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(57)【要約】
　本発明のオンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方
法は、端末からのオンライン閲読第１請求を受信し、第
１請求における第１ユーザー情報を獲得するステップと
、第１ユーザー情報に対応する第１権限情報を獲得し、
第１権限モデルを生成するステップと、さらに、第１権
限モデルに対応する第１証明書情報を獲得し、第１権限
モデルと第１証明書情報を含む第２請求を生成するステ
ップと、第２請求に含まれる第１証明書情報および第１
権限モデルにおけるＭ個機能権限に対する認証を行うス
テップとを備える。これにより、システム間シグナルの
頻繁な交換により引き起こされるシステム性能問題を解
決し、デジタルコンテンツ管理の簡素化を実現する。同
時に、デジタルコンテンツの安全性も確保し、違法無断
リンクに対して抑制効果が働き、かつデジタルコンテン
ツの版権を充分に保護する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末からのオンライン閲読第１請求を受信し、前記オンライン閲読第１請求における第
１ユーザー情報を獲得するステップと、
　ストレージした権限情報とユーザー情報間の対応関係に基づき、前記第１ユーザー情報
に対応する第１権限情報を獲得し、かつ、前記第１権限情報に基づき、ユーザーが所有す
るＭ個機能権限を備える第１権限モデルを生成するステップと、
　ストレージした証明書情報と権限モデル間の対応関係に基づき、前記第１権限モデルに
対応する第１証明書情報を獲得するステップと、
　前記第１権限モデルと前記第１証明書情報を含む第２請求を生成するステップと、
　前記第２請求に含まれる第１証明書情報および前記第１権限モデルにおけるＭ個機能権
限に対する認証を行うステップとを備え、
　前記Ｍが、１より大きい、または、１と等しいことを特徴とするオンライン閲読デジタ
ルコンテンツ認証の方法。
【請求項２】
　前記第１権限モデルが、閲読範囲の権限、オンラインかつ送信する権限、サービス時間
の権限、コピーの権限、印刷の権限における１つの機能権限または複数の機能権限の組み
合わせを備え、かつ、前記機能権限における各機能権限が全て、これらに対応する有効時
間期限を有することを特徴とする請求項１に記載のオンライン閲読デジタルコンテンツ認
証の方法。
【請求項３】
　前記第１証明書情報が、唯一の証明書および前記証明書に対応する有効時間期限を備え
ることを特徴とする請求項２に記載のオンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法。
【請求項４】
　前記第２請求に含まれる第１証明書情報および前記第１権限モデルにおけるＭ個機能権
限に対する認証が、
　前記第２請求に基づき、前記第２請求における前記第１権限モデルおよび前記第１証明
書情報を獲得するステップと、
　前記第１証明書情報に対する認証を行い、前記第１証明書情報の認証結果に基づき、前
記第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に対する認証を行うステップと、
　前記Ｍ個機能権限の認証結果に基づき、認証された複数の機能権限に対応するオンライ
ン閲読内容を前記端末に提供するステップとを備えることを特徴とする請求項３に記載の
オンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法。
【請求項５】
　前記第１証明書情報に対する認証が、
　前記第１証明書情報における有効時間期限を獲得するステップと、
　第１証明書情報の有効時間期限と現在時刻とを比較し、もし前記証明書の有効時間期限
が前記現在時刻の後にあれば、前記証明書を認証し、かつ、前記第１権限モデルを解析し
、もし前記証明書の有効時間期限が前記現在時刻の後ではなければ、前記第２請求を拒否
するステップとを備えることを特徴とする請求項４に記載のオンライン閲読デジタルコン
テンツ認証の方法。
【請求項６】
　前記第１権限モデルの解析が、
　前記第１権限モデルにおける前記Ｍ個機能権限および各機能権限に対応する有効時間期
限を獲得するステップと、
　前記Ｍ個機能権限において、各機能権限の有効時間期限と現在時刻とを比較し、もし前
