　前記記録媒体が前記ダウンロード端末に装填され、かつ前記記録媒体内に記録された

情
報を用いた使用条件確認処理の結果に基づいて、前記ダウンロード端末を使用した前記記
録媒体に対するダウンロード処理の開始が可能となるとともに、その装填された記録媒体
内に記録されたダウンロードＩＤ情報に 基づ
いて、該記録媒体に対する所定の情報のダウンロード処理が実行でき、
　また前記ダウンロード端末の使用に際しての前記使用条件確認処理もしくは前記ダウン
ロード処理に関して、必要な情報通信が、前記ダウンロード端末と前記サーバシステム間
で 実行可能とされていることを特徴とするダウンロー
ドシステム。
【請求項２】
　前記記録媒体 は、当該ダウンロードシステムに対応す
るメディアであることを識別する識別コード情報が記録され、この識別コード情報が前記
使用条件確認処理に用いられることを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステム
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。
【請求項３】
　前記記録媒体には、使用者が任意に設定するユーザーＩＤ情報を記録できる領域が用意
されているとともに、記録媒体に書き込まれたユーザーＩＤ情報は前記使用条件確認処理
に用いられることを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項４】
　前記ダウンロード端末は、入力された情報を、装填された記録媒体に対して、前記ユー
ザーＩＤ情報として書き込むことができるようにされていることを特徴とする請求項３に
記載のダウンロードシステム。
【請求項５】
　前記記録媒体には、当該ダウンロードシステムに対応する各記録媒体毎に個別に与えら
れるシリアル番号情報が記録され、このシリアル番号情報が前記使用条件確認処理に用い
られることを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項６】
　前記記録媒体には、当該ダウンロードシステムに対応する各記録媒体毎に個別に与えら
れるシリアル番号情報が記録され、また使用者が任意に設定するユーザーＩＤ情報を記録
できる領域が用意されているとともに、
　前記サーバシステムには、使用者照合情報として、使用者が任意に設定したユーザーＩ
Ｄと、その使用者が用いる記録媒体のシリアル番号情報と、その使用者が任意に設定した
パスワード情報とが登録されており、
　前記使用条件確認処理において、入力されるパスワード情報と、前記記録媒体に記録さ
れているシリアル番号情報とユーザーＩＤ情報、及び前記サーバシステムが保持する使用
者照合情報が用いられることを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項７】
　前記使用条件確認処理において前記使用者照合情報が用いられる処理は、前記ダウンロ
ード端末と前記サーバシステムとの間で

ーザーＩＤ情報、パスワード情報が通信されて行われるとともに、こ ーザーＩＤ情
報、パスワード情報の通信は少なくとも２回以上の通信に分けられて実行されることを特
徴とする請求項６に記載のダウンロードシステム。
【請求項８】
　前記サーバシステムは前記使用者照合情報に対応して各使用者の支払い情報が登録され
ており、
　前記ダウンロード端末は使用に対する料金情報を前記サーバシステムに通信するととも
に、前記サーバシステムは、前記料金情報と前記支払い情報を用いて各使用者に対する料
金請求管理を行うことを特徴とする請求項６に記載のダウンロードシステム。
【請求項９】
　前記ダウンロード端末は、通貨もしくは通貨代用カードに対応する料金徴収手段を備え
、
　ダウンロード端末使用に対する料金を、前記料金徴収手段により徴収できることを特徴
とする請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項１０】
　前記ダウンロード端末は、装填された記録媒体に記録されている前記ダウンロードＩＤ
情報に基づいて、自動的に、そのダウンロードＩＤ情報で特定される情報を、当該ダウン
ロード端末内部の記憶手段もしくは前記サーバシステムから、その装填されている記録媒
体にダウンロードすることを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項１１】
　前記ダウンロード端末は、ダウンロードを実行すべき情報を選択させる選択操作手段を
備え、
　当該ダウンロード端末内部の記憶手段もしくは前記サーバシステムからのダウンロード
が可能とされている情報のうちで、前記選択操作手段によって選択された情報を、装填さ
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、ユーザ認証を伴う場合に、ユーザ認証で使われ
ユ のユ



れている記録媒体にダウンロードできることを特徴とする請求項１に記載のダウンロード
システム。
【請求項１２】
　前記記録媒体には、使用履歴情報を記録する領域が用意されており、
　前記ダウンロード端末は、そのダウンロード端末を使用して行われたダウンロード処理
に関する情報を、装填されている記録媒体に使用履歴情報として記録することを特徴とす
る請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項１３】
　前記記録媒体には、料金履歴情報を記録する領域が用意されており、
　前記ダウンロード端末は、そのダウンロード端末を使用して行われたダウンロード処理
に対して支払われるべき料金情報を、装填されている記録媒体に料金履歴情報として記録
することを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項１４】
　前記ダウンロード端末は、入力手段と、その入力手段を使用可能
手段を備え、
　前記記録媒体の装填後において前記 手段により前記入力手段を使用可 させると
ともに、
　当該ダウンロード端末の使用終了に際して、前記 手段により前記入力手段を使用不

させることを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項１５】
　前記ダウンロード端末は、公衆電話対応手段を備えるとともに公衆電話回線網と接続さ
れており、前記記録媒体の装填状況に関わらず、公衆電話としての使用が可能とされてい
ることを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステム。
【請求項１６】
　前記ダウンロード端末と前記サーバシステムは、それぞれ無線通信手段を備え、
　前記ダウンロード端末は、 、前記無線通信手段に

ようにされていることを特徴とする請求項１に記載のダウンロードシステ
ム。
【請求項１７】
　ダウンロード端末と、前記ダウンロード端末側で記録再生動作を行うことのできる記録
媒体とから成り、
　前記記録媒体には、ダウンロードを実行すべき情報を特定するダウンロードＩＤ情報が
記録されており、
　前記記録媒体が前記ダウンロード端末に装填され、かつ前記記録媒体内に記録された

を
用いた使用条件確認処理の結果に基づいて、前記ダウンロード端末を使用した前記記録媒
体に対するダウンロード処理の開始が可能となるとともに、その装填された記録媒体内に
記録されたダウンロードＩＤ情報に 基づいて
、該記録媒体に対する所定の情報のダウンロード処理が実行できることを特徴とするダウ
ンロードシステム。
【請求項１８】
　前記記録媒体 は、当該ダウンロードシステムに対応す
るメディアであることを識別する識別コード情報が記録され、この識別コード情報が前記
使用条件確認処理に用いられることを特徴とする請求項１７に記載のダウンロードシステ
ム。
【請求項１９】
　前記記録媒体には、使用者が任意に設定するユーザーＩＤ情報を記録できる領域が用意
されているとともに、記録媒体に書き込まれたユーザーＩＤ情報は前記使用条件確認処理
に用いられることを特徴とする請求項１７に記載のダウンロードシステム。
【請求項２０】
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　前記ダウンロード端末は、入力された情報を、装填された記録媒体に対して、前記ユー
ザーＩＤ情報として書き込むことができるようにされていることを特徴とする請求項１９
に記載のダウンロードシステム。
【請求項２１】
　前記ダウンロード端末は、通貨もしくは通貨代用カードに対応する料金徴収手段を備え
、
　ダウンロード端末使用に対する料金を、前記料金徴収手段により徴収できることを特徴
とする請求項１７に記載のダウンロードシステム。
【請求項２２】
　前記ダウンロード端末は、装填された記録媒体に記録されている前記ダウンロードＩＤ
情報に基づいて、自動的に、そのダウンロードＩＤ情報で特定される情報を、当該ダウン
ロード端末内部の記憶手段から、その装填されている記録媒体にダウンロードすることを
特徴とする請求項１７に記載のダウンロードシステム。
【請求項２３】
　前記ダウンロード端末は、ダウンロードを実行すべき情報を選択させる選択操作手段を
備え、
　当該ダウンロード端末内部の記憶手段からのダウンロードが可能とされている情報のう
ちで、前記選択操作手段によって選択された情報を、装填されている記録媒体にダウンロ
ードできることを特徴とする請求項１７に記載のダウンロードシステム。
【請求項２４】
　前記記録媒体には、使用履歴情報を記録する領域が用意されており、
　前記ダウンロード端末は、そのダウンロード端末を使用して行われたダウンロード処理
に関する情報を、装填されている記録媒体に使用履歴情報として記録することを特徴とす
る請求項１７に記載のダウンロードシステム。
【請求項２５】
　前記記録媒体には、料金履歴情報を記録する領域が用意されており、
　前記ダウンロード端末は、そのダウンロード端末を使用して行われたダウンロード処理
に対して支払われるべき料金情報を、装填されている記録媒体に料金履歴情報として記録
することを特徴とする請求項１７に記載のダウンロードシステム。
【請求項２６】
　前記ダウンロード端末は、入力手段と、その入力手段を使用可能
手段を備え、
　前記記録媒体の装填後において前記 手段により前記入力手段を使用可 させると
ともに、
　当該ダウンロード端末の使用終了に際して、前記 手段により前記入力手段を使用不

