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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ライセンス要求に応じてコンテンツのライセンスを発行して送信するライセンス発行装
置と、要求されたライセンスが記憶手段に記憶されていない場合、前記ライセンス発行装
置にライセンス要求を転送し、該ライセンス要求に対し送信されたライセンスを前記記憶
手段に格納し、要求されたライセンスが前記記憶手段に記憶されている場合、該ライセン
スを読み出して送信するライセンス管理装置とに、通信ネットワークを介して接続される
ナビゲーションシステムであって、
　ライセンス要求を前記ライセンス管理装置に送信するライセンス要求手段と、
　ライセンス取得状況記憶手段と、
　前記ライセンス管理装置から送信されたライセンスを受信するライセンス受信手段と、
　前記ライセンスを受信したか否かを示す情報を、前記ライセンス取得状況記憶手段に記
憶させるライセンス取得状況格納手段と、を有し、
　前記ライセンス取得状況記憶手段から読み出した情報がライセンスを受信していないこ
とを示す場合、前記ライセンス要求を前記ライセンス管理装置に再度送信すること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項２】
　請求項１記載のナビゲーションシステムであって、
　前記ライセンス管理装置と通信可能な地域の情報を含む地図データを記憶する地図デー
タ記憶手段と、
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　前記ナビゲーションシステムの現在位置を算出する現在位置算出手段と、をさらに有し
、
　前記算出された現在位置と、前記地図データとから、前記ライセンス管理装置と通信可
能であるか否か判定し、前記ライセンス管理装置と通信可能であり、前記ライセンス取得
状況記憶手段から読み出した情報がライセンスを受信していないことを示す場合、前記ラ
イセンス要求を前記ライセンス管理装置に再度送信すること
　を特徴とするナビゲーションシステム。
【請求項３】
　要求したライセンスを取得するまで繰り返しライセンス要求を送信するナビゲーション
システムと、前記ライセンス要求に応じてコンテンツのライセンスを発行して送信するラ
イセンス発行装置とに、通信ネットワークを介して接続されるライセンス管理装置であっ
て、
　前記ライセンス管理装置は、
　前記ナビゲーションシステムから送信されたライセンス要求を受信するライセンス要求
受信手段と、
　前記受信したライセンス要求を前記ライセンス発行装置に転送する転送手段と、
　前記ライセンス発行装置から送信されたライセンスを受信するライセンス受信手段と、
　ライセンス管理情報記憶手段と、
　前記受信したライセンスを前記ライセンス管理情報記憶手段に格納するライセンス格納
手段と、
　前記受信したライセンスを、前記ナビゲーションシステムへ送信するライセンス送信手
段と、を有し、
　前記ライセンス管理情報記憶手段に、受信したライセンス要求で要求されるライセンス
が記憶されていない場合、前記ライセンス要求を転送し、前記ライセンス管理情報記憶手
段に、受信したライセンス要求で要求されるライセンスが記憶されている場合、該ライセ
ンスを読み出し、該読み出したライセンスを前記ナビゲーションシステムに送信すること
　を特徴とするライセンス管理装置。
【請求項４】
　ナビゲーションシステムと、ライセンス要求に応じてコンテンツのライセンスを発行し
て送信するライセンス発行装置と、ライセンス管理装置とが、通信ネットワークを介して
接続されるライセンス管理システムであって、
　前記ナビゲーションシステムは、
ライセンス要求を前記ライセンス管理装置に送信するライセンス要求手段と、
　ライセンス取得状況記憶手段と、
　前記ライセンス管理装置から送信されたライセンスを受信するライセンス受信手段と、
　前記ライセンスを受信したか否かを示す情報を、前記ライセンス取得状況記憶手段に記
憶させるライセンス取得状況格納手段と、を有し、
　前記ライセンス管理装置は、
　前記ナビゲーションシステムから送信されたライセンス要求を受信するライセンス要求
受信手段と、
　前記受信したライセンス要求を前記ライセンス発行装置に転送する転送手段と、
　前記ライセンス発行装置から送信されたライセンスを受信するライセンス受信手段と、
　ライセンス管理情報記憶手段と、
　前記受信したライセンスを前記ライセンス管理情報記憶手段に格納するライセンス格納
手段と、
　前記受信したライセンスを、前記ナビゲーションシステムへ送信するライセンス送信手
段と、を有し、
　前記ナビゲーションシステムは、前記ライセンス取得状況記憶手段から読み出した情報
がライセンスを受信していないことを示す場合、前記ライセンス要求を前記ライセンス管
理装置に再度送信し、