記Ｍ個機能権限において、Ｌ個機能権限を有する有効時間期限が前記現在時刻の後にあれ
ば、前記Ｌ個機能権限に対応するオンライン閲読内容を前記端末に提供するステップとを
備え、
　前記Ｌは０より大きいまたは等しく、前記Ｍより小さいまたは等しい整数であることを
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特徴とする請求項５に記載のオンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法。
【請求項７】
　端末からのオンライン閲読第１請求を受信し、前記オンライン閲読第１請求における第
１ユーザー情報を獲得し、ストレージした権限情報とユーザー情報間の対応関係に基づき
、前記第１ユーザー情報に対応する第１権限情報を獲得し、かつ、前記第１権限情報に基
づき、ユーザーが所有するＭ個機能権限を備える第１権限モデルを生成し、ストレージし
た証明書情報と権限モデル間の対応関係に基づき、前記第１権限モデルに対応する第１証
明書情報を獲得し、前記第１権限モデルと第１証明書情報を含む第２請求を生成するサー
ビス処理システムと、
　前記第２請求を受信し、かつ、前記第２請求に含まれる第１証明書情報および前記第１
権限モデルにおけるＭ個機能権限に対する認証を行うオンライン閲読システムとを備え、
　前記Ｍが、１より大きい、または、１と等しいことを特徴とするオンライン閲読デジタ
ルコンテンツ認証のシステム。
【請求項８】
　前記オンライン閲読システムが、
　前記第２請求を受信する受信モジュールと、
　前記第２請求における前記第１権限モデルおよび前記第１証明書情報を獲得する獲得モ
ジュールと、
　前記第１証明書情報に対する認証を行う証明書認証モジュールと、
　前記第１証明書情報の認証結果に基づき、前記第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に
対する認証を行う権限モデル認証モジュールと、
　前記Ｍ個機能権限の認証結果に基づき、認証された複数の機能権限に対応するオンライ
ン閲読内容を前記端末に提供する内容提供モジュールとを備えることを特徴とする請求項
７に記載のオンライン閲読デジタルコンテンツ認証のシステム。
【請求項９】
　前記証明書認証モジュールが、
　前記第１証明書情報における有効時間期限を獲得する証明書有効時間獲得ユニットと、
　第１証明書情報の有効時間期限と現在時刻とを比較し、もし前記現在時刻が前記証明書
の有効時間期限内にあれば、前記証明書を認証し、もし前記現在時刻が前記証明書の有効
時間期限内ではなければ、前記第２請求を拒否する証明書有効時間認証ユニットとを備え
ることを特徴とする請求項８に記載のオンライン閲読デジタルコンテンツ認証のシステム
。
【請求項１０】
　前記権限モデル認証モジュールの前記第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に対する認
証が、
　前記第１権限モデルにおける前記Ｍ個機能権限および各機能権限に対応する有効時間期
限を獲得し、
　前記Ｍ個機能権限において、Ｌ個機能権限を有する有効時間期限と現在時刻とを比較す
ることを特徴とする請求項８に記載のオンライン閲読デジタルコンテンツ認証のシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は２０１１年１２月９日に、中国特許局に提出し、出願番号が２０１１１０４０
９３４７．８であり、発明名称が「オンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法および
システム」である中国特許出願を基礎とする優先権を主張し、その開示の総てをここに取
り込む。
　本発明はおよびコンピュータ情報分野に関し、特にオンライン閲読デジタルコンテンツ
認証の方法およびシステムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　デジタルコンテンツの急速な発展に伴い、デジタルコンテンツに注目し、閲読する人は
益々増加している。
　同時に、閲読方式も徐々にオンライン閲読に変化し、オンライン閲読の競争も益々激し
くなっている。
　デジタルコンテンツの版権を保護するためには、デジタルコンテンツの権限の制御は特
に重要である。
【０００３】