させることを特徴とする請求項１７に記載のダウンロードシステム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はダウンロードシステムに関し、特に、例えば不特定多数のユーザーが任意に使用
して各種の情報をダウンロードできるダウンロードシステムに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　パーソナルコンピュータで用いられるソフトウエアとしてのアプリケーションなどや、
パーソナルコンピュータ或いはオーディオ・ビジュアル機器等の装置で再生／編集等が可
能なソフトウエアとしてのコンテンツ（電子出版としての雑誌、新聞や、音楽ソフト、映
像ソフト、ゲームソフトなど）など、いわゆる情報機器での使用に適した各種ソフトウエ
アが有料もしくは無料で提供 。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
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ところが、各種ソフトウエアを入手するには、いわゆるＣＤ－ＲＯＭなどのパッケージソ
フトを購入するか、もしくは自分のパーソナルコンピュータをインターネット等のネット
ワークに接続してダウンロードするしかない。
このため、所望の情報をより簡易に、かつ多数の人が利用できるようなソフトウエアの入
手システムが求められている。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記のような事情に鑑みて、例えば不特定多数の人が任意に使用して所望の情報
のダウンロードが可能となるダウンロードシステムを提供することを目的とする。
【０００５】
　このためダウンロード端末と、このダウンロード端末と通信可能に接続されたサーバシ
ステムと、ダウンロード端末側で記録再生動作を行うことのできる記録媒体とからダウン
ロードシステムを構成する。
　また記録媒体には、ダウンロードを実行すべき情報を特定するダウンロードＩＤ情報が
記録されているようにする。
　そして記録媒体がダウンロード端末に装填され、かつ記録媒体内に記録された情報を用
いた使用条件確認処理の結果に基づいて、ダウンロード端末を使用した記録媒体に対する
ダウンロード処理の開始が可能となるとともに、その装填された記録媒体内に記録された
ダウンロードＩＤ情報に基づいて、その記録媒体に対する所定の情報のダウンロード処理
が実行できるようにする。
　さらに、ダウンロード端末の使用に際しての使用条件確認処理もしくはダウンロード処
理に関して、必要な情報通信が、ダウンロード端末とサーバシステム間で実行可能とされ
ているようにする。
【０００６】
　もしくはダウンロード端末と、このダウンロード端末側で記録再生動作を行うことので
きる記録媒体とからダウンロードシステムを構成する。この場合も記録媒体には、ダウン
ロードを実行すべき情報を特定するダウンロードＩＤ情報が記録されているようにする。
　そして記録媒体がダウンロード端末に装填され、かつ記録媒体内に記録された情報を用
いた使用条件確認処理の結果に基づいて、ダウンロード端末を使用した記録媒体に対する
ダウンロード処理の開始が可能となるとともに、その装填された記録媒体内に記録された
ダウンロードＩＤ情報に基づいて、その記録媒体に対する所定の情報のダウンロード処理
が実行できるようにする。
【０００７】
　これらのようなダウンロードシステムにおいて、上記記録媒体としてユーザーは自分の
記録媒体を所有するようにする。またダウンロード端末は、例えば駅や店頭などに設置し
、不特定多数の人が任意に使用できる状態とする。
　記録媒体には、上記ダウンロードＩＤの他に、ダウンロードシステムに対応するメディ
アであることを示す識別コード情報や、シリアル番号情報や、ユーザーが任意に設定する
ユーザーＩＤ情報などを記録できるようにする。
　そしてユーザーは自分の所有する記録媒体を公衆に提供されたダウンロード端末に装填
する。このとき上記使用条件確認処理により、その記録媒体内の情報とユーザーの照合が
とれることなどにより、そのダウンロード端末の使用が可能となるようにする。
　また有料化（例えばクレジットカード引き落としによる料金徴収などの場合）において
は、使用条件確認処理としてさらにパスワード情報などを用いた高度な照合を行うように
する。
【０００８】
　これらの使用条件確認処理を経て使用可能となると、ユーザーは所望する情報を自分の
記録媒体へダウンロードできる。
　特に記録媒体に記録されているダウンロードＩＤに基づいてダウンロード端末が自動的
に所定の情報のダウンロードを行うことで、ユーザーは上記使用条件確認処理のための操
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作を除けば、自分の記録媒体をダウンロード端末に装填するのみでダウンロードが実行さ
れるようにする。もちろんユーザーがダウンロードする情報を選択できるようにすること
も可能である。
【０００９】
　即ち各ユーザーは自分の記録媒体を所有することで、公衆に提供されたダウンロード端
末を使用しての、情報入手が非常に容易にできるようになる。
　また使用履歴情報や、使用に応じた支払いの料金履歴情報が記録媒体に記録されるよう
にする。
【００１０】
　またダウンロード端末が無線通信手段を利用してサーバシステムからダウンロード用と
の情報をロードできるようにすることで、各所に配置されたダウンロード端末内のデータ
更新が迅速かつ容易に実行できる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態としてのダウンロードシステムを、次の順序で説明する。
なお、実施の形態におけるダウンロード端末を、説明上「公衆ダウンロード装置」と呼ぶ
こととする。また記録媒体の例としてディスクメディアをあげる。
［Ｉ］システム形態
［ II］ネットワーク形成されたダウンロードシステム
II－１．公衆ダウンロード装置の構成
II－２．ディスク
II－３．使用手順
II－４．公衆ダウンロード装置の処理
［ III ］ネットワーク形成されないダウンロードシステム
III －１．公衆ダウンロード装置の構成
III －２．公衆ダウンロード装置の処理
【００１２】
［Ｉ］システム形態
図１、図２で実施の形態となるダウンロードシステムのシステム形態の例を説明する。
図１はシステムの構成要素、及び有料システムとしての料金徴収方式例を示している。ま
た図２は公衆ダウンロード装置としての各種タイプでの機能や料金支払形態を示したもの
である。
【００１３】
図１に示すように本例のダウンロードシステムは、公衆ダウンロード装置１、公衆ダウン
ロード装置管理会社２、クレジットカード会社３、コンテンツ会社４、アプリケーション
会社５、公衆電話管理会社６、ネットワーク７、電話線８、衛星通信部１０などから構成
される。
即ちダウンロード端末としての複数の公衆ダウンロード装置１が、複数のサーバシステム
（公衆ダウンロード装置管理会社２内の課金サーバ２ａ、コンテンツ会社４内のコンテン
ツサーバ４ａ、アプリケーション会社５内のアプリケーションサーバ５ａ）とネットワー
ク７で接続される。またさらにネットワーク７以外に電話線８や、衛星通信部１０による
無線通信により接続されたり、ネットワーク接続されない公衆ダウンロード装置１もある
。
【００１４】
公衆ダウンロード装置１としては、その接続形態から、タイプＡ，タイプＢ，タイプＣに
分けて説明する。
タイプＡとしての公衆ダウンロード装置１は、ネットワーク７に接続された公衆ダウンロ
ード装置をいう。ネットワーク７とは例えばＬＡＮ（ Local Area Network）として、当該
ダウンロードシステムのために構築された通信網をいう。ネットワーク７は例えば公衆ダ
ウンロード装置管理会社２が管理する。
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また図示するように公衆ダウンロード装置管理会社２が衛星通信部１０を備える場合は、
タイプＡとしての公衆ダウンロード装置１としては衛星通信部１０を備えるものも考えら
れる。
タイプＢとしての公衆ダウンロード装置１は、ネットワーク７及び電話線８に接続された
公衆ダウンロード装置をいう。電話線８とは、例えば公衆電話管理会社６が管理する一般
公衆電話回線網である。
また、このタイプＢとしての公衆ダウンロード装置１でも、衛星通信部１０を備えるもの
も考えられる。
タイプＣとしての公衆ダウンロード装置１は、ネットワーク７にも電話線８にも接続され
ず、また衛星通信部１０も備えずに、単体で機能する公衆ダウンロード装置をいう。
【００１５】
タイプＡ，タイプＢとしての公衆ダウンロード装置１の構成や動作については、ネットワ
ーク形成されたダウンロードシステムとして、後に詳述する。またタイプＣとしての公衆
ダウンロード装置１の構成や動作については、ネットワーク形成されないダウンロードシ
ステムとして、後に詳述する。
【００１６】
各タイプの公衆ダウンロード装置１は、店頭、駅、学校、会社等、或る程度の不特定多数
の人の使用が可能となるような場所に配置される。
そして後述するように、各ユーザーは自分の所有するディスクを公衆ダウンロード装置１
に装填することで、その公衆ダウンロード装置１を有料又は無料で使用できるものである
。
そして公衆ダウンロード装置１を利用して、ディスクに対して各種データのダウンロード
を行うことが可能となる。
【００１７】
公衆ダウンロード装置管理会社２は、各所に設置された公衆ダウンロード装置１の管理や
、ユーザーの登録、登録されたユーザーの使用に際しての不正使用を防止するための照合
処理、登録されたユーザーの使用に対する料金徴収管理などを行う。課金サーバ２ａはこ
れらの処理を行う部位となる。
また必要に応じて公衆ダウンロード装置１との間での、ネットワーク７や衛星通信部１０
を介して、各種データ、アプリケーション、コンテンツ（１つの情報単位としてのファイ
ル等）などのアップロード、ダウンロードを行うことができる。
【００１８】
さらに例えばユーザーが公衆ダウンロード装置１を使用してダウンロードする情報につい
て更新が必要なものについては、公衆ダウンロード装置管理会社２は、ネットワーク７や
衛星通信部１０を介して定期的に、もしくは不定期に、更新データを供給し、公衆ダウン
ロード装置１側での更新を実行させる。
【００１９】
　例えば日刊の電子新聞等を考え、ユーザーが毎日（もしくは所望のときに）、自分のデ
ィスクに電子新聞としての情報をダウンロードできるようにする場合、例えばその電子新
聞が発行される毎に、 内容の電子新聞データを各公衆ダウンロード装置１に送信し
て更新させる。ネットワーク７や衛星通信部１０を介してこのような更新を実行させるこ
とで、多数の公衆ダウンロード装置１に対して即時的に、かつ 公衆ダウンロード装置１
について人手を介することなく、最新のデータをダウンロード用途に提供できる。
【００２０】
なお、このようなネットワーク７や衛星通信部１０を介しての更新のみでなく、例えばデ
ィスク等により更新データを配布し、各公衆ダウンロード装置１が設置されている場所で
の係員（その店の店員等）がその配布されたディスクを公衆ダウンロード装置１に装填す
ることで、ダウンロードデータの内容が更新されるようにしてもよい。
【００２１】
クレジットカード会社は、一般に使用されているクレジットカードを管理する会社であり
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、上記公衆ダウンロード装置管理会社での登録ユーザーがクレジットカードを用いて料金
支払いを行う場合に、公衆ダウンロード装置管理会社２からの請求に基づいて、ユーザー
の銀行預金からの料金引き落としや、その料金を受け取るべき組織（公衆ダウンロード装
置管理会社２、コンテンツ会社４、アプリケーション会社５など）に対する対価支払いサ
ービスを行う。
【００２２】
コンテンツ会社４は、不特定多数に提供する電子情報、例えば電子新聞、電子雑誌、電子
書籍、音楽情報（曲など）、映像情報（テレビ番組や映画）などを、１つのコンテンツと
してネットワーク７から各公衆ダウンロード装置１に提供できる組織である。各種情報は
それぞれ１つのコンテンツとしてコンテンツサーバ４ａに格納され、公衆ダウンロード装
置１側の要求に基づいてその公衆ダウンロード装置１に送信したり、定期的に各公衆ダウ
ンロード装置１に送信して公衆ダウンロード装置１内で情報更新を実行させる。
もちろんコンテンツ会社が衛星通信部１０を備えて、衛星通信によりコンテンツを各公衆
ダウンロード装置１に提供できるようにしてもよい。
【００２３】
アプリケーション会社５は、いわゆるソフトウエアとてのアプリケーションを当該ダウン
ロードシステムに提供できる組織である。即ち公衆ダウンロード装置１で使用できるアプ
リケーションもしくは公衆ダウンロード装置１を用いてユーザーがダウンロードできるア
プリケーションを、アプリケーションサーバ５からネットワーク７を介して各公衆ダウン
ロード装置１に提供する。もしくは或る公衆ダウンロード装置１からの要求に応じて必要
とされているアプリケーションを提供する。
またアプリケーション会社が衛星通信部１０を備えて、衛星通信によりアプリケーション
を各公衆ダウンロード装置１に提供できるようにしてもよい。
【００２４】
公衆電話管理会社６は、公衆電話回線を管理する組織である。タイプＢとしての公衆ダウ
ンロード装置１は、電話機能を搭載すれば、公衆電話としての利用できるものであり、公
衆電話としての使用に関しては公衆電話管理会社６が管理することになる。
【００２５】
このようなダウンロードシステムにおいて、実現可能な機能や料金支払い形態を、公衆ダ
ウンロード装置１の各タイプ毎に、図２を参照して説明していく。
【００２６】
公衆ダウンロード装置１の機能としては大まかにみて、図２に示すように、公衆ダウンロ
ード装置１内のメディアからのユーザーの所有するディスクへの情報のダウンロード、ネ
ットワーク７を介したサーバシステム（コンテンツサーバ４ａ、アプリケーションサーバ
５ａ等）からのユーザーの所有するディスクへの情報のダウンロード、衛星通信部１０を
介したサーバシステム（コンテンツサーバ４ａ、アプリケーションサーバ５ａ等）からの
ユーザーの所有するディスクへの情報のダウンロードがあり、また補助的な機能として公
衆電話としての兼用も考えられる。
【００２７】
まずユーザーの所有するディスクに対する、公衆ダウンロード装置１内のメディアからの
情報のダウンロードとは、公衆ダウンロード装置１内の記録媒体（例えばハードディスク
等）に記録されているデータファイル、アプリケーション、コンテンツ等をユーザーが自
分のディスクにダウンロードさせる機能である。
この機能は、ネットワーク接続状態に限らず可能とされるもので、つまりタイプＡ～タイ
プＣのいづれの公衆ダウンロード装置１でも実行可能とされる。
【００２８】
ネットワーク７を介して得られる情報のディスクへのダウンロードとは、公衆ダウンロー
ド装置１とネットワーク接続された部位、例えば他の公衆ダウンロード装置１、公衆ダウ
ンロード装置管理会社２、コンテンツ会社４、アプリケーション会社５などから提供され
る情報として、データファイル、アプリケーション、コンテンツ（電子出版物、音楽ソフ
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ト、映像ソフト、ゲームソフト等）をユーザーが自分のディスクにダウンロードさせる機
能である。
この機能は当然ながらネットワーク接続されていなければならないため、タイプＡ又はタ
イプＢの公衆ダウンロード装置１で実行可能とされる。
【００２９】
また衛星通信部１０を介して得られる情報のディスクへのダウンロードとは、衛星通信部
１０を有する公衆ダウンロード装置１が、同じく衛星通信部を有する部位として公衆ダウ
ンロード装置管理会社２（もちろん、他の公衆ダウンロード装置１、コンテンツ会社４、
アプリケーション会社５などの場合もあり得る）から提供される情報として、データファ
イル、アプリケーション、コンテンツ（電子出版物、音楽ソフト、映像ソフト、ゲームソ
フト等）をユーザーが自分のディスクにダウンロードさせる機能である。この機能は当然
ながら衛星通信部１０を有することで、タイプＡ又はタイプＢの公衆ダウンロード装置１