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　前記ライセンス管理装置は、前記ライセンス管理情報記憶手段に、受信したライセンス
要求で要求されるライセンスが記憶されていない場合、前記ライセンス要求を転送し、前
記ライセンス管理情報記憶手段に、受信したライセンス要求で要求されるライセンスが記
憶されている場合、該ライセンスを読み出し、該読み出したライセンスを前記ナビゲーシ
ョンシステムに送信すること
　を特徴とするライセンス管理システム。
【請求項５】
　請求項４記載のライセンス管理システムであって、
　前記ナビゲーションシステムは、
　前記ライセンス管理装置と通信可能な地域の情報を含む地図データを記憶する地図デー
タ記憶手段と、
　前記ナビゲーションシステムの現在位置を算出する現在位置算出手段と、をさらに有し
、
　前記算出された現在位置と、前記地図データとから、前記ライセンス管理装置と通信可
能であるか否か判定し、前記ライセンス管理装置と通信可能であり、前記ライセンス取得
状況記憶手段から読み出した情報がライセンスを受信していないことを示す場合、前記ラ
イセンス要求を前記ライセンス管理装置に再度送信すること
　を特徴とするライセンス管理システム。
【請求項６】
　ライセンス要求に応じてコンテンツのライセンスを発行して送信するライセンス発行装
置と、要求されたライセンスが記憶手段に記憶されていない場合、前記ライセンス発行装
置にライセンス要求を転送し、該ライセンス要求に対し送信されたライセンスを前記記憶
手段に格納し、要求されたライセンスが前記記憶手段に記憶されている場合、該ライセン
スを読み出して送信するライセンス管理装置とに、通信ネットワークを介して接続される
ナビゲーションシステムによるライセンス取得方法であって、
　ライセンス要求を前記ライセンス管理装置に送信するライセンス要求ステップと、
　ライセンス取得状況記憶手段に、前記ライセンス管理装置の送信したライセンスを受信
したか否か示す情報を記憶させるライセンス取得状況格ステップと、を実行し、
　前記ライセンス取得状況記憶手段から読み出した情報がライセンスを受信していないこ
とを示す場合、前記ライセンス要求を前記ライセンス管理装置に再度送信すること
　を特徴とするライセンス取得方法。
【請求項７】
　ライセンス要求に応じてコンテンツのライセンスを発行して送信するライセンス発行装
置と、要求されたライセンスが記憶手段に記憶されていない場合、前記ライセンス発行装
置にライセンス要求を転送し、該ライセンス要求に対し送信されたライセンスを前記記憶
手段に格納し、要求されたライセンスが前記記憶手段に記憶されている場合、該ライセン
スを読み出して送信するライセンス管理装置とに、通信ネットワークを介して接続される
ナビゲーションシステムに実行させるライセンス取得プログラムであって、
　ライセンス要求を前記ライセンス管理装置に送信するライセンス要求ステップと、
　ライセンス取得状況記憶手段に、前記ライセンス管理装置の送信したライセンスを受信
したか否か示す情報を記憶させるライセンス取得状況格ステップと、を実行させ、
　前記ライセンス取得状況記憶手段から読み出した情報がライセンスを受信していないこ
とを示す場合、前記ライセンス要求を前記ライセンス管理装置に再度送信すること
　を特徴とするライセンス取得プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルコンテンツのライセンス管理に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　ナビゲーションシステムは、一般に、地図データに探索されたルート等を合成等してユ
ーザに情報を提示するものである。この地図データを記録しておく記憶装置として、例え
ば、ＣＤ（Compact Disc）やＤＶＤ（Digital Versatile Disk）、ＨＤＤ（Hard Disk Dr
ive）等がある。このうち、ＨＤＤは書き込みも容易であることから、地図データの他に
、例えば、音楽や動画、静止画等のデジタルコンテンツをＨＤＤに記憶させることが考え
られる。記憶装置に記憶させたデジタルコンテンツは、ナビゲーションシステムのディス
プレイやスピーカ等の出力装置で出力することができる。
【０００３】
　ここで、デジタルコンテンツの違法な複製の頒布を防ぐために、各種のデジタル著作権
管理技術（Digital Rights Management、以下ＤＲＭ）が適用されている。ＤＲＭの例と
して、音楽コンテンツを、通信ネットワークを介してオンライン購入する場合、コンテン
ツを暗号化して配布し、ライセンスと呼ばれる情報にその復号鍵を入れて正規の購入者に
与えることが行なわれている。ライセンスは、特定の再生機器でのみ有効となる演算を施
された情報であり、その再生機器固有の情報を用いて、専用のライセンス発行装置によっ