　現在、各種デジタルコンテンツ商品が提供するオンライン閲読機能は、全てデジタルコ
ンテンツの権限を制御でき、版権保護の目的を果たした。
　従来技術において、以下の２種類の実現方式を含む。
【０００４】
　１、自主制御方式：このような方式は、通常デジタルコンテンツの管理機能を備え、デ
ジタルコンテンツの権限を自ら守る。
　ユーザーがオンライン閲読を請求する場合、デジタルコンテンツの権限を問い合わせる
ことにより、相応の閲読範囲を提供する。
【０００５】
　２、インターフェース制御方式：このような方式は、デジタルコンテンツから独立し、
自身は権限の管理を担当せず、オンライン閲読機能のみを提供する。
　ユーザーがオンライン閲読を請求する場合、自ら権限管理センターにてユーザーの権限
を請求し、権限情報を獲得後、相応の範囲の閲読を提供する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本出願人は、本発明の実施過程において、上記技術における少なくとも以下の技術的問
題を発見した。
　自主制御方式は、全デジタルコンテンツの管理実現しなければならない。
　同時に、閲読機能とサービスシステムの機能の混同しており、機能が独立せず、汎用の
閲読ツールとして、サービスを外部に提供できない。
【０００７】
　インターフェース制御方式は、頻繁に権限管理センターと通信しなければならず、性能
障害を引き起こす。
　同時に、第三者がオンライン閲読にアクセスする場合、相応のインターフェースを開発
しなければならず、リスクの増加を引き起こす。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、従来技術における自主制御方式において、機能の混同、機能が独立できない
という問題、およびインターフェース制御方式において、頻繁に情報を交換しなければな
らないという問題を解決するオンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法およびシステ
ムを提供する。
【０００９】
　オンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法は、端末からのオンライン閲読第１請求
を受信し、前記第１請求における第１ユーザー情報を獲得するステップと、ストレージし
た権限情報とユーザー情報間の対応関係に基づき、前記第１ユーザー情報に対応する第１
権限情報を獲得し、かつ、前記第１権限情報に基づき、ユーザーが所有するＭ個機能権限
を備える第１権限モデルを生成するステップと、ストレージした証明書情報と権限モデル
間の対応関係に基づき、前記第１権限モデルに対応する第１証明書情報を獲得するステッ
プと、前記第１権限モデルと前記第１証明書情報を含む第２請求を生成するステップと、
前記第２請求に含まれる第１証明書情報および前記第１権限モデルにおけるＭ個機能権限
に対する認証を行うステップとを備え、ここで、Ｍは１より大きいまたは等しい。
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【００１０】
　好ましくは、前記第１権限モデルは、閲読範囲の権限、オンラインかつ送信する権限、
サービス時間の権限、コピーの権限、印刷の権限における１つの機能権限または複数の機
能権限の組み合わせを備え、かつ、前記機能権限における各機能権限は全て、これらに対
応する有効時間期限を有する。
【００１１】
　好ましくは、前記第１証明書情報は、唯一の証明書および前記証明書に対応する有効時
間期限を備える。
【００１２】
　好ましくは、前記第２請求に含まれる第１証明書情報および前記第１権限モデルにおけ
るＭ個機能権限に対する認証は、前記第２請求に基づき、前記第２請求における前記第１
権限モデルおよび前記第１証明書情報を獲得するステップと、前記第１証明書情報に対す
る認証を行い、前記第１証明書情報の認証結果に基づき、前記第１権限モデルにおけるＭ
個機能権限に対する認証を行うステップと、前記Ｍ個機能権限の認証結果に基づき、認証
された複数の機能権限に対応するオンライン閲読内容を前記端末に提供するステップとを
備える。
【００１３】
　好ましくは、前記第１証明書情報に対する認証は、前記第１証明書情報における有効時
間期限を獲得するステップと、第１証明書情報の有効時間期限と現在時刻とを比較し、も
し前記証明書の有効時間期限が前記現在時刻の後にあれば、前記証明書を認証し、かつ、