で実行可能とされる。
【００３０】
なお、上記タイプＡ，Ｂ，Ｃとしてはあげていないが、例えばネットワーク７及び電話線
８には接続されていないが、衛星通信部１０を備える公衆ダウンロード装置１も考えられ
る。このような公衆ダウンロード装置１では衛星通信部１０を介して得られる情報のディ
スクへのダウンロードが可能となることはいうまでもない。
【００３１】
公衆電話としての兼用機能は、公衆ダウンロード装置１に公衆電話機能が搭載されている
ことが条件であって、また当然ながら公衆電話回線網と接続されていなければならないた
め、タイプＢのみにおいて実現可能な機能となる。
【００３２】
次に料金支払形態を考える。まずどのタイプであろうと、公衆ダウンロード装置１の使用
を一般公衆（もしくは或る組織内の人のみに限って）に無料提供することは可能である。
例えば学校内に数カ所公衆ダウンロード装置１を配置し、その学校の生徒や職員が自由に
公衆ダウンロード装置１を使用して上記各機能に基づく処理が実行できるようにする場合
などの例が考えられる。
【００３３】
有料とする場合は、ユーザーが公衆ダウンロード装置管理会社に対して支払い登録を行う
ことによるクレジットカードからの引き落とし、通貨やプリペイドカードによる支払い、
クレジットカード装填による支払いなどが考えられる。
【００３４】
支払い登録によるクレジットカード支払いについては、例えば公衆ダウンロード装置管理
会社が管理を行う。
ユーザーはディスクを購入した際に、そのディスクを使用して公衆ダウンロード装置１の
利用を行い、かつその支払いをクレジットカードで行う旨の登録手続を行う。
公衆ダウンロード装置管理会社２がその登録手続を受け付けると、以降ユーザーは通貨や
プリペイドカードを持たなくてもそのディスクを用いて公衆ダウンロード装置１を利用で
きる。
【００３５】
この場合、公衆ダウンロード装置１の使用に際しては、装填されたディスクと、そのユー
ザーについて、公衆ダウンロード装置１及び課金サーバ２ａの双方で厳重なチェックが行
われる。そしてそのチェックがＯＫであれば使用可能となる。
このチェックに関しては、ディスクシリアルナンバ、ユーザーＩＤ、パスワード等が用い
られるが、詳しいチェック方式の例については後述する。
使用が終了された際には、例えば図１に示すように使用料金の情報ＦＤｔがその使用され
た公衆ダウンロード装置１から課金サーバ２ａに送られる。
【００３６】
公衆ダウンロード装置管理会社２は課金サーバ２ａでの管理に基づいてクレジットカード
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会社３にそのユーザーの使用料（公衆ダウンロード装置使用料、ダウンロード料金（ソフ
トウエア購入料）など）を提示するとともに公衆ダウンロード装置使用料Ｆｐｃを請求す
る。クレジットカード会社３は公衆ダウンロード装置管理会社２からの使用料提示に基づ
いてそのユーザーの銀行口座から使用料引き落としを行うとともに、公衆ダウンロード装
置管理会社に公衆ダウンロード装置使用料金Ｆｐｃを支払う。
なお公衆ダウンロード装置使用料Ｆｐｃは、例えば公衆ダウンロード装置１の使用時間な
どに応じてユーザーが支払うべき料金である。
【００３７】
またその公衆ダウンロード装置使用の際に、コンテンツ会社４が提供した有料のコンテン
ツが購入（ダウンロード）されていた場合は、クレジットカード会社３はそのコンテンツ
購入料Ｆｃｔをコンテンツ会社４に支払う。
さらにその公衆ダウンロード装置使用の際に、アプリケーション会社５が提供した有料の
アプリケーションソフトウエアが購入（ダウンロード）されていた場合は、クレジットカ
ード会社３はそのアプリケーション購入料Ｆａｐをアプリケーション会社５に支払う。
【００３８】
このような方式のユーザーからの料金徴収は、クレジットカードを保有するユーザーが公
衆ダウンロード装置管理会社２に支払い登録することが条件であり、かつ使用される公衆
ダウンロード装置１がネットワーク接続されているか、もしくは衛星通信機能を有する必
要があるため、タイプＡ又はタイプＢに限られる。このようなクレジットカード利用の支
払い方式を、説明上「登録支払い」と呼ぶこととする。
【００３９】
次に通貨（コイン又は紙幣）やプリペイドカードによる支払いを考えると、公衆ダウンロ
ード装置１にコインやプリペイドカードに対応する処理機能が搭載されていれば、基本的
にはどのタイプでも採用できる支払い方式となる。
但し、例えば公衆ダウンロード装置１を公衆電話と兼用し、その電話料金の徴収のための
コインやプリペイドカードに対応する処理機能が搭載されるような場合は、タイプＢに限
られる。そしてこの場合、公衆ダウンロード装置１はコイン又はプリペイドカードを用い
られて使用された際には、その使用料金の情報ＦＤｃｏを例えば電話線８で公衆電話管理
会社６に送信する。
【００４０】
公衆電話管理会社６は、送信されてきたユーザーの使用料（公衆ダウンロード装置使用料
、コンテンツ購入料、アプリケーション購入料など）に基づいて、公衆ダウンロード装置
管理会社２、に公衆ダウンロード装置の使用料金Ｆｐｃを支払う。
またその公衆ダウンロード装置使用の際に、コンテンツ会社４が提供したコンテンツが購
入されていた場合は、公衆電話管理会社６はそのコンテンツ購入料Ｆｃｔをコンテンツ会
社４に支払う。さらにその公衆ダウンロード装置使用の際に、アプリケーション会社５が
提供したアプリケーションが購入されていた場合は、公衆電話管理会社６はそのアプリケ
ーション購入料Ｆａｐをアプリケーション会社５に支払う。
【００４１】
また料金支払形態として、近年設置されている公衆電話の例にみられるものと同様に、ク
レジットカードを直接公衆ダウンロード装置１に装填して使用するような方式も考えられ
る。この場合、公衆ダウンロード装置１にクレジットカード対応処理機能が搭載されてい
なければならない。
このような支払い方式で公衆ダウンロード装置１が使用される場合、公衆ダウンロード装
置１はその使用料金の情報ＦＤｃｃを例えば電話線８でクレジットカード会社３に送信す
る。
【００４２】
クレジットカード会社３は、送信されてきたユーザーの使用料（公衆ダウンロード装置使
用料、コンテンツ購入料、アプリケーション購入料など）に基づいて、ユーザーの銀行口
座からの料金引き落とし、及び公衆ダウンロード装置管理会社２に対する公衆ダウンロー
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ド装置使用料金Ｆｐｃの支払い、コンテンツ会社４に対するコンテンツ購入料Ｆｃｔの支
払い、アプリケーション会社５に対するアプリケーション購入料Ｆａｐの支払い等を行う
。
この方式の場合は、電話線８が接続されている必要があるためタイプＢに限られるが、例
えばクレジットカード会社３がネットワーク７に接続されていれば、タイプＡでも可能と
なる。
【００４３】
なお説明上、通貨、又はプリペイドカード、又はクレジットカードを公衆ダウンロード装
置１に直接投入する支払い方式を、「投入支払い」と呼ぶこととする。
【００４４】
ところで、以上のように図１、図２でダウンロードシステムとしての構成要素や料金支払
い形態、公衆ダウンロード装置１の機能について説明したが、これらはあくまで、これか
ら説明する具体的な構成や動作機能に対応したシステムとしての一例にすぎない。
特にダウンロードシステムを構成する組織の形態（サーバシステムとしての数や種類）な
どは非常に多様に考えられ、それに応じてネットワーク接続形態や、料金徴収方式などは
各種多様に形成されることになる。
【００４５】
［ II］ネットワーク接続されたダウンロードシステム
II－１．公衆ダウンロード装置の構成
ネットワーク接続されたダウンロードシステムについて説明していく。これはダウンロー
ドシステムにおける公衆ダウンロード装置１として上記タイプＡ又はタイプＢが用いられ
る場合となる。
この説明ではタイプＢとしての公衆ダウンロード装置１をあげる。なおタイプＡは、ここ
で説明していくタイプＢの構成及び動作から公衆電話機能をなくしたものであり、公衆ダ
ウンロード装置１としての基本的な構成及び動作は同様であるため、最後にタイプＢとの
違いを述べるのみにとどめ詳述は避ける。
【００４６】
図３、図４はタイプＢとしての公衆ダウンロード装置１の外観例を示すものである。
この公衆ダウンロード装置１は公衆の使用を前提として店頭などに設置されるもので、例
えば通常の公衆電話と類似した外観を備える例としている。
図３に示すように、公衆ダウンロード装置１には前面上部に液晶パネルもしくは陰極線管
（ＣＲＴ）などを利用した表示部１１が形成され、これが公衆ダウンロード装置１の使用
の際のモニタ画面となる。
【００４７】
またユーザーの使用に供される入力装置としてキーボード１２が設けられるが、図３に示
すようにキーボード１２は不使用時には公衆ダウンロード装置１の装置内部に収納された
使用不能状態となっており、使用の際には図４に示すように装置内部から引き出されるこ
とで使用可能状態となる。本例の場合、後述するようにキーボード１２の引出及び収納は
、公衆ダウンロード装置１の使用開始及び終了の際に自動的に行われるものとしているが
、ユーザーが使用開始時及び終了時に手動で排出／収納させるような構成をとってもよい
。
【００４８】
また公衆ダウンロード装置１の使用時にはユーザーは所持するディスク９０を装填する必
要があるが、このディスク９０を装填する部位としてディスクトレイ１４が設けられてい
る。ディスクトレイ１４はユーザーがイジェクトキー１３を押すことによって図４のよう
に装置内部から引き出される。この状態で、ユーザーはディスク９０をディスクトレイ１
４に載せ、再度イジェクトキー９０を操作すると、図３のようにディスクトレイ１４が収
納された状態となる。この状態でディスク９０は内部のディスクドライブ（図５のディス
クドライブ２４）に装填された状態となり、公衆ダウンロード装置１はディスク９０に対
する記録再生動作が可能となる。
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【００４９】
この公衆ダウンロード装置１は、ユーザーの料金支払形態として、上述した登録支払い（
クレジットカード登録による支払い）と投入支払い（通貨、プリペイドカード、クレジッ
トカードの投入による支払い）をユーザーは選択できるようにされている。そして投入支
払いへの対応のために、図示するようにコイン挿入部１５、プリペイドカード挿入部１６
、クレジットカード挿入部１７が設けられている。
またこの公衆ダウンロード装置１は図１のネットワーク７と電話線８の両方に接続されて
おり、特に電話線８に接続されることと公衆電話としての機能を備えることで公衆電話と
しても兼用できるようにされる。このために図示するように送受話器１８とダイヤルキー
１９が設けられている。
また図３、図４には示していないが、上述した衛星通信部１０としての機能を備えている
。
【００５０】
図５は公衆ダウンロード装置１の内部構成を示している。
コンピュータ／ネットワークコンピュータ２０（以下コンピュータ２０という）は、公衆
ダウンロード装置１がいわゆるパーソナルコンピュータとして機能し、ダウンロード処理
を行うための装置部であり、演算／制御処理を行うＣＰＵ、主記憶領域としてのＲＡＭ部
、ＯＳその他のプログラムを保持するＲＯＭ部、公衆ダウンロード装置１内の各部に対す
るインターフェース機能、ネットワーク７や電話線８に対するインターフェース機能等を
備える。
また内部記憶媒体としてハードディスクドライブ２１を有している。
【００５１】
このコンピュータ２０に対する入力装置としては、パネル操作部２３と上述したキーボー
ド１２が設けられる。
パネル操作部２３としては上記のようにイジェクトキー１３及びダイヤルキー１９が設け
られる。
キーボード１２は、キーボード入出駆動部２６によって排出／収納駆動される。コンピュ
ータ２０はユーザーの使用に際してキーボード入出駆動部２６にキーボード排出を指示し
、キーボード排出駆動部２６はこれに応じて図示しないキーボード移動モータを駆動する
。このキーボード移動モータの動作により図示しないキーボード移動ギア系が駆動され、
図４のようにキーボード１２が使用可能状態にまで排出される。
また公衆ダウンロード装置１の使用終了時には、コンピュータ２０はキーボード入出駆動
部２６にキーボード収納を指示し、キーボード排出駆動部２６はこれに応じてキーボード
移動モータを駆動することで、そのキーボード移動モータとキーボード移動ギア系の動作
によりキーボード１２が引き込まれ、図３のように収納状態とされる。
【００５２】
上述したようにディスクトレイ１４から装填されるディスク９０は、ディスクドライブ２
４内において記録／再生ドライブされる。
コンピュータ２０はイジェクトキー１３が押されることに応じてトレイ駆動部２２にディ
スクトレイ１４の排出もしくは収納の指示を出し、これに応じてトレイ駆動部２２は図示
しないトレイ移動モータ及びトレイ移動ギア系を駆動させて、ディスクトレイ１４の排出
又は収納を実行させる。また、公衆ダウンロード装置１の使用終了時などは、イジェクト
キー１３の操作がなくても、コンピュータ２０はトレイ駆動部２２に対してディスクトレ
イ１４の排出、収納の指示を行うことになる。
【００５３】
ディスクドライブ２４内に装填されたディスク９０に対しては、ディスクドライブ２４は
、コンピュータ２０からのリード／ライト要求に従って記録／再生動作を行なう。
即ち、コンピュータ２０がリードコマンド、読出位置アドレス、データ長等をディスクド
ライブ２４に送信することで、ディスクドライブ２４はその指示に応じた読出動作を行い
、読出データをコンピュータ２０に送る。またコンピュータ２０がライトコマンド、書込
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位置アドレス、データ長、及び書き込むべきダウンロードデータ等をディスクドライブ２
４に送信することで、ディスクドライブ２４はその指示に応じた書込動作を行い、送信さ
れてきた情報をディスク９０に記録（ダウンロード）する。
【００５４】
またディスク９０として、例えばダウンロード用のデータの更新のためのディスク９０が
用意され、ユーザーではなく提供者側が所持するようにする。例えばダウンロード用のデ
ータとしてハードディスクドライブ２１に保持されているある情報について更新する必要
が生じた場合に、その情報の提供者側（例えばコンテンツ会社４等）が、そのディスクを
装填することで更新情報がコンピュータ２０に読み込まれ、ダウンロード情報としてのフ
ァイルが更新される。
【００５５】
表示部１１においてはいわゆるパーソナルコンピュータ画面のように、ＧＵＩ画像等の表
示が行われる。コンピュータ２０は表示ドライバ２５に対して表示すべき情報を与え、表
示ドライバ２５が表示部１１に対する表示を実行する。
【００５６】
この例の公衆ダウンロード装置１は、ネットワーク接続されるために、ＬＡＮインターフ
ェース２７を備え、ネットワーク７と接続される。これによりコンピュータ２０は図１に
示したようにネットワーク７に接続されている各部とデータ通信を行うことができる。
また、コンピュータ２０はモデム２９を介して電話線８と接続されることで、電話線８を
介したデータ通信も可能とされている。さらに、電話回路２８と送受話器１８を備えるこ
とで公衆電話としての使用も可能とされる。
例えばコンピュータ２０は送受話器がオフフックとされたことを電話回路２８を介して検
出したら、公衆電話としての制御モードに入り、ダイヤルキー１９の操作に応じて電話回
路２８に発呼を実行させる。
そして回線がつながった後は、電話回路２８に通常の通話動作を実行させ、公衆電話とし
て機能させる。
【００５７】
さらに衛星通信部１０としての機能を実現するために、通信処理部３３とアンテナ部３４
を有する。
コンピュータ２０は、必要な送信情報（データ要求等）としての信号について通信処理部
３３で変調、増幅等の処理を実行させ、アンテナ部３４から通信出力させる。これにより
公衆ダウンロード装置管理会社２その他の衛星通信部１０を有するサーバシステムに対し
て所要の通信を行うことができる。
また衛星通信部１０を有するサーバシステムから送信された情報をアンテナ部３４で受信
し、通信処理部３３で復調させて、その情報を取り込む。これにより衛星通信部１０を有