前記第１権限モデルを解析し、もし、前記証明書の有効時間期限が前記現在時刻の後では
なければ、前記第２請求を拒否するステップとを備える。
【００１４】
　好ましくは、前記第１権限モデルの解析は、具体的に、前記第１権限モデルにおける前
記Ｍ個機能権限および各機能権限に対応する有効時間期限を獲得するステップと、前記Ｍ
個機能権限において、各機能権限の有効時間期限と現在時刻とを比較し、もし前記Ｍ個機
能権限において、Ｌ個機能権限を有する有効時間期限が前記現在時刻の後にあれば、前記
Ｌ個機能権限に対応するオンライン閲読内容を前記端末に提供するステップとを備える。
　ここで、Ｌは０より大きいまたは等しく、Ｍより小さいまたは等しい整数である。
【００１５】
　オンライン閲読デジタルコンテンツ認証のシステムは、サービス処理システムとオンラ
イン閲読システムとを備える。
【００１６】
　前記サービス処理システムは、端末からのオンライン閲読第１請求を受信し、前記第１
請求における第１ユーザー情報を獲得し、ストレージした権限情報と前記ユーザー情報間
の対応関係に基づき、前記第１ユーザー情報に対応する第１権限情報を獲得し、かつ、前
記第１権限情報に基づき、ユーザーが所有するＭ個機能権限を備える第１権限モデルを生
成する。
　ストレージした証明書情報と権限モデル間の対応関係に基づき、前記第１権限モデルに
対応する第１証明書情報を獲得し、前記第１権限モデルと第１証明書情報を含む第２請求
を生成する。
　ここで、Ｍは１より大きいまたは等しい。
【００１７】
　前記オンライン閲読システムは、前記第２請求を受信し、かつ、前記第２請求に含まれ
る第１証明書情報および前記第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に対する認証を行う。
【００１８】
　好ましくは、前記オンライン閲読システムは、前記第２請求を受信する、受信モジュー
ルと、前記第２請求における前記第１権限モデルおよび前記第１証明書情報を獲得する、
獲得モジュールと、前記第１証明書情報に対する認証を行う、証明書認証モジュールと、
前記第１証明書情報の認証結果に基づき、前記権限モデルにおけるＭ個機能権限に対する
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認証を行う、権限モデル認証モジュールと、前記Ｍ個機能権限の認証結果に基づき、認証
された複数の機能権限に対応するオンライン閲読内容を前記端末に提供する、内容提供モ
ジュールとを備える。
【００１９】
　好ましくは、前記証明書認証モジュールは、前記第１証明書情報における有効時間期限
を獲得する、証明書有効時間獲得ユニットと、第１証明書情報の有効時間期限と現在時刻
とを比較し、もし前記現在時刻が前記証明書の有効時間期限内にあれば、前記証明書を認
証し、もし前記現在時刻が前記証明書の有効時間期限内ではなければ、前記第２請求を拒
否する、証明書有効時間認証ユニットとを備える。
【００２０】
　好ましくは、前記権限モデル認証モジュールの前記権限モデルにおけるＭ個機能権限に
対する認証は、前記第１権限モデルにおける前記Ｍ個機能権限および各機能権限に対応す
る有効時間期限を獲得し、前記Ｍ個機能権限において、Ｌ個機能権限を有する有効時間期
限と現在時刻とを比較する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明における１つまたは複数の実施方式の具体的な技術效果は以下の通りである。
　端末からのオンライン閲読第１請求を受信し、第１請求における第１ユーザー情報を獲
得する。
　第１ユーザー情報に対応する第１権限情報を獲得し、第１権限情報に基づき、第１権限
モデルを生成する。
　ストレージした証明書情報と権限モデル間の対応関係に基づき、第１権限モデルに対応
する第１証明書情報を獲得し、第１権限モデルと第１証明書情報を含む第２請求を生成し
、第２請求に含まれる第１証明書情報および第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に対す
る認証を行う。
　これにより、システム間シグナルの頻繁な交換により引き起こされるシステム性能問題
を解決し、デジタルコンテンツ管理の簡素化を実現する。
　同時に、デジタルコンテンツの安全性も確保し、違法無断リンクに対して抑制効果が働
く。