するサーバシステムからのコマンド等を受け付けたり、ダウンロード用に提供される情報
（コンテンツ等）を取り込んで例えばハードディスクドライブ２１に格納したりすること
ができる。
【００５８】
またこの公衆ダウンロード装置１は上述のように投入支払いに対応するために、コイン処
理部３０が設けられ、コイン挿入部１５から投入されたコインによる料金徴収処理を行う
。
プリペイドカード処理部３１はプリペイドカード挿入部１６から挿入されたプリペイドカ
ードによる料金徴収処理を行う。例えば徴収する料金に応じたプリペイドカードの磁気デ
ータの更新やパンチング等の処理を行う。
コインやプリペイドカードによる支払いが行われた場合は、コンピュータ２０はその支払
いの情報を電話線８を介して公衆電話管理会社６に送信する。
【００５９】
クレジットカード処理部３２は、クレジットカード挿入部１７から挿入されたクレジット
カードの情報を読みとり、コンピュータ２０に供給する。この場合コンピュータ２０は、
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電話線８を介してクレジットカード情報（カードナンバ）や使用料金の情報をクレジット
カード会社３に送信する。
【００６０】
タイプＢとしての公衆ダウンロード装置１は例えば以上のように構成されるが、このすべ
ての構成要素は必ずしも必要ではなく、また例示していない構成要素を設けてもよい。例
えばクレジットカードの投入支払いの対応を行わない機種としてはクレジットカード挿入
部１７やクレジットカード処理部３２は必要ない。
また公衆電話機能を付加しない場合は、送受話器１８や電話回路２８が不要であることは
いうまでもない。
【００６１】
他の構成要素を付加する例としては、プリンタ部を配置し、公衆ダウンロード装置１使用
時に印刷出力を可能とすることが考えられる。例えばダウンロードした情報の内容や名称
、関連情報等をプリンとしてユーザーに提供する。もちろん公衆ダウンロード装置１とは
別体でプリンタ装置が接続配置されるようにしてもよい。
また入力装置としてキーボード１４に加え、マウスを用意してもよい。マウスとしては机
上等で操作する通常のマウスだけでなく、いわゆるエアマウスと呼ばれるような、ユーザ
ーが手に持って空間上で操作し、例えば角速度センサ、加速度センサ、重力センサなどに
より２次元又は３次元の移動方向に対応する操作情報を入力できるものを採用してもよい
。
さらにＣＤ－ＲＯＭドライブを設ける例も考えられる。
また、パワーアンプやスピーカ装置を備え、コンテンツとしての音楽などを、ユーザーが
その場で聞けるようにしても良い。
【００６２】
また、タイプＡとしての公衆ダウンロード装置１は、以上のようなタイプＢの公衆ダウン
ロード装置から電話線８の接続に対応する機能部位をなくした構成となる。即ち送受話器
１８、電話回路２８のない構成となり、また場合によってはクレジットカード挿入部１７
、クレジットカード処理部３２のない構成となる。
【００６３】
さらにタイプＡ、タイプＢに限らず、公衆ダウンロード装置１の使用を無料とする場合は
、コイン挿入部１５、コイン処理部３０、プリペイドカード挿入部１６、プリペイドカー
ド処理部３１、クレジットカード挿入部１７、クレジットカード処理部３２は、当然なが
ら不要となる。
【００６４】
II－２．ディスク
次に、本例のダウンロードシステムでユーザーの所有する記録媒体として用いられるディ
スク９０について説明する。
本例のダウンロードシステムでのディスク９０としては、データ書込可能なディスクであ
り、かつデータ書換不能な領域を有することが好ましい。このために、図６（ａ）に示す
ＲＡＭディスクか、もしくは図６（ｂ）（ｃ）に示すパーシャルＲＯＭディスクが用いら
れる。
【００６５】
図６（ａ）のＲＡＭディスクは主データ領域全体が例えば光磁気領域や相変化領域などに
よる記録／再生可能なリライタブル領域ＡＲＷとされている。このＲＡＭディスクの場合
は、物理的には主データ領域のすべては書換可能領域となるため、一部書換不能なデータ
を記録する領域を設定する必要があり、ディスク管理情報により、ある領域をライトプロ
テクトする。
【００６６】
パーシャルＲＯＭディスクとは例えば図６（ｂ）または（ｃ）のような構造を持つディス
クである。即ち１枚のディスクの主データ領域においてＲＯＭ領域ＡＥとリライタブル領
域ＡＲＷが設けられているものである。
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ＲＯＭ領域ＡＥはいわゆるエンボスピットなどによりデータが記録されるエリアであり、
つまり物理的にみてもデータ書換が不能な領域である。このようなパーシャルＲＯＭディ
スクは、本例のダウンロードシステムの記録媒体として求められる、データ書込可能で、
かつデータ書換不能な領域を有するという条件に最も適する。
【００６７】
図７は、本例の記録媒体となる図６（ａ）～（ｃ）の各ディスクに共通する、外周側から
内周側までのエリア構成の例を示したものである。
例えばディスク最外周側にはＧＣＰ（ Gray Code Part）ゾーンが設けられ、内周側に向か
ってバッファゾーン、アウターコントロールＳＦＰゾーン、バッファゾーン、テストゾー
ンが設けられる。
そしてテストゾーンに続いて、ユーザーが所望のデータの記録を行なうことができるリラ
イタブル領域ＡＲＷ又は再生専用のＲＯＭ領域ＡＥから成る主データ領域としてのユーザ
ーエリアが形成される。ユーザーエリアはバンド０～バンド１５の１６バンドに分割され
ている。
【００６８】
図６（ｂ）のＲＡＭディスクではユーザーエリアが全てリイライタブル領域ＡＲＷとなる
。そして１又は複数の特定のバンドが、再生専用領域として書換不能に管理される。
図６（ｂ）（ｃ）のようなパーシャルＲＯＭディスクでは、バンド０～バンド１５の一部
がエンボスピットによるＲＯＭ領域ＡＥ、一部が光磁気領域などとしてのリライタブル領
域ＡＲＷとなる。
１６バンドのうち幾つをリライタブル領域ＡＲＷとし、幾つをＲＯＭ領域ＡＥとするかは
製造者側で任意に設定できる。
また図６（ｂ）（ｃ）ではユーザーエリアの内周側と外周側にリライタブル領域ＡＲＷと
ＲＯＭ領域ＡＥを分けた例を示しているが、隣接しないバンドにわたってリライタブル領
域ＡＲＷやＲＯＭ領域ＡＥを形成してもよい。
【００６９】
ユーザーエリアよりさらに内周側にはテストゾーン、バッファゾーン、インナーコントロ
ールＳＦＰゾーン、バッファゾーン、ＧＣＰゾーンが設けられる。
ユーザーエリアの外周及び内周に形成される、ＧＣＰゾーン、アウターコントロールＳＦ
Ｐゾーン、インナーコントロールＳＦＰゾーンは、それぞれ所定のコントロール情報が記
録される管理エリアとされている。
【００７０】
このようなパーシャルＲＯＭディスクもしくはＲＡＭディスクとしてのディスク９０には
、公衆ダウンロード装置１の使用に際して、図８のような情報が記録される。
図８は、上部側にパーシャルＲＯＭディスクとしてのユーザーエリアのＲＯＭ領域ＡＥ（
又はＲＡＭディスクでのライトプロテクテッド領域）を示し、下部側にユーザーエリアの
リライタブル領域ＡＲＷを示して、それぞれに記録されるべき情報をあげている。
なお、この例ではユーザーエリアとしているが、上記コントロールゾーンなどの管理領域
において図示する各情報を記録するようにフォーマットを設定することも考えられる。ま
た図７のようなフォーマット例も一例であり、ディスク９０が必ずしも図７のようなフォ
ーマットに設定される必要はない。
【００７１】
まずディスク９０のＲＯＭ領域ＡＥ（又はライトプロテクテッド領域）、つまりユーザー
が書き換え不可能とされるに領域には、公衆ダウンロード装置１に対応するメディアであ
ることを示す識別コードが記録される。パーシャルＲＯＭディスクの場合は、この識別コ
ードをエンボスピットとして記録した状態でディスク９０が製造される。
【００７２】
また、このＲＯＭ領域ＡＥ（又はライトプロテクテッド領域）には、ダウンロードＩＤが
記録される。
このダウンロードＩＤとは、そのディスク９０にダウンロードされるべき特定の情報を識
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別するコードナンバ（もしくは具体的なダウンロードファイル名）である。
例えば本例でダウンロードできる情報の種別として、電子出版物や音楽ソフト等があげら
れるが、例えばそのジャンルや、具体的な出版物の種類などを識別できるコードが、ダウ
ンロードＩＤとして記録される。例えば「＊＊新聞」「週刊＊＊」等の具体的な出版物に
応じたコードや、「新聞」「音楽ソフト」など、情報のジャンル種別に応じたコードなど
が設定され、記録される。
そしてこのダウンロードＩＤによって、そのディスクについてダウンロード内容を特定す
ることもできる。例えば或る新聞社が出版している電子新聞「Ｘ」についてのダウンロー
ドＩＤを記録しておくことで、そのディスク９０を電子新聞「Ｘ」についてのダウンロー
ド専用ディスクとすることも可能である。
【００７３】
このダウンロードＩＤは、１つのディスク９０に複数個（複数種類）記録するようにして
もよいし、また上記のジャンルや具体名などで階層化したＩＤ構造をとってもよい。
またＲＯＭ領域ＡＥではなく（もしくはＲＯＭ領域ＡＥでのダウンロードＩＤに加えて）
、リライタブル領域ＡＲＷにダウンロードＩＤを記録して、ダウンロードＩＤ自体を書き
換え可能とすることも考えられる。
【００７４】
一方ディスク９０のリライタブル領域ＡＲＷには、まずメディアＩＤが記録される。
このメディアＩＤとは、いわゆるディスクのシリアルナンバに相当するコードであり、つ
まりディスク９０が出荷される直前において、１つ１つのディスク毎にとおし番号として
割り振られる、各ディスクに固有のナンバとなるコードである。
このメディアＩＤは、このようにディスク９０内に書き込まれるだけでなく、例えばディ
スク９０のパッケージ等にもメディアＩＤとしてのコードが貼付され、購入したユーザー
がメディアＩＤとしてのコードナンバを知ることができるようにされている。
【００７５】
またリライタブル領域ＡＲＷには、ユーザーＩＤが記録される領域が用意され、ユーザー
ＩＤとしては、ディスク９０を購入したユーザーが任意の数値又は文字列を設定して記録
させるものである。このユーザーＩＤは、そのユーザーがそのディスク９０を用いて公衆
ダウンロード装置１を利用する際の暗証番号としての意味を持ち、つまりそのユーザーＩ
Ｄとしての暗証番号を知っている本人のみがそのディスク９０を使用できるようにするも
のである。
ディスク９０へのユーザーＩＤの記録は、後述するようにユーザーが公衆ダウンロード装
置１を利用することで実行できるが、例えばユーザーが所有するパーソナルコンピュータ
などからも記録できるようにしてもよい。
【００７６】
またリライタブル領域ＡＲＷには、支払い登録情報が記録される領域が用意され、ここに
は、ユーザーが登録支払いを行うためのクレジットカード支払い登録を公衆ダウンロード
装置管理会社２に対して行うことで、登録支払いが可能とされているディスクである旨が
記録される。この支払い登録情報は、例えば公衆ダウンロード装置１もしくはユーザーが
所有するパーソナルコンピュータなどから記録させることができる。
例えばユーザーは後述する手順でクレジットカードの登録を行うと、公衆ダウンロード装
置管理会社２から、登録ナンバがユーザーに対して送られてくるようにする。公衆ダウン
ロード装置１ではユーザーがディスク９０を装填した上で、登録ナンバを入力すると、公
衆ダウンロード装置１と公衆ダウンロード装置管理会社の間で照合処理が行われて、照合
ＯＫであれば登録支払いが可能とされているディスクである旨が記録されるようにするこ
とが考えられる。
【００７７】
さらにリライタブル領域ＡＲＷには、使用履歴情報や、料金履歴情報が記録される。
使用履歴情報は、そのディスク９０を用いて公衆ダウンロード装置１が使用される毎の、
その使用内容等の情報であり、公衆ダウンロード装置１の使用終了のたびにその公衆ダウ
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ンロード装置１によって内容が更新（使用履歴の追加）されていく。
具体的な使用履歴情報例としては図９のような例が考えられる。この図９は１回の公衆ダ
ウンロード装置１の使用に伴って書き加えられる情報の例である。
【００７８】
まず公衆ダウンロード装置の使用を開始した時刻（年月日時分秒）が記録される。また、
その使用した公衆ダウンロード装置１を識別するために、各公衆ダウンロード装置１に設
定されている公衆ダウンロード装置ナンバが書き込まれる。
また、その公衆ダウンロード装置の使用を終了した時刻（年月日時分秒）も記録される。
【００７９】
さらに実際の公衆ダウンロード装置の使用内容として、図の左側に「○」を付したような
情報が、その使用内容に応じて記録される。
例えばユーザーが公衆ダウンロード装置１のハードディスクドライブ２１にインストール
されていたアプリケーション、もしくはネットワークを介してアプリケーション会社５等
からロードしたアプリケーションを、自分の所有するディスク９０にダウンロードした場
合は、そのダウンロードアプリケーション名が記録される。
また図示していないが、アプリケーションの提供元を記録してもよい。つまり使用した公
衆ダウンロード装置１のハードディスクドライブ２１にインストールされていたアプリケ
ーションであるか、ネットワーク７等を介してロードしたアプリケーションであるか（及
びその際の具体的な提供者名称等）の情報である。
【００８０】
またユーザーが公衆ダウンロード装置１のハードディスクドライブ２１に記憶されていた
データファイル、もしくはネットワークを介してロードしたデータファイルを、自分の所
有するディスク９０にダウンロードした場合は、そのダウンロードしたデータ名が記録さ
れる。もちろんそのデータの提供元を同時に記録してもよい。なお、ここでデータファイ
ルいって特にコンテンツと区別しているのものは例えば電子メールとしてのデータファイ
ルなどである。
【００８１】
またユーザーが公衆ダウンロード装置１のハードディスクドライブ２１に記憶されていた
コンテンツ、もしくはネットワークを介してコンテンツ会社等からロードしたコンテンツ
を、自分の所有するディスク９０にダウンロードした場合は、そのダウンロードコンテン
ツ名が記録される。もちろんそのコンテンツの提供元の情報を同時に記録してもよい。
【００８２】
例えばこのように、ユーザーが公衆ダウンロード装置１を使用して実行したダウンロード
内容が、それぞれ使用履歴情報内に記録される。
もちろん同一内容の情報が複数記録される場合もある。例えば複数のアプリケーションが
ディスク９０にダウンロードされたような場合は、各アプリケーション名がそれぞれ記録
されることになる。
【００８３】
次に料金履歴情報としては、そのディスク９０を用いて公衆ダウンロード装置１が使用さ
れる毎の、支払われるべき料金についての情報であり、公衆ダウンロード装置１の使用終
了のたびにその公衆ダウンロード装置１によって内容が更新（料金履歴の追加）されてい
く。
具体的な料金履歴情報例としては図１０のような例が考えられる。この図１０は１回の公
衆ダウンロード装置１の使用に伴って書き加えられる情報の例である。
【００８４】
まず使用した公衆ダウンロード装置１を識別するために、各公衆ダウンロード装置１に設
定されている公衆ダウンロード装置ナンバが書き込まれる。
また、その公衆ダウンロード装置１の使用に対して払われる料金として公衆ダウンロード
装置使用料金が記録される。公衆ダウンロード装置１が使用時間に応じて課金する方式で
あるとすると、使用料金とともに使用時間が記録される。
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また、その使用に際してユーザーが選択した支払方法も記録される。即ち登録支払いか、
投入支払いかの別が記録され、また投入支払いの場合にはコイン／プリペイドカード／ク
レジットカードの別も記録されるようにしてもよい。
【００８５】
さらに実際の公衆ダウンロード装置の使用に応じた課金内容として、図の左側に「○」を
付したような情報が、その使用内容に応じて記録される。
ユーザーがアプリケーション、データ、コンテンツ等を自分の所有するディスク９０にダ
ウンロードするのは、いわゆるソフトウエアの購入としての意味を持つ。
従って、ユーザーがアプリケーション、データ、コンテンツ等をダウンロードし、しかも
それが有料提供されるものであった場合は、そのダウンロード料金（購入料金）が記録さ
れる。
【００８６】
なお、図示していないが、アプリケーション、データ、コンテンツ等のダウンロード料金
とともに、そのアプリケーション、データ、コンテンツ等の提供元を記録してもよい。
【００８７】
例えばこのように、ユーザーが公衆ダウンロード装置１を使用して実行した際の課金内容
が、それぞれ料金履歴情報内に記録される。もちろん同一内容の情報が複数記録される場
合もある。例えば複数のアプリケーションがディスク９０にダウンロードされたような場
合は、各アプリケーションについてのダウンロード料金がそれぞれ記録されることになる
。
【００８８】
図８に示すリライタブル領域ＡＲＷには、少なくとも以上のようにメディアＩＤ、ユーザ
ーＩＤ、支払い登録情報、使用履歴情報、料金履歴情報が記録できるようにされている。
なお、これらの情報はリライタブル領域ＡＲＷに記録されるが、これらのうち支払い登録
情報以外は、ユーザーが勝手に書き換えることができないようにする必要がある。まずメ
ディアＩＤは一切書換不能な状態にライトプロテクトの手段を講じておく。またユーザー
ＩＤは、一旦書き込まれた後は、一切書換不能とするとよい。また使用履歴情報と料金履
歴情報は、公衆ダウンロード装置１のみが更新可能とする。なお支払い登録情報について
も、一旦書き込まれた後は、一切書換不能とすることが好適な場合も考えられる。
これらの各種情報の書換管理は、例えば、ディスク１の管理ファイルの形態や、公衆ダウ
ンロード装置１側のディスク対応プログラムにより、メディアＩＤ、ユーザーＩＤ、支払
い登録情報、使用履歴情報、料金履歴情報のうちの全部又は一部を、通常はアクセスでき
ないファイル（ユーザーからは見えない隠しファイル）として管理することで実現するこ
とが考えられる。
また、ディスク９０自体でセキュリティを向上させるため、つまりディスク９０の不正使
用を不能とするために、メディアＩＤ、ユーザーＩＤ、支払い登録情報、使用履歴情報、
料金履歴情報のうちの全部又は一部を暗号化して記録することも考えられる。
【００８９】
ところで、公衆ダウンロード装置１の使用に際しての暗証番号の意味合いを持つものとし
てユーザーＩＤを説明したが、クレジットカード登録に基づく登録払いの場合は、もう１
つの暗唱番号としてパスワードが設定される。ところがこのパスワードはディスク９０に
は記録されないものである。詳しくは後述する。
【００９０】
以上のようにディスク９０のＲＯＭ領域ＡＥ（又はライトプロテクテッド領域）及びにリ
ライタブル領域ＡＲＷに記録される情報が設定されるが、リライタブル領域ＡＲＷにおい
て残りの領域は、公衆ダウンロード装置１の使用エリアとされる。
つまり公衆ダウンロード装置１によりダウンロードされるコンテンツ、データ、アプリケ
ーション等の保存領域として使用される。
【００９１】
一方、ＲＯＭ領域ＡＥとしては、識別コードの領域部分以外には設けないようにしてもよ
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いが、図８のように識別コードの領域部分以外にもＲＯＭ領域ＡＥを設定し、このＲＯＭ
領域ＡＥにセットアップシステム等を記録しておく例も考えられる。
【００９２】
　例えばパーシャルＲＯＭディスクやＲＡＭディスクの使用に際しては、ディフェクトエ
リアの管理や、ファイル管理情報を形成するためなどのフォーマット処理 ユーザーサイ
ドで実行する必要がある場合もあるが、そのフォーマットを実行するためのフォーマット
プログラム（セットアップシステム）を記録しておくことで、公衆ダウンロード装置１や
ユーザーが所有するパーソナルコンピュータにおいてフォーマットプログラムを保持して
いなくとも、そのディスク９０のフォーマットが可能となる。
【００９３】
また上記のようにユーザーＩＤはユーザーサイドで入力する必要があるが、このユーザー
ＩＤの書込のためのプログラムを記録しておけば、例えば公衆ダウンロード装置１だけで
なくユーザーが所有するパーソナルコンピュータでユーザーＩＤを書き込むことも可能と
なる。
さらにディスク９０の購入者に対するサービスなどとして、いわゆるバンドルソフトとし
てのアプリケーション等を記録しておくことなども考えられる。
【００９４】
ところで、本例では記録媒体の例としてディスクをあげているが、例えばディスクに代え
てＩＣカードやメモリカセットなどの他の種の書込可能な記録媒体を用いることも可能で
ある。
ＩＣカードの場合は、データ書込速度はディスク記録媒体に比べて著しく高速であるため
、ダウンロード時間の迅速化を実現できる。
例えばユーザーがＩＣカードを公衆ダウンロード装置１に装填すると、ダウンロードＩＤ
で示された情報が瞬時にダウンロードされるようなシステムを構築することも可能となる
。
また、ユーザーが所有する記録媒体の形態として、小型の携帯端末にＩＣカードが記録媒
体として搭載されるものも考えられる。この場合、携帯端末にプラグを設けて公衆ダウン
ロード装置１に接触させたり、コネクタ結線することで、内部のＩＣカードに各種情報を
ダウンロードできるようにすればよい。またこの場合、携帯端末内部にフラッシュメモリ
等の記憶手段を設け、上述した識別コード、ダウンロードＩＤ、メディアＩＤ、ユーザー
ＩＤ、支払い登録情報、使用履歴情報、料金履歴情報などが保持されるようにすればよい
。
【００９５】
II－３．使用手順
以上のようなディスク９０を用いて実行するユーザーの公衆ダウンロード装置１の使用手
順について説明する。
図１１はユーザーの使用手順を示すものであり、手順Ｓ１として示すようにまずユーザー
はディスク９０を入手する必要がある。上述のようにこの時点でディスク９０にはメディ
アＩＤ（ディスクシリアルナンバ）が書き込まれており、またそのパッケージに貼付され
たラベルなどにより、ユーザーはそのディスク９０のメディアＩＤを知ることができる。
【００９６】
なお、ダウンロードＩＤは後述するように、ユーザーの選択操作がなくともそのダウンロ
ードＩＤで示される所定の情報をダウンロードするためのものであり、これが各ディスク
に記録されているため、ユーザーは自分の欲しい情報についてのダウンロードＩＤが記録
されたディスクを選んで購入する。
但し、或るディスク９０において、ダウンロードＩＤとして示されていない情報について
は、そのディスク９０にダウンロードできないわけではなく（もちろんダウンロードでき
ないようにダウンロードシステムを構築することも可能ではあるが）、後述するダウンロ
ード情報の選択操作により任意の情報をダウンロードできる。
【００９７】
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ディスク９０を入手したら、ユーザーは実際の使用に先だって、手順Ｓ２としてユーザー
ＩＤをそのディスク９０に書き込む処理を行う。
例えばディスク９０を或る公衆ダウンロード装置１に装填したうえでユーザー自身が任意
に決めた数字又は文字列としてのユーザーＩＤを入力する。するとその公衆ダウンロード
装置１はディスク９０の所定領域に、入力された数字又は文字列をユーザーＩＤとして記
録する。
【００９８】
少なくともユーザーＩＤの記録までがすめば、手順Ｓ１０からの、投入払いによる公衆ダ
ウンロード装置１の使用が可能となる。但し、ユーザーが公衆ダウンロード装置使用料金
等の支払いに関して、クレジットカード登録による登録支払いを希望する場合は、手順Ｓ
３として支払い登録をすませる必要がある。
【００９９】
手順Ｓ３で行われる支払い登録について図１２、図１３で説明する。
ユーザーは、支払いの登録として、例えばディスク購入時に付属されていた登録用紙に、
メディアＩＤ、ユーザーＩＤ、パスワード、及びクレジットカードナンバを記入する。こ
のときメディアＩＤはディスク９０のパッケージに貼付されているラベルにより確認して
記入する。なお、その専用の登録用紙には予めメディアＩＤが記入されているようにして
もよい。ユーザーＩＤは手順Ｓ２で設定したコードを記入する。パスワードは登録支払い
のための暗証番号であり、この登録の際にユーザーが或る番号を決めてパスワードとする
。
これらの情報を記入したら、その登録用紙を公衆ダウンロード装置管理会社２に郵送する
。もしくはこれらの情報を電話やファックスで公衆ダウンロード装置管理会社２に伝えて
もよい。
【０１００】
公衆ダウンロード装置管理会社２は、郵送や電話で送られてきた内容に基づき、課金サー
バ２ａ内に登録処理を行う。
例えば各ユーザーついての登録内容として、課金サーバ２ａには図１３の＃ｎとして示す
登録ナンバ毎に、メディアＩＤ、ユーザーＩＤ、パスワード、及びクレジットカードナン
バが登録される。
【０１０１】
このような登録が実行されると、ディスク９０の支払い登録情報として、そのディスク９
０が登録支払いが可能とされているディスクである旨が記録される。この支払い登録情報
は、上述のようにディスク９０を公衆ダウンロード装置１に装填して、公衆ダウンロード
装置管理会社２から送られてきた登録ナンバを入力すると、公衆ダウンロード装置１と公
衆ダウンロード装置管理会社の間でメディアＩＤ等の照合処理（例えばそのディスク９０
に記録されているメディアＩＤと図１３のように登録されたメディアＩＤの照合）が行わ
れて、照合ＯＫであれば登録支払いが可能とされているディスクである旨が記録されるよ
うにすればよい。
もしくは、特に照合等は行わなくとも、ユーザーが公衆ダウンロード装置１等を利用して
記録を指示することで、登録支払いが可能とされているディスクである旨が記録されるよ
うにしてもよい。
【０１０２】
なお一旦登録を行った後、他のディスク９０を購入し、それについても同一のユーザーＩ
Ｄ、パスワードにより登録払いを行いたい場合は、用紙郵送、電話、ファックスによる登
録方法の他、公衆ダウンロード装置１を利用して登録することも可能とできる。この場合
はクレジットカードナンバはネットワーク上に送信せずに（ユーザーは入力しない）、ユ
ーザーＩＤとパスワードとして以前の登録の際と同じ番号を入力するのみとするとよい。
またこの場合公衆ダウンロード装置１はディスク９０内のメディアＩＤを読みとればよい
ため、ユーザーがメディアＩＤを入力する必要はない。
【０１０３】
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手順Ｓ３としての支払い登録をすませたユーザーは、手順Ｓ４からの公衆ダウンロード装
置１の使用が可能となる。
即ち手順Ｓ４として、ディスク９０を公衆ダウンロード装置１の設置してある場所に持参
して、その公衆ダウンロード装置１にディスク９０を装填する。
この時点でユーザーは料金支払方法として登録支払いにするか投入支払いにするかを選択
できる。
手順Ｓ５として登録支払いを選択した場合は、次に公衆ダウンロード装置１の要求に従っ
て、手順Ｓ６として２つの暗唱番号である、ユーザーＩＤ及びパスワードを入力する。
これらの入力に応じて、詳しくは後述するが入力されたユーザーＩＤ、パスワードと、装
填されたディスク９０に記録されている情報としてのメディアＩＤ、ユーザーＩＤと、課
金サーバ２ａ側に登録されているメディアＩＤ、ユーザーＩＤ、パスワードにより、照合
処理が行われ、使用条件が満たされているかが公衆ダウンロード装置１側で判断されるこ
とになる。
この使用条件確認としての照合処理がＯＫであれば、手順Ｓ７として示すようにユーザー
は公衆ダウンロード装置１を使用したディスク９０へのダウンロードを実行できる。
【０１０４】
ユーザーが処理の終了を指示すると公衆ダウンロード装置１は使用に伴った料金を提示す
るが、ユーザーは手順Ｓ８としてその料金を確認する。そして手順Ｓ９としてディスクト
レイ１４から排出されたディスク９０を受け取ると、１回の公衆ダウンロード装置１の利
用が終了する（手順Ｓ１６）。
【０１０５】
一方、支払いのための登録を行っていないユーザーであっても、手順Ｓ２が完了した段階
で、手順Ｓ１０以降による使用が可能である。
即ち手順Ｓ１０として、ディスク９０を公衆ダウンロード装置１の設置してある場所に持
参して、その公衆ダウンロード装置１にディスク９０を装填する。
そのディスク９０には支払い登録情報として、登録支払いが可能な旨が記録されていない
ため、公衆ダウンロード装置１は投入支払いとしての処理として、コイン、プリペイドカ
ード、もしくはクレジットカードの投入を要求する。ユーザーは手順Ｓ１１として、コイ
ン、プリペイドカード、もしくはクレジットカードを投入する。
なお、上記した手順Ｓ５で投入支払いを選択した場合も、この手順Ｓ１１に進むことにな
る。
【０１０６】
続いて公衆ダウンロード装置１の要求に従って、手順Ｓ１２として暗唱番号であるユーザ
ーＩＤを入力する。パスワードは登録支払いのための暗証番号であるのでこの場合はパス
ワード入力は不要となる。
ユーザーＩＤの入力に応じて、その入力されたユーザーＩＤと、装填されたディスク９０
に記録されている情報としてのユーザーＩＤの照合処理等が行われ、使用条件が満たされ
ているかが公衆ダウンロード装置１側で判断されることになる。
この使用条件確認としての照合処理がＯＫであれば、手順Ｓ１３として示すようにユーザ
ーは公衆ダウンロード装置１を使用したダウンロード処理を実行できる。
【０１０７】
ユーザーが処理の終了を指示すると公衆ダウンロード装置１は使用に伴った料金を提示す
るが、ユーザーは手順Ｓ１４としてその料金を確認する。そして手順Ｓ１５としてディス
クトレイ１４から排出されたディスク９０を受け取ると、１回の公衆ダウンロード装置１
の利用が終了する（手順Ｓ１６）。
【０１０８】
ユーザーは例えば以上のような手順で、購入したディスク９０を用いて公衆ダウンロード
装置１を使用することができる。
【０１０９】
II－４．公衆ダウンロード装置の処理
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上記の手順での使用を実現するとともに、ユーザーの要求に応じた各種処理を実行するた
めの公衆ダウンロード装置１のコンピュータ２０（及びネットワーク）が実行する処理に
ついて図１４から図２０で説明していく。
【０１１０】
公衆ダウンロード装置１は、設置場所において図３に示したような状態で待機しており、
ユーザーがディスク９０を装填することで図１４から図１８に示す処理を開始する。
ディスク９０の装填のために、ユーザーがイジェクトキー１３を操作することでコンピュ
ータ２０はディスクトレイ１４を排出させる。ユーザーがこのディスクトレイ１４にディ
スク９０を載せて再びイジェクトキー１３を押すと（又はディスクトレイ１４を押すと）
、コンピュータ２０はディスクトレイ１４を収納させ、これによりディスク９０がディス
クドライブ２４によって記録再生可能となる。
このようなディスク挿入動作が行われると、コンピュータ２０の処理は図１４のステップ
Ｆ１０１からＦ１０２に進む。
ステップＦ１０２ではコンピュータ２０はディスクドライブ２４にディスク９０の識別コ
ードの読取を指示し、識別コードを確認する。即ち、挿入されたディスクがこの公衆ダウ
ンロード装置１の使用に適したディスクであるか否かを確認する。
もし識別コードが適正に読み取れず、公衆ダウンロード装置１に対応しないディスクであ
ると判断されたら、ステップＦ１０３からＦ１０４に進み、トレイ駆動部２２に対してデ
ィスクトレイ２２の排出を指示し、ディスクを排出して処理を終える。
【０１１１】
識別コードが適正に確認された場合は、ステップＦ１０３からＦ１０５に進み、キーボー
ド入出駆動部２６に対してキーボード１２の排出を指示する。これによりキーボード１２
が図４のように使用可能状態に排出される。
【０１１２】
続いてステップＦ１０６では、装填されているディスク９０にユーザーＩＤが書き込まれ
ているか否かを確認する。これは、ユーザーが上述した図１４の手順Ｓ２までを済ませて
いるか否かの確認となる。
ユーザーＩＤが記録されたディスク９０であれば、既に手順Ｓ２までは済んでいるため、
ステップＦ１１４に進む。
【０１１３】
ディスク９０にユーザーＩＤが記録されていない場合とは、ユーザーが手順Ｓ２の実行を
忘れていた場合か、もしくは手順Ｓ２を実行しようとして購入したディスク９０を公衆ダ