　かつ、デジタルコンテンツの版権を充分に保護する。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明におけるオンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法のフロー図。
【図２】本発明における第１権限モデルの定義を示す図。
【図３】本発明におけるオンライン閲読システムの第２請求における第１権限モデルおよ
び第１証明書情報に対する認証フロー図。
【図４】本発明におけるオンライン閲読デジタルコンテンツ認証のシステム。
【図５】本発明におけるオンライン閲読システムの構造を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、ユーザーがオンライン閲読を行わなければならない場合、ユーザーがサービ
ス処理システムへ請求を送信後、サービス処理システムがユーザー情報を獲得する。
　かつ、対応する権限モデルおよび認証を生成し、オンライン閲読システムへ送信する。
　オンライン閲読システムは、権限モデルおよび証明書に基づき、ユーザーが所有する全
機能権限を提供するオンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法およびシステムを提供
する。
　これにより、システム間シグナルの頻繁な交換により引き起こされるシステム性能問題
を解決し、デジタルコンテンツ管理の簡素化を実現する。
　同時に、デジタルコンテンツの安全性も確保する。
【００２４】
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　以下に図面と具体的な実施形態を結合し、本発明の技術方案を詳細に記述する。
【００２５】
　図１は、オンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法のフロー図であり、以下のステ
ップ１０１からステップ１０５を備える。
【００２６】
　ステップ１０１において、端末からのオンライン閲読第１請求を受信し、第１請求にお
ける第１ユーザー情報を獲得する。
【００２７】
　ステップ１０２において、ストレージした権限情報とユーザー情報間の対応関係に基づ
き、第１ユーザー情報に対応する第１権限情報を獲得する。
　かつ、第１権限情報に基づき、ユーザーが所有するＭ個機能権限を備える第１権限モデ
ルを生成する。
　ここで、Ｍは１より大きいまたは等しい。
【００２８】
　サービス処理システムにおいて、有権限情報とユーザー情報間の対応関係を事憶し、サ
ービス処理システムが第１ユーザー情報を獲得後、サービス処理システムは事憶した対応
関係を調べる。
　これにより、第１ユーザー情報に対応する第１権限情報を獲得し、第１権限情報にユー
ザーが所有する機能権限はおそらく１つまたは複数の機能権限であるという定義を含む。
【００２９】
　第１権限情報を獲得後、サービス処理システムは、第１権限情報における１つまたは複
数の機能権限の定義に基づき、第１権限モデルを生成する。
　これにより、第１権限モデルにユーザーが所有するＭ個機能権限を備える。
　ここで、Ｍは１より大きいまたは等しい。
【００３０】
　ここで、Ｍ個機能権限は、閲読範囲の権限、オンラインかつ送信する権限、サービス時
間の権限、コピーの権限、印刷の権限における１つの機能権限または複数の機能権限の組
み合わせでもよい。
　かつ、サービス処理システムにおいて、ユーザーの必要に応じて機能権限を増加または
減少できる。
【００３１】
　一方で、Ｍ個機能権限におけるいずれの機能権限が、ユーザーに無期限で使用されるこ
とを避けるため、Ｍ個機能権限における各機能権限全てに対応する有効時間期限を設ける
。
【００３２】
　ステップ１０３において、ストレージした証明書情報と権限モデル間の対応関係に基づ
き、第１権限モデルに対応する第１証明書情報を獲得する。
【００３３】
　第１権限モデルを生成後、サービス処理システムに証明書情報と権限モデルの対応関係
をストレージしているため、第１権限モデルを獲得後、サービス処理システムは、第１権
限モデルに基づき、これに対応して唯一の第１証明書情報を獲得する。
【００３４】
　ユーザーの証明書が一定時間内に効果的に使用されるために、第１証明書情報における
証明書を獲得後、証明書に対応する有効時間期限をさらに獲得し、ユーザーが無期限に同
じ証明書情報を使用することを避ける。