ウンロード装置１に装填した場合である。
このため処理をステップＦ１０７からＦ１０８に進め、ディスク９０に対するユーザーＩ
Ｄの登録処理に入る。つまり手順Ｓ２を公衆ダウンロード装置１を使用して行う場合の処
理となる。
【０１１４】
ステップＦ１０８ではユーザーに対してユーザーＩＤ登録要求を行う。つまり 示部１１
にユーザーＩＤ登録処理に入ることを提示し、ユーザーに暗証番号としての任意のコード
となるユーザーＩＤの入力を要求する。そして所定時間入力を待機する。
ユーザーがユーザーＩＤを入力しなかった場合、例えば終了操作を行った場合や所定時間
経過してもユーザーＩＤが入力されなかった場合は、ステップＦ１０９からＦ１１２に進
み、トレイ駆動部２２に指示を出してディスクトレイ２２を排出させ、ディスク９０をユ
ーザーに返却するとともに、ステップＦ１１３でキーボード入出駆動部２６に指示を出し
てキーボード１２を収納させて処理を終える。
【０１１５】
ユーザーがユーザーＩＤ登録処理を望んだ場合は、ユーザーＩＤとしてのコードが入力さ
れることになり、この場合ステップＦ１０９からＦ１１０に進んで、ディスク９０の所定
領域に入力されたユーザーＩＤを書き込む。
ユーザーがユーザーＩＤの登録のみを行うとして公衆ダウンロード装置１を使用した場合
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は、ここで終了操作が行われることになるが、その場合はステップＦ１１１からＦ１１２
、Ｆ１１３に進み、ディスク９０の排出及びキーボード１２の収納を行って処理を終える
。
一方、引き続きユーザーが公衆ダウンロード装置１を使用する旨の操作を行った場合は、
ステップＦ１１１からＦ１１４に進む。
【０１１６】
ユーザーＩＤが登録されている（手順Ｓ２の済んだ）ディスク９０が装填された場合は、
通常ステップＦ１１４まで進むことになるが、このステップＦ１１４からＦ１１９までで
料金徴収のための処理が行われる。これは図１１での手順Ｓ５、Ｓ１１に対応する処理と
なる。
まずステップＦ１１４ではディスク９０の支払い登録情報を確認する。そのユーザーが過
去にクレジットカード登録払いの手続（手順Ｓ３の支払い登録）を済ませている場合は、
ディスク９０の支払い登録情報として登録支払いが可能とされたディスクである旨が記録
されている。
そこで、そのようなデータが記録されていた場合はステップＦ１１５からＦ１１６により
、ユーザーに対して支払方法を選択させる。つまり登録支払いか投入支払いかを選択させ
る。
ステップＦ１１７で登録支払いが選択された場合は、登録支払いに対応した使用条件確認
処理としての各種照合処理を行うために、図１５のステップＦ１２０に進む。
【０１１７】
一方ステップＦ１１７で投入支払いが選択された場合、もしくはステップＦ１１５で登録
支払いとしての登録がされていないディスクであると判断された場合は、ステップＦ１１
８に進む。そしてコイン又はプリペイドカード又はクレジットカードの投入をユーザーに
求める。
これに対してユーザーがコイン又はプリペイドカード又はクレジットカードの投入を行っ
た場合は、投入支払いに対応した使用条件確認処理としての照合処理を行うために、図１
６のステップＦ１３２に進む。
【０１１８】
一方、ユーザーがコイン又はプリペイドカード又はクレジットカードの投入を行なわない
場合、例えば投入せずに終了操作を行った場合や、所定時間経過しても投入がなかった場
合は、ステップＦ１１９からＦ１１２、Ｆ１１３に進み、ディスク９０の排出及びキーボ
ード１２の収納を行って処理を終える。
【０１１９】
ステップＦ１１７で登録支払いが選択された場合に実行される使用条件確認処理として、
図１５のステップＦ１２０からの処理が行われる。
まずステップＦ１２０でユーザーに対して、暗証番号としてディスク９０に記録されてい
るユーザーＩＤの入力を求める。
ユーザーがユーザーＩＤを入力したら、ステップＦ１２１からＦ１２２に進み、ディスク
９０に記録されているユーザーＩＤと、入力されたユーザーＩＤが一致するか否かを確認
する。
【０１２０】
ユーザーＩＤが一致した場合は、ステップＦ１２３からＦ１２４に進み、続いてユーザー
に対してパスワードの入力を要求する。つまりクレジットカード支払い登録の際にユーザ
ーが設定した暗証番号である。
パスワードが入力されたら、ステップＦ１２５からＦ１２６に進み、入力されたパスワー
ドと、ディスク９０に記録されているメディアＩＤ（シリアルナンバ）を、暗号化した上
でネットワーク７により課金サーバ２ａに送信する。
【０１２１】
これにより課金サーバ２ａ側では登録されているデータとの照合処理が行われ、その照合
結果を送信してくる。公衆ダウンロード装置１はステップＦ１２７で照合結果の受信を待
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機する。
課金サーバ２ａからの照合結果が受信されたらステップＦ１２８でその内容を確認し、照
合結果ＯＫとされていればステップＦ１２９に進む。
【０１２２】
このとき、課金サーバ２ａはさらに登録されているデータに基づいてユーザーＩＤを暗号
化して送信してくるが、ステップＦ１２９ではそのユーザーＩＤの受信を待機する。
そして課金サーバ２ａからのユーザーＩＤが受信されたら、ステップＦ１３０において、
受信したユーザーＩＤの暗号解読を行うとともに、そのユーザーＩＤとディスク９０に記
録されているユーザーＩＤを照合する。その照合結果がＯＫであれば、ステップＦ１３１
から図１７のステップＦ１３６に進み、実際の公衆ダウンロード装置１の使用（ダウンロ
ード実行）が可能となる。
つまりステップＦ１３１で肯定結果が得られた時点で使用条件確認処理が終了し、クレジ
ットカードの登録支払いによる公衆ダウンロード装置１の使用がＯＫと判断されることに
なる。即ち正当なユーザーの正当な使用と判断される。
【０１２３】
なお、この使用条件確認処理の途中で、ステップＦ１２１，Ｆ１２３，Ｆ１２５，Ｆ１２
８，Ｆ１３１のいづれかで否定結果が出た場合は、使用条件が満たされず、公衆ダウンロ
ード装置１の使用はできないことになる。つまり、ユーザーＩＤが入力されなかった場合
（Ｆ１２１）、入力されたユーザーＩＤが正しくなかった場合（Ｆ１２３）、パスワード
が入力されなかった場合（Ｆ１２５）、課金サーバ２ａ側での照合結果としてＮＧであっ
た場合（Ｆ１２８）、課金サーバ２ａに登録されているユーザーＩＤとディスク９０のユ
ーザーＩＤが一致していなかった場合（Ｆ１３１）である。
これらの１つに該当する場合は、処理は図１４のステップＦ１１２、Ｆ１１３に進み、デ
ィスク９０の排出及びキーボード１２の収納を行って処理を終える。
【０１２４】
この図１５の処理として通信を使用して行われる登録支払いの場合の使用条件確認処理の
様子を図１９に示す。
公衆ダウンロード装置１に装填されているディスク９０にはメディアＩＤ、ユーザーＩＤ
が記録されているため、公衆ダウンロード装置１のコンピュータ２０はこれらを読みとる
ことができる。
また上述したステップＦ１２０での入力要求に応じてユーザーはキーボード１２を用いて
ユーザーＩＤを入力する。ここでまず図１９に示す処理Ｐ１として、ディスク９０のユー
ザーＩＤと入力されたユーザーＩＤが照合される。これがステップＦ１２２に相当する。
【０１２５】
続いてコンピュータ２０は、ユーザーにパスワード入力を要求し、ユーザーはキーボード
１２を用いてパスワードを入力する。
コンピュータ２０はメディアＩＤと入力されたパスワードを処理Ｐ２として示すように暗
号化し、通信ＣＭ１として課金サーバ２ａに送信する。
課金サーバ２ａでは処理Ｋ１として、通信ＣＭ１による内容を解読し、メディアＩＤとパ
スワードを取り込む。また課金サーバ側には図１３で説明したように支払い登録データが
保持されているが、処理Ｋ１において、送信されてきたメディアＩＤとパスワードの組み
合わせが一致する登録データが存在するかを確認する。
【０１２６】
正しく登録されたユーザーであれば、ここでの照合がＯＫとなるが、パスワードを知らな
いユーザーや、パスワードを誤入力した場合は照合ＮＧとなる。
この照合結果が通信ＣＭ２として課金サーバ２ａから公衆ダウンロード装置１に送られる
。
コンピュータ２０は処理Ｐ３で通信ＣＭ２の内容を確認する。これはステップＦ１２７，
Ｆ１２８の処理に該当する。
【０１２７】
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続いて課金サーバ２ａは、処理Ｋ２として該当する登録データの中のユーザーＩＤを暗号
化し、通信ＣＭ３として公衆ダウンロード装置１に送信する。
公衆ダウンロード装置１のコンピュータ２０は、処理Ｐ４として通信ＣＭ３の内容の解読
、及び解読されたユーザーＩＤとディスク９０から読みとったユーザーＩＤの照合を行う
。これはステップＦ１２９，Ｆ１３０，Ｆ１３１に相当する。
【０１２８】
そして、公衆ダウンロード装置１側において、処理Ｐ１、Ｐ３、Ｐ４のすべてでＯＫが得
られた場合に、公衆ダウンロード装置１が使用可能となる。
そしてこの方式の場合、次のような理由から高いセキュリティを有するものとなる。
【０１２９】
まず処理Ｐ１としてのユーザーＩＤの照合により、そのユーザーがそのディスク９０の正
しい使用者であるか否かが判断される。
また処理Ｋ１での照合により、そのユーザーがクレジットカード支払い登録を行った（パ
スワードを知っている）正しいユーザーであるか否かが判断される。さらに同様のチェッ
クが処理Ｐ４によって行われる。
この３段階のチェックにより、たとえ他人にディスク９０が盗まれたような場合でも、ク
レジットカード登録の支払いが勝手に利用されてしまうことを防止できる。
【０１３０】
また次のような理由で、クレジットカードナンバや暗証番号についての安全もはかられる
。
まずクレジットカードナンバ及びパスワードはディスク９０に記録されないため、例えば
ディスク９０が盗まれても他人が知ることはできない。またクレジットカードナンバ自体
はネットワーク７では通信されないため、通信傍受などに対する安全も確保される。
【０１３１】
またパスワードとメディアＩＤは暗号化して通信される。またユーザーＩＤも暗号化して
通信される。これにより例えば通信が傍受された場合でも、パスワード等は解読できない
。
仮に解読できたとしても、パスワードとメディアＩＤの通信ＣＭ１と、ユーザーＩＤの通
信ＣＭ３は別の通信であるため、ある通信が傍受されてパスワードとメディアＩＤとユー
ザーＩＤの組み合わせが一度に盗まれてしまうことはない。特にネットワーク上の通信は
、各通信毎により通信経路が設定されるものであるため、別の時点で行われる通信の中か
ら、ある時点での通信ＣＭ１に対応する通信ＣＭ３を傍受することはほとんど不可能であ
る。
従ってパスワードとメディアＩＤとユーザーＩＤの組み合わせが盗まれることはまずあり
得ないことになる。
【０１３２】
これらのことから高度なセキュリティが確保された上で、クレジットカード登録支払いに
よる公衆ダウンロード装置１の使用ができることになる。
【０１３３】
ところで、投入支払いで公衆ダウンロード装置１を利用する場合は、これほど高度なセキ
ュリティは必要ではない。
このため、図１４のステップＦ１１９から投入払いが実行される場合に行なわれる使用条
件確認処理としては、図１６のステップＦ１３２以降のようになる。
【０１３４】
まずステップＦ１３２でコンピュータ２０はユーザーに対して、暗証番号としてディスク
９０に記録されているユーザーＩＤの入力を求める。
ユーザーがユーザーＩＤを入力したら、ステップＦ１３３からＦ１３４に進み、ディスク
９０に記録されているユーザーＩＤと、入力されたユーザーＩＤが一致するか否かを確認
する。
ユーザーＩＤが一致した場合は、ステップＦ１３５から図１７のステップＦ１３６に進み
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、実際の公衆ダウンロード装置１の使用が可能となる。
【０１３５】
このようにステップＦ１３５で肯定結果が得られ、ユーザーがそのディスク９０について
の正当な使用者であると判断された時点で使用条件確認処理が終了し、投入払いによる公
衆ダウンロード装置１の使用がＯＫとされることになる。
【０１３６】
なお、この使用条件確認処理の途中で、ステップＦ１３３，Ｆ１３５のいづれかで否定結
果が出た場合は、使用条件が満たされず公衆ダウンロード装置１の使用はできないことに
なる。つまり、ユーザーＩＤが入力されなかった場合（Ｆ１３３）もしくは入力されたユ
ーザーＩＤが正しくなかった場合（Ｆ１３５）に該当する場合は、処理は図１４のステッ
プＦ１１２、Ｆ１１３に進み、ディスク９０の排出及びキーボード１２の収納を行って処
理を終える。即ちそのユーザーはそのディスク９０の正当な使用者ではないと判断して処
理を終える。
【０１３７】
処理が図１７のステップＦ１３６に進むと、ユーザーは公衆ダウンロード装置１を利用し
たダウンロード処理が可能となる。
ステップＦ１３６ではコンピュータ２０は、まずディスク９０に記録されているダウンロ
ードＩＤを確認する。
【０１３８】
次にステップＦ１３７で、ダウンロードＩＤによるダウンロード処理を行うモードである
か否かを判断する。
本例においては、通常は、公衆ダウンロード装置１はダウンロードＩＤによるダウンロー
ド処理を行うモード（自動モード）に設定されているとし、特にユーザーがダウンロード
すべき情報を選択する操作を行わなくとも、そのダウンロードＩＤで指定される情報を自
動的にディスク９０にダウンロードするものとする。従ってステップＦ１３７は肯定結果
としてステップＦ１３８に進む。しかしながら、ユーザーがダウンロードしたい情報を選
択できるようにすることもでき、このフローチャートには示していないが、予め自動モー
ドと選択モードを（ユーザーの操作により、もしくは、システム設定として）選択できる
ようにしてもよい。そして選択モードとされている場合はステップＦ１３７からＦ１４５
に進むようにする。
もしくはディスク９０として、常に自動モードを実行するディスクと、モード選択できる
（つまりダウンロードＩＤとして示されていない情報もダウンロードできる）ディスクと
を用意しておき、その種別情報がディスク９０に記録されているようにする。そして装填
されているディスクに応じて、ステップＦ１３７で処理が分岐されるようにしてもよい。
【０１３９】
ディスク９０に記録されたダウンロードＩＤに指定される情報のダウンロードを実行すべ
く、ステップＦ１３８に進んだ場合、その情報が有料のものであるか無料のものであるか
を判断する。
ダウンロードする情報としては、そのユーザーに対して送られていた電子メールや、ユー
ザーが所有していないアプリケーション、電子出版物や音楽等のコンテンツなどがある。
例えば電子メールのように、ダウンロードすべき情報が無料でダウンロードできるもので
あれば、そのままステップＦ１４１に進む。
また或るアプリケーションやコンテンツがダウンロード対象とされていても、それが無料
提供されるものである場合は同様である。
【０１４０】
一方、アプリケーションやコンテンツ等で有料提供される情報がダウンロード対象となっ
ている場合は、そのダウンロードとはアプリケーションやコンテンツの購入に相当するこ
とになるため、ステップＦ１３９でダウンロードにかかる料金を提示し、ユーザーの操作
を待つ。ユーザーはその金額を了承したら、ＯＫ操作を行うことになり、このＯＫ操作が
あったらステップＦ１４０からＦ１４１に進む。
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ユーザーが料金提示に対してＯＫ操作をしなかった場合には、ダウンロードを実行しない
でステップＦ１４０からＦ１４９に進む。
【０１４１】
ステップＦ１４１では、ダウンロード対象とされた情報が公衆ダウンロード装置１内、つ
まりハードディスクドライブ２１に存在するか否かを確認する。
存在すれば、ステップＦ１４４に進み、その情報のディスク９０へのダウンロードを実行
する。
【０１４２】
一方ダウンロード対象とされた情報が公衆ダウンロード装置１内に存在しなければ、ステ
ップＦ１４２でネットワーク（例えばコンテンツサーバ４ａやアプリケーションサーバ５
ａ）に対して必要な情報のロードを要求する。
そして、ネットワークから必要なダウンロード対象となる情報が取り込めれば、ステップ
Ｆ１４３からＦ１４４に進み、そのロードした情報のディスク９０へのダウンロードを実
行する。
もし何らかの事情によりネットワークからも必要な情報が取り込めなかった場合は、ステ
ップＦ１４８でダウンロード不能の旨を表示部１１に表示させてユーザーに伝え、ダウン
ロードを実行せずにステップＦ１４９に進む。
【０１４３】
なお、ステップＦ１４１、Ｆ１４３においての必要なダウンロード情報の有無の確認とは
、単にダウンロード対象となる情報の存在もしくはロード実行ＯＫのみではなく、例えば
情報の更新状況も確認するとよい。
電子新聞や電子雑誌のように定期的又は不定期で更新されていく情報の例でいえば、例え
ばユーザーが過去にディスク９０にダウンロードさせた情報が、まだ最新情報である場合
がある。そしてユーザーが最新の情報をディスク９０に保有しているのみ限らず、再度同
じ最新の情報をダウンロードすることは適切ではない。
例えばユーザーが情報の更新があったと誤解して公衆ダウンロード装置１を使用したよう
な場合に、更新されてない同じ情報がダウンロードされてしまうようなことが生じる場合
である。
【０１４４】
このため、コンピュータ２０はディスク２０に同種の情報が過去にダウンロードされてい
る場合は、その更新日やバージョン番号などを確認し、それよりも新しい内容の情報があ
った場合にのみダウンロードを実行させることが好ましい。ステップＦ１４１、Ｆ１４３
においてこのような判断も行われることで、同じ情報を２回以上同一のディスク９０にダ
ウンロードしてしまうようなことを避けられる。
またそのような事情でダウンロードを実行しない場合は、ステップＦ１４８で最新の情報
が既にディスク９０に記録されているためダウンロードを行わない旨をユーザーに伝える
ことが好ましい。
【０１４５】
ステップＦ１４４でダウンロードを実行すると（もしくは情報がない場合や未更新の場合
などでダウンロードを行わない場合）、処理はステップＦ１４９に進み、他の情報のダウ
ンロードを行うか否かの判断を行う。
これもステップＦ１３７と同様に、例えばダウンロードＩＤに示された情報のみをダウン
ロードするモードとされている場合は、そのまま他にはダウンロードを実行しないと判断
する。但しダウンロードＩＤが複数個記録されていたような場合は、他のダウンロードＩ
Ｄに示された情報のダウンロードに移る（図示していないが、この場合ステップＦ１３８
に戻る）。
【０１４６】
また、上記自動モード、選択モードに限らず、このステップＦ１４９において、ユーザー
に他の情報のダウンロードを実行するか否かを問うようにしてもよい。この場合ユーザー
の操作を待ち、その操作に応じて肯定又は否定結果が判断される。例えばユーザーが実行
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すべき旨の操作を行った場合は、ステップＦ１４５に進む。また上述したようにステップ
Ｆ１３７からステップＦ１４５に進む場合もある。
【０１４７】
ステップＦ１４５からＦ１４７は、ユーザーがダウンロードしたい情報を選択するための
処理となる。
まずステップＦ１４５では、コンピュータ２０は表示部１１に例えば図２０のような表示
を実行し、ユーザーの選択を求める。
例えば図２０（ａ）は、ダウンロードしたい情報のジャンルを選択させる画面であり、こ
こでユーザーが「１：新聞」を選択したとすると、図２０（ｂ）のように具体的な新聞名
を表示して選択を求める。これに対して例えばユーザーが東南新聞社の発行する電子新聞
のダウンロードを求める場合は、「３：東南新聞」を選択する。
【０１４８】
例えばこのような選択が完了されたら、処理はステップＦ１４６からＦ１３８に進み、ス
テップＦ１３８からＦ１４８までの上述した処理が行われてディスク９０へのダウンロー
ドが実行され（もしくは事情によってはダウンロードは実行されないで、ステップＦ１４
９まで進むことになる。
なお、図２０のような選択画面に対してユーザーがキャンセル操作を行った場合は、処理
はステップＦ１４７から図１８のステップＦ１５０に進む。
【０１４９】
以上のように図１７の処理で実行されるダウンロード処理により、ユーザーはディスク９
０を用いて特定の情報もしくは任意に選択した情報を公衆ダウンロード装置１から入手で
きる。
【０１５０】
ステップＦ１４９で他にダウンロードは実行しないと判断（コンピュータ２０の自動判断
もしくはユーザーの終了操作）された場合は、処理は図１８のステップＦ１５０に進む。
【０１５１】
ステップＦ１５０では、今回の公衆ダウンロード装置使用が登録支払いによるものか否か
が判断され、登録支払いであれば、ステップＦ１５１でユーザーに請求されるべき料金の
情報を課金サーバ２ａに送信する。例えば公衆ダウンロード装置使用時間と使用料金、ア
プリケーション購入料金とアプリケーション名、コンテンツ購入料金とコンテンツ名、な
どの情報が課金サーバ２ａに送信される。すると図１で説明したように課金サーバ２ａは
その情報に基づいてクレジットカード会社３に請求を行う。クレジットカード会社３はそ
の情報に基づいて、ユーザーの銀行口座からの引き落とし及び公衆ダウンロード装置管理
会社２、コンテンツ会社４、アプリケーション会社５等の各組織に支払いを行う。
【０１５２】
ステップＦ１５０で今回の公衆ダウンロード装置使用が投入支払いと判断された場合は、
ステップＦ１５２で、投入されたコイン又はプリペイドカード又はクレジットカードによ
る課金処理を行う。この課金情報は例えば公衆電話管理会社６に送られ、公衆電話管理会
社６は各組織に必要代金の支払いを行う。
【０１５３】
続いてステップＦ１５３では、コンピュータ２０は今回の公衆ダウンロード装置１の使用
内容に応じて、図９、図１０のような内容の使用履歴情報、料金履歴情報をディスク９０
に書き込む。
そしてステップＦ１５４でディスク９０の排出、ステップＦ１５５でキーボード１２の収
納を行って、処理を終える。
【０１５４】
以上のように公衆ダウンロード装置１の処理が行われるが、この処理例は一例である。
またタイプＡ、タイプＢに限らず、支払いが登録支払いに限られるような装置の場合は、
投入支払いに対応する処理は行われない。また支払いが投入支払いに限られるような装置
の場合は、登録支払いに対応する処理は行われない。
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さらに、公衆ダウンロード装置１が無料使用できるシステムの場合は、登録支払い、投入
支払いに対応する処理は実行されないことはいうまでもない。
【０１５５】
［ III ］ネットワーク接続されないダウンロードシステム
III －１．公衆ダウンロード装置の構成
次に、図１、図２で説明したタイプＣの公衆ダウンロード装置１のように、ネットワーク
７に接続されず、また衛星通信機能も有さない公衆ダウンロード装置を用いるダウンロー
ドシステムについて説明する。また、ここで説明する例は、無料で不特定多数のユーザー
の使用に提供されるものとする。
【０１５６】
図２１、図２２は、本例のタイプＣとしての公衆ダウンロード装置１の外観例を示すもの
である。この公衆ダウンロード装置１はネットワークや電話回線と接続されず、公衆電話
としての機能も付加されない。また無料使用を前提とすれば課金のための部位も必要ない
。従って、外観でみれば、図示するように表示部１１、キーボード１２、イジェクトキー
１３、ディスクトレイ１４が設けられればよい。
【０１５７】
なお、キーボード１４は図３、図４の例のように引き出しタイプでもよいが、この例では
図２１の収納状態から図２２の使用状態とされる開閉タイプとしている。即ち図２１に示
すようにキーボード１２は不使用時には公衆ダウンロード装置１の装置前面に閉じられた
状態になっており、使用の際には図２２に示すように回動して使用可能状態となる。なお
、この場合もキーボード１２の開閉は、公衆ダウンロード装置１の使用開始及び終了の際
に自動的に行われるものとしているが、ユーザーが使用開始時及び終了時に手動で開閉さ
せるような構成をとってもよい。
表示部１１、イジェクトキー１３、ディスクトレイ１４については、上述した例と同様と
し、説明を省略する。
【０１５８】
図２３は公衆ダウンロード装置１の内部構成を示している。
コンピュータ２０は、上述してきた例のようなネットワークコンピュータとしての機能は
必要ない。
また、ネットワーク非接続であり、公衆ダウンロード装置単体で機能するシステムである
ことから、図示するように図５の構成からネットワーク関連機能部位をなくした構成とな
る。
【０１５９】
まず、コンピュータ２０は内部記録媒体として例えばハードディスクドライブ２１を備え
る。
コンピュータ２０に対する入力装置としては、パネル操作部２３（イジェクトキー１４）
とキーボード１２が設けられ、キーボード１２は、キーボード入出駆動部２６によって開
閉駆動される。
またディスクトレイ１４から装填されるディスク９０は、ディスクドライブ２４内におい
て記録／再生ドライブされる。
ディスクトレイ１４の排出／収納は、コンピュータ２０の指示に応じてトレイ駆動部２２
が実行する。
【０１６０】
ディスクドライブ２４内に装填されたディスク９０に対しては、ディスクドライブ２４は
、コンピュータ２０からのリード／ライト要求に従って記録／再生動作を行なう。
またネットワーク通信や衛星通信が行われないため、この例の場合はダウンロード情報の
ハードディスクドライブ２１へのインストールや更新は、ディスクを用いるものとする。
【０１６１】
即ちディスク９０として、例えばダウンロード用のデータの更新のためのディスク９０が
用意され、ユーザーではなく提供者側が所持する。例えばダウンロード用のデータとして
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ハードディスクドライブ２１へのインストールや或る情報の更新を行う必要が生じた場合
に、その情報の提供者側（例えばコンテンツ会社４等）が、そのディスクを装填すること
で新規な情報や更新情報がコンピュータ２０に読み込まれ、ダウンロード情報としてのフ
ァイルが登録、更新されるようにする。
もちろんＣＤ－ＲＯＭドライブなどを設け、ＣＤ－ＲＯＭからダウンロード情報をハード
ディスクドライブ２１にインストールできるようにすることなども考えられる。
【０１６２】
表示部１１においてはいわゆるパーソナルコンピュータ画面と同様に、ＧＵＩ画像等の表
示が行われる。コンピュータ２０は表示ドライバ２５に対して表示すべき情報を与え、表
示ドライバ２５が表示部１１に対する表示を実行する。
【０１６３】
以上の各部は、図５において説明したものと同様の動作を行うものであり、詳述は避ける
。
なお、公衆ダウンロード装置１の使用を有料とすることも可能であるが、この場合通信機
能がないため、課金方式は、コインもしくはプリペイドカードによる投入支払いに限られ
る。このような方式で有料化する場合は、図２２に括弧内で示すように、コイン処理部３
０や、プリペイドカード処理部３１が設けられる。この場合、図２１、図２２には示して
いないが、機器筐体にはコイン挿入部やプリペイドカード挿入部が形成される。
【０１６４】
タイプＣとしての公衆ダウンロード装置１は例えばこのように構成されるが、このすべて
の構成要素は必ずしも必要ではなく、また例示していない構成要素を設けてもよい。例え
ばプリンタ部を配置したり、マウスを用意するなど、図５の場合で説明したものとと同様
に変形例が考えられる。
【０１６５】
III －２．公衆ダウンロード装置の処理
このようなタイプＣの公衆ダウンロード装置１のコンピュータ２０で行われる処理を図２
４、図２５で説明する。なお、使用されるディスク９０は上述したタイプＡ，タイプＢの
公衆ダウンロード装置１で用いられるものと同様とする。また無料システムとするため、
ユーザーの使用手順は、図１１の手順Ｓ１→Ｓ２→Ｓ１０→Ｓ１２→Ｓ１３→Ｓ１５→Ｓ
１６のみとなる。
【０１６６】
この公衆ダウンロード装置１は、設置場所において図２１に示したような状態で待機して
おり、ユーザーがディスク９０を装填することで図２４、図２５に示す処理を開始する。
ユーザーによるイジェクトキー１３の操作、ディスクトレイ１４へのディスク配置、イジ
ェクトキー１３の操作、という手順に対応してディスク挿入動作が行われると、コンピュ
ータ２０の処理は図２４のステップＦ２０１からＦ２０２に進む。
【０１６７】
このステップＦ２０１からＦ２１１までの処理は、図１４のステップＦ１０１からＦ１１
１までの処理と同様であり、詳しい説明を省略する。つまりここでは、識別コードによる
装填されたディスク９０の確認、キーボード１２の排出が行われ、またユーザーＩＤが登
録されているディスクであるか否かの確認が行われる。そしてユーザーＩＤ未登録のディ
スクであり、かつユーザーＩＤ登録処理を望んだ場合は、ユーザーが入力するユーザーＩ
Ｄを、ディスク９０の所定領域に書き込む処理が行われる。
【０１６８】
ユーザーＩＤが登録されている（図１１の手順Ｓ２の済んだ）ディスク９０を装填した状
態では、通常ステップＦ２１４に進むことになり、ここで使用条件確認処理として、コン
ピュータ２０はユーザーに対して、暗証番号としてディスク９０に記録されているユーザ
ーＩＤの入力を求める。
ユーザーがユーザーＩＤを入力したら、ステップＦ２１５からＦ２１６に進み、ディスク
９０に記録されているユーザーＩＤと、入力されたユーザーＩＤが一致するか否かを確認
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する。
ユーザーＩＤが一致した場合は、ステップＦ２１７から図２４のステップＦ２１８に進み
、実際の公衆ダウンロード装置１の使用が可能となる。
【０１６９】
なお、ステップＦ２１５，Ｆ２１７のいづれかで否定結果が出た場合、つまり、ユーザー
ＩＤが入力されなかった場合もしくは入力されたユーザーＩＤが正しくなかった場合は、
そのユーザーはそのディスク９０の正当な使用者ではないと判断して、処理をステップＦ
２１２、Ｆ２１３に進め、ディスク９０の排出及びキーボード１２の収納を行って処理を
終える。
【０１７０】
処理が図２５のステップＦ２１８に進むと、ユーザーは公衆ダウンロード装置１を利用し
たダウンロード処理が可能となる。
ステップＦ２１８ではコンピュータ２０は、まずディスク９０に記録されているダウンロ
ードＩＤを確認する。
【０１７１】
次にステップＦ２１９で、ダウンロードＩＤによるダウンロード処理を行うモードである
か否かを判断する。これは上述した図１７のステップＦ１３７と同様であり、モード設定
やシステムで採用する操作手順方式、もしくはユーザーの操作等により判断が分岐する。
【０１７２】
ディスク９０に記録されたダウンロードＩＤに指定される情報のダウンロードを実行すべ
く、ステップＦ２２０に進んだ場合、ダウンロード対象とされた情報が公衆ダウンロード
装置１内、つまりハードディスクドライブ２１に存在するか否かを確認する。
存在すれば、ステップＦ２２２に進み、その情報のディスク９０へのダウンロードを実行
する。
【０１７３】
一方ダウンロード対象とされた情報が公衆ダウンロード装置１内に存在しなければ、ステ
ップＦ２２１でダウンロード不能の旨を表示部１１に表示させてユーザーに伝え、ダウン
ロードを実行せずにステップＦ２２３に進む。
【０１７４】
なお、ステップＦ２２０においての必要なダウンロード情報の有無の確認とは、単にダウ
ンロード対象となる情報の存在もしくはロード実行ＯＫのみではなく、上述した図１７の
ステップＦ１４１の場合と同様に、例えば情報の更新状況も確認するとよい。繰り返しの
説明は避けるが、この判断処理で、同じ情報を２回以上同一のディスク９０にダウンロー
ドしてしまうようなことを避けることが好適である。
【０１７５】
ステップＦ２２２でダウンロードを実行すると（もしくは情報がない場合や未更新の場合
などでダウンロードを行わない場合）、処理はステップＦ２２３に進み、他の情報のダウ
ンロードを行うか否かの判断を行う。
これも図１７のステップＦ１４９と同様に、モード設定やシステムで採用する操作手順方
式、もしくはユーザーの操作等により判断が分岐する。
【０１７６】
ユーザーが選択する情報のダウンロードを行う場合は、ステップＦ２２３もしくはＦ２１
９からステップＦ２２４に進む。
ステップＦ２２４からＦ２２６は、ユーザーがダウンロードしたい情報を選択するための