　同時に、デジタルコンテンツの版権も充分な保護を得る。
【００３５】
　ステップ１０４において、第１権限モデルと第１証明書情報を含む第２請求を生成し、
第２請求をオンライン閲読システムへ送信する。
【００３６】
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　ステップ１０２およびステップ１０３を実行後、サービス処理システムは、第１ユーザ
ー情報に対応する第１権限情報および第１権限情報に対応する第１証明書情報を獲得する
。
　そして、サービス処理システムは、第１権限モデルおよび第１証明書情報をＵＲＬパラ
メータ（ユニフォームリソースロケータ）に加え、第１権限モデルおよび第１証明書情報
を含む第２請求を生成する。
【００３７】
　第１権限モデルＵＲＬパラメータにより伝達を行う。
　これを第１権限モデルフォロー権限範囲と規則し、この定義は実際の必要に応じて拡大
できる。
　図２におけるＶは閲読権限を示しており、その後の１－５、１５－３０は現在のユーザ
ーが閲読できる第１ページから第５ページと第１５ページから第３０ページの内容を示す
。
　その他権限の定義は、実際の必要に応じて定義を拡大できる。
【００３８】
　ステップ１０５において、第２請求に含まれる第１証明書情報および第１権限モデルに
おけるＭ個機能権限に対する認証を行う。
【００３９】
　オンライン閲読システムは、第２請求を受信後、まず第２請求における第１証明書情報
に対する認証を行う。
　そして、第１証明書情報の認証構造により第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に対す
る認証を行う。
【００４０】
　図３は、オンライン閲読システムにおける、第２請求における第１権限モデルおよび第
１証明書情報に対する認証フロー図であり、具体的に以下のステップ３０１からステップ
３０３を備える。
【００４１】
　ステップ３０１において、第２請求に基づき、第２請求における第１権限モデルおよび
第１証明書情報を獲得する。
【００４２】
　オンライン閲読システムは、第２請求を受信後、第２請求における第１権限モデルおよ
び第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に対応する有効時間期限を獲得する。
　同時に、第１証明書情報および第１認証に対応する有効時間期限を獲得する。
【００４３】
　ステップ３０２において、第１証明書情報に対する認証を行う。
　かつ、第１証明書情報の認証結果に基づき、第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に対
する認証を行う。
【００４４】
　オンライン閲読システムにおいて、まず第１証明書情報に対する認証を行う。
　第１証明書情報は、唯一の認証および認証に対応する有効時間期限を備える。
　オンライン閲読システム証明書の合法性に対する認証を行う。
　もし証明書が合法であれば、証明書の有効時間期限に対する認証を行う。
　もし証明書が非合法であれば、第２請求を拒否する。
【００４５】
　ここで、もしユーザーが独善で権限モデルにおける内容を修正すれば、証明書認証は非
合法となり、第２請求を拒否する。
【００４６】
　証明書の合法性に対する認証を行った後、証明書の有効時間期限に対する認証を行う。
　第１証明書の有効時間期限とユーザーが証明書を使用した現在時刻を獲得し、比較する
。
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　もし証明書の有効時間期限が現在時刻の後にあれば、証明書は認証される。
　かつ、第１権限モデルを解析する。
　証明書が認証されなければ、第２請求を拒否する。
【００４７】
　第１証明書情報における証明書の合法性および証明書に対応する有効時間期限が全て認
証された後、オンライン閲読システムは、第１権限モデルに対する認証を行う。
【００４８】
　オンライン閲読システムは、第１権限モデルにおけるＭ個機能権限およびこのＭ個機能
権限において、各機能権限に対応する有効時間期限を獲得する。
　かつ、第２請求を受信した現在時刻を獲得し、Ｍ個機能権限における各機能権限の有効
時間期限と現在時刻とを比較する。
【００４９】
　ステップ３０３において、Ｍ個機能権限の認証結果に基づき、認証された複数の機能権