処理となる。
即ちステップＦ１４５では、コンピュータ２０は表示部１１に例えば上述した図２０のよ
うな表示を実行し、ユーザーの選択を求める。そしてユーザーの操作により或る情報の選
択が行われたら、処理はステップＦ２２５からＦ２２０に進み、ステップＦ２２０からＦ
２２２までの上述した処理が行われてディスク９０へのダウンロードが実行され（もしく
は事情によってはダウンロードは実行されないで、ステップＦ２２３に進むことになる。
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なおユーザーが選択画面に対してキャンセル操作を行った場合はステップＦ２２６からＦ
２２７に進む。
【０１７７】
以上のように図１７の処理で実行されるダウンロード処理により、ユーザーはディスク９
０を用いて特定の情報もしくは任意に選択した情報を公衆ダウンロード装置１から入手で
きる。
ステップＦ２２３で他にダウンロードは実行しないと判断（コンピュータ２０の自動判断
もしくはユーザーの終了操作）された場合は、処理はステップＦ２２７に進み、コンピュ
ータ２０は今回の公衆ダウンロード装置１の使用内容に応じて、図９のような内容の使用
履歴情報をディスク９０に書き込む。
そして図２４のステップＦ２１２、Ｆ２１３において、ディスク９０の排出、キーボード
１２の収納を行って、処理を終える。
【０１７８】
以上のように公衆ダウンロード装置１の処理が行われるが、この処理例は一例である。
また、コイン等の投入支払いを必要とする有料システムとする場合は、使用に際してのコ
イン等の投入要求、ダウンロード実行の際の料金提示、使用終了時の料金提示や図１０の
ような料金履歴情報の書込などの処理が加わることになる。このようなネットワーク接続
されない公衆ダウンロード装置１では、ネットワークを介した広い範囲での情報のダウン
ロードはできないが、簡易に設置できるシステムとして有用となる。また、学校、企業な
どの特定の組織内のみなど特定の範囲内の人のみが使用できるような公衆ダウンロード装
置としても好適である。
【０１７９】
【発明の効果】
以上の説明から理解されるように、本発明は次のような各効果を有し、非常に有用性、安
全性、利便性が高く、また不特定多数のユーザーが手軽に利用できるダウンロードシステ
ムを実現できる。
【０１８０】
請求項１の発明によれば、不特定多数のユーザーは、上記ディスク９０のような記録媒体
を所有することで、公衆ダウンロード装置としてのダウンロード端末を使用して任意に所
望の情報（電子書籍、電子新聞、音楽ソフト、映像ソフト、アプリケーションソフト、ゲ
ームソフト等）のダウンロード処理を実行でき、ダウンロード端末及びネットワークを利
用した情報の入手が容易に可能になるという効果がある。また、記録媒体を所持していれ
ば各所に設置されているダウンロード端末を使用できるため利便性は高いものとなる。
特にネットワーク接続されたサーバシステムも含めて広い範囲で多様な情報のダウンロー
ドが可能となるという利点もある。
さらに使用条件確認処理の結果に応じて使用可能となるため、例えば他人の所有する記録
媒体を用いた不正使用等も防止できる。
また、記録媒体に記録されているダウンロードＩＤ情報に基づくダウンロード動作が行わ
れるため、効率的なダウンロード処理が可能となる。
【０１８１】
請求項２（又は請求項１８）の発明によれば、記録媒体には、当該ダウンロードシステム
に対応するメディアであることを識別する識別コード情報が記録されて、この識別コード
情報が使用条件確認処理に用いられることで、使用に適した記録媒体のみが使用できるこ
とになり、誤使用及びそれによるファイル破損等の事故を防ぐことができる。
【０１８２】
請求項３（又は請求項１９）の発明によれば、記録媒体に対して使用者が暗証番号として
機能するユーザーＩＤ情報を記録することで、不正使用防止のためのセキュリティを向上
させることができる。
【０１８３】
請求項４（又は請求項２０）の発明によれば、ユーザーはダウンロード端末を利用して記
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録媒体にユーザーＩＤ情報を書き込むことができるため、当該ダウンロードシステムを利
用したいユーザーに対して、特に専用のユーザーＩＤ書込装置やパーソナルコンピュータ
を所有することを求めず、より多数の人のダウンロードシステムの利用を促進することが
できる。
【０１８４】
請求項５の発明によれば、記録媒体に個別に与えられるシリアル番号情報が使用条件確認
処理に用いられることで、これも不正使用防止のためのセキュリティを向上させることが
できる。
【０１８５】
請求項６の発明によれば、記録媒体毎に個別に与えられるシリアル番号情報と、ユーザー
ＩＤ情報と、ユーザーの入力するパスワードと、サーバシステム（例えば課金サーバ２ａ
）の保持する使用者照合情報が用いられて使用条件確認処理が行われることで、ネットワ
ーク上での処理に対するセキュリティも確保することができる。
【０１８６】
さらに請求項７の発明によれば、使用条件確認処理において使用者照合情報が用いられる
処理は、ダウンロード端末とサーバシステムとの間で、シリアル番号情報、ユーザーＩＤ
情報、パスワード情報が通信されて行われるとともに、このシリアル番号情報、ユーザー
ＩＤ情報、パスワード情報の通信は少なくとも２回以上の通信に分けられて実行されるた
め、ネットワーク上でシリアル番号情報、ユーザーＩＤ情報、パスワード情報のすべてが
盗まれるような事態もほとんど発生不可能となり、より高度なセキュリティを実現できる
。
【０１８７】
また請求項８の発明によれば、ダウンロード端末の使用に対する料金情報をサーバシステ
ムで管理でき、これによって例えばクレジットカードを使用した料金引き落としなどのシ
ステムが構築できる。
【０１８８】
請求項９（又は請求項２１）の発明によれば、ダウンロード端末自体が通貨もしくは通貨
代用カードに対応して料金徴収を行うことができ、例えばクレジットカード登録等を行う
ことなく、ユーザーはより簡易な料金支払方法でダウンロード端末を使用できる。
【０１８９】
請求項１０（又は請求項２２）の発明によれば、ダウンロード端末は、ユーザーの所有す
る記録媒体に記録されているダウンロードＩＤ情報に基づいて自動的に所定の情報のダウ
ンロードを実行するため、ユーザーの操作の手間は非常に軽減されるとともに、ユーザー
が所望しない情報を間違えてダウンロードしてしまうということも防止できる。
【０１９０】
請求項１１（又は請求項２３）の発明によれば、ユーザーはダウンロード端末が備えてい
る選択操作手段により、ダウンロードＩＤ情報によっては示されていない情報についても
任意に自分の記録媒体にダウンロードでき、より多様な情報の入手が可能となる。
【０１９１】
請求項１２（又は請求項２４）の発明によれば、ユーザーの所有する記録媒体には、ダウ
ンロード端末の使用に応じて使用履歴情報が記録されるため、過去のダウンロード内容を
確認できる。
【０１９２】
請求項１３（又は請求項２５）の発明によれば、ユーザーの所有する記録媒体には、ダウ
ンロード端末の使用に応じて徴収される金額が記された料金履歴情報が記録されるため、
過去のダウンロード実行状況に応じた料金を確認できる。またこれは例えば領収書のよう
な意味も付加できる。
【０１９３】
　請求項１４（又は請求項２６）の発明によれば、ダウンロード端末は、使用時のみ入力
手段を使用可能状態とし、不使用時は収納するなどして使用不能状態とすることで、意味
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なく（使用の意 く）キーボード等のキーが押されたり、またそれに伴って破損された
り汚されたりすることを防ぐことができ、特に店頭等に配置することに好適なものとなる
。
【０１９４】
請求項１５の発明によれば、ダウンロード端末を公衆電話としても使用できるため、公衆
電話とダウンロード端末を店頭等で並べて配置するような無駄がなく、また公衆の使用に
供する装置として利用価値の高いものとすることができる。
【０１９５】
請求項１６の発明によれば、ダウンロード端末は無線通信手段を利用してサーバシステム
からダウンロード用途の情報をロードできるため、各所に配置されたダウンロード端末内
のデータ更新が迅速かつ容易に実行でき、記録媒体に対するダウンロードを行うための情
報を迅速に、かつ広い範囲で用意できる。例えば電子新聞など頻繁に情報が更新されるよ
うなものについて非常に好適である。
【０１９６】
請求項１７の発明によれば、不特定多数のユーザーは、上記ディスク９０のような記録媒
体を所有することで、公衆ダウンロード装置としてのダウンロード端末を使用して任意に
所望の情報（電子書籍、電子新聞、音楽ソフト、映像ソフト、アプリケーションソフト、
ゲームソフト等）のダウンロード処理を実行でき、ダウンロード端末を利用した情報の入
手が容易に可能になるという効果がある。また、記録媒体を所持していれば各所に設置さ
れているダウンロード端末を使用できるため利便性は高いものとなる。
さらに使用条件確認処理の結果に応じて使用可能となるため、例えば他人の所有する記録
媒体を用いた不正使用等も防止できる。
また、記録媒体に記録されているダウンロードＩＤ情報に基づくダウンロード動作が行わ
れるため、効率的なダウンロード処理が可能となる。
【０１９７】
　また本発明の 記録媒体 、公衆ダウンロード装置としてのダウンロ
ード端末に適合する記録媒体を実現でき、ユーザーが所有する記録媒体として好適である
。
　特に記録媒体にはダウンロードＩＤが記録されていることで、或る特定の情報のダウン
ロード用途として専用化することもできる。
　また、シリアル番号情報、メディアＩＤ、ユーザーＩＤが記録されることはダウンロー
ドシステムの使用上のセキュリティの向上に寄与する。
　また使用履歴情報や料金履歴情報が記録されることは、ユーザーの使用状況の確認や、
不正使用の発見に便利となり、さらには、領収証としての機能も有することになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態のダウンロードシステムのネットワーク構成の説明図である
。
【図２】実施の形態のダウンロードシステムにおける公衆ダウンロード装置の各種タイプ
の説明図である。
【図３】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置の外観例の説明図で
ある。
【図４】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置の外観例の説明図で
ある。
【図５】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置のブロック図である
。
【図６】実施の形態のダウンロードシステムで用いられるディスクの説明図である。
【図７】実施の形態のディスクのエリア構造の説明図である。
【図８】実施の形態のディスクに記録される情報の説明図である。
【図９】実施の形態のディスクに記録される使用履歴情報の説明図である。
【図１０】実施の形態のディスクに記録される料金履歴情報の説明図である。
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【図１１】実施の形態のダウンロードシステムに対するユーザーの使用手順の説明図であ
る。
【図１２】実施の形態におけるクレジットカード登録手順の説明図である。
【図１３】実施の形態の課金サーバ側の登録情報の説明図である。
【図１４】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置の処理のフローチ
ャートである。
【図１５】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置の処理のフローチ
ャートである。
【図１６】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置の処理のフローチ
ャートである。
【図１７】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置の処理のフローチ
ャートである。
【図１８】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置の処理のフローチ
ャートである。
【図１９】実施の形態のネットワーク接続された公衆ダウンロード装置の登録払い時の使
用条件確認処理の説明図である。
【図２０】実施の形態の公衆ダウンロード装置でのダウンロードする情報の選択画面の説
明図である。
【図２１】実施の形態のネットワーク接続されない公衆ダウンロード装置の外観例の説明
図である。
【図２２】実施の形態のネットワーク接続されない公衆ダウンロード装置の外観例の説明
図である。
【図２３】実施の形態のネットワーク接続されない公衆ダウンロード装置のブロック図で
ある。
【図２４】実施の形態のネットワーク接続されない公衆ダウンロード装置の処理のフロー
チャートである。
【図２５】実施の形態のネットワーク接続されない公衆ダウンロード装置の処理のフロー
チャートである。
【符号の説明】
１　公衆ダウンロード装置、２　公衆ダウンロード装置管理会社、２ａ　課金サーバ、３
　クレジットカード会社、４　コンテンツ会社、４ａ　コンテンツサーバ、５　アプリケ
ーション会社、５ａ　アプリケーションサーバ、６　公衆電話管理会社、７　ネットワー
ク、８　電話線、１０　衛星通信部、１１　表示部、１２　キーボード、１３　イジェク
トキー、１４　ディスクトレイ、１５　コイン挿入部、１６　プリペイドカード挿入部、
１７　クレジットカード挿入部、１８　送受話器、１９　ダイヤルキー、２０　コンピュ
ータ、２１　ハードディスクドライブ、２２　トレイ駆動部、２３　パネル操作部、２４
　ディスクドライブ、２５　表示ドライバ、２６　キーボード入出駆動部、２７　ＬＡＮ
インターフェース、２８　電話回路、２９　モデム、３０　コイン処理部、３１　プリペ
イドカード処理部、３２　クレジットカード処理部、３３　通信処理部、３４アンテナ部
、９０　ディスク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

(38) JP 3906535 B2 2007.4.18



【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】

(42) JP 3906535 B2 2007.4.18



フロントページの続き

(72)発明者  大塚　学史
            東京都品川区北品川６丁目７番３５号　ソニー株式会社内

    審査官  赤穂　州一郎

(56)参考文献  特開平０４－０１０１９１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０２－００１０９０（ＪＰ，Ａ）
              特開平０４－０６４１２９（ＪＰ，Ａ）
              特開平０９－１６７１７９（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６３－３１７８９３（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２５５１９４（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６２－０７４１９４（ＪＰ，Ａ）
              特開平０５－０８９３６０（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６２－１５０９５５（ＪＰ，Ａ）
              特開平０８－２２３１７１（ＪＰ，Ａ）
              特開昭６３－０６１３９１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              G06F  9/445
              G06F 13/00
              G06K 17/00

(43) JP 3906535 B2 2007.4.18


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