限に対応するオンライン閲読内容を端末に提供する。
【００５０】
　もしＭ個機能権限において、Ｌ個機能権限を有する有効時間期限が現在時刻の後にあれ
ば、Ｌ個機能権限に対応するオンライン閲読内容を端末に提供する。
　ユーザーは端末にてこのＬ個機能権限に対応するサービスを直接獲得でき、頻繁な送信
請求および頻繁な情報相互交換を避ける。
　ここで、Ｌは０より大きいまたは等しく、Ｍより小さいまたは等しい整数である。
【００５１】
　図４は、オンライン閲読デジタルコンテンツ認証のシステムであり、具体的に、以下の
サービス処理システム４０１とオンライン閲読システム４０２を備える。
【００５２】
　サービス処理システム４０１は、端末からのオンライン閲読第１請求を受信し、第１請
求における第１ユーザー情報を獲得する。
　ストレージした権限情報とユーザー情報間の対応関係に基づき、第１ユーザー情報に対
応する第１権限情報を獲得する。
　かつ、第１権限情報に基づき、ユーザーが所有するＭ個機能権限を備える第１権限モデ
ルを生成する。
　ここで、Ｍは１より大きいまたは等しい。
　ストレージした証明書情報と権限モデル間の対応関係に基づき、第１権限モデルに対応
する第１証明書情報を獲得し、第１権限モデルと第１証明書情報を含む第２請求を生成す
る。
【００５３】
　オンライン閲読システム４０２は、サービス処理システムと接続し、第２請求を受信す
る。
　かつ、第２請求に含まれる第１証明書情報および第１権限モデルにおけるＭ個機能権限
に対する認証を行う。
【００５４】
　図５は、オンライン閲読システムの構造を示す図であり、具体的に、第２請求を受信す
る受信モジュール５０１と、第２請求における第１権限モデルおよび第１証明書情報を獲
得する獲得モジュール５０２と、第１証明書情報に対する認証を行う証明書認証モジュー
ル５０３と、第１証明書情報の認証結果に基づき、権限モデルにおけるＭ個機能権限に対
する認証を行う権限モデル認証モジュール５０４と、Ｍ個機能権限の認証結果に基づき、
認証された複数の機能権限に対応するオンライン閲読内容を端末に提供する内容提供モジ
ュール５０５とを備える。
【００５５】
　さらに、証明書認証モジュール５０３は、第１証明書情報における有効時間期限を獲得
する認証有効時間期限獲得ユニットと、第１証明書情報の有効時間期限と現在時刻とを比
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　もし現在時刻が認証した有効時間期限内にあれば、証明書は認証される。
　証明書が認証されなければ、第２請求を拒否する認証有効時間期限認証ユニットとを備
える。
【００５６】
　さらに、権限モデルモジュールの権限モデルにおけるＭ個機能権限に対する認証は、第
１権限モデルにおけるＭ個機能権限および各機能権限に対応する有効時間期限を獲得する
ステップと、Ｍ個機能権限において、Ｌ個機能権限を有する有効時間期限と現在時刻とを
比較するステップとを備える。
【００５７】
　本発明は、オンライン閲読デジタルコンテンツ認証の方法を提供する。
　この方法は、端末からのオンライン閲読第１請求を受信し、第１請求における第１ユー
ザー情報を獲得するステップと、第１ユーザー情報に対応する第１権限情報を獲得し、第
１権限情報に基づき、第１権限モデルを生成するステップと、ストレージした証明書情報
と権限モデル間の対応関係に基づき、第１権限モデルに対応する第１証明書情報を獲得し
、第１権限モデルと第１証明書情報を含む第２請求を生成するステップと、第２請求に含
まれる第１証明書情報および第１権限モデルにおけるＭ個機能権限に対する認証を行うス
テップとを備える。
　これにより、システム間シグナルの頻繁な交換により引き起こされるシステム性能問題
を解決し、デジタルコンテンツ管理の簡素化を実現する。
　同時に、デジタルコンテンツの安全性も確保し、違法無断リンクに対して抑制効果が働
き、かつ、デジタルコンテンツの版権を充分に保護する。
【００５８】
　無論、当業者によって、上述した実施形態に記述された技術的な解決手段を改造し、或
いはその中の一部の技術要素を置換することもできる。
　そのような、改造と置換は本発明の各実施形態の技術の範囲から逸脱するとは見なされ
ない。
　そのような改造と置換は、すべて本発明の請求の範囲に属する。
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