て作成される。
【０００４】
　このようなＤＲＭによってコンテンツの複製物の無制限な頒布を防止できる一方、何ら
かの理由でライセンスを喪失した場合には、正規の購入者でさえもコンテンツを利用でき
なくなる。ライセンスを喪失する原因として、ライセンス購入時の通信処理の異常終了に
よるライセンス受信の失敗等がある。ライセンスを喪失してしまった場合、ユーザは再度
対価を支払って、ライセンスを購入する必要がある。これはユーザに不合理な金銭的負担
を強いるものである。
【０００５】
　ライセンス受信の失敗によりユーザに金銭的負担を強いない技術が特許文献１に記載さ
れている。特許文献１には、ライセンスの送受信中に回線が切断した場合には自動的に回
線を再接続し、ライセンスの送受信を継続する技術が記載されている。特許文献１の技術
は、回線が切断した際の通信履歴を再生機器およびライセンス発行装置の両者において記
録しておき、再接続時に両者の記録を比較検証することによって、送受信処理のどのステ
ップから処理を再開すべきかを決定するものである。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－９９５０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のような、ＤＲＭをナビゲーションシステムに適用する場合でも、上述と同様に、
通信障害やナビゲーションシステムの破損等により、コンテンツのライセンスが喪失する
場合がある。
【０００８】
　例えば、ナビゲーションシステムを搭載した車両は、ホットスポット等の通信可能なエ
リアを一旦離脱すると、次に通信可能になるのはいつになるか不明である。また、例えば
車両エンジンの停止等により、ナビゲーションシステムの電源が遮断された場合、次にエ
ンジンを稼動する時まで通信を行うことができない。また、山間部等車両の走行地域によ
り、通信切断等が頻繁に起こる場合もある。このように、ナビゲーションシステムでは、
携帯電話やＰＣ（Personal Computer）等の通信端末でコンテンツを購入する場合よりも
、長時間の通信切断、及び、頻繁な通信切断等が起こる可能性が大きい。
【０００９】
　このように、ナビゲーションシステムは、長時間の通信切断、及び、頻繁な通信切断等
が起こる可能性が大きい。従って、ナビゲーションシステムに対して特許文献１の技術を
適用した場合、携帯電話やＰＣ等の通信端末でコンテンツを購入する場合よりも、記録容
量や多数の通信履歴を参照する処理時間等の負荷が大きくなることが考えられる。
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【００１０】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、ナビゲーションシステムで用いるコ
ンテンツのライセンス発行において、ライセンス受信の失敗によりユーザに金銭的負担を
強いることが無く、且つ、ライセンス発行装置への負荷を少なくすることのできる技術を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は上記の目的を達成するためになされたもので、ライセンス発行装置により発行
されたライセンスを、ライセンス管理装置が受信する。ライセンス管理装置は、受信した
ライセンスを、そのライセンスを受信すべきナビゲーションシステムに送信すると共に、
記憶装置に記憶しておく。ナビゲーションシステムは、取得すべきライセンスが取得でき
ない場合、ライセンス管理装置に、ライセンスの送信を要求する。ライセンス管理装置は
、記憶装置からライセンスを読み出し、ナビゲーションシステムに送信する。
【００１２】
　本発明は、ライセンス要求に応じてコンテンツのライセンスを発行して送信するライセ
ンス発行装置と、要求されたライセンスが記憶手段に記憶されていない場合、前記ライセ
ンス発行装置にライセンス要求を転送し、該ライセンス要求に対し送信されたライセンス
を前記記憶手段に格納し、要求されたライセンスが前記記憶手段に記憶されている場合、
該ライセンスを読み出して送信するライセンス管理装置とに、通信ネットワークを介して
接続されるナビゲーションシステムであって、ライセンス要求を前記ライセンス管理装置
に送信するライセンス要求手段と、ライセンス取得状況記憶手段と、前記ライセンス管理
装置から送信されたライセンスを受信するライセンス受信手段と、前記ライセンスを受信
したか否かを示す情報を、前記ライセンス取得状況記憶手段に記憶させるライセンス取得
状況格納手段と、を有し、前記ライセンス取得状況記憶手段から読み出した情報がライセ
ンスを受信していないことを示す場合、前記ライセンス要求を前記ライセンス管理装置に
再度送信することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の技術によれば、ライセンス管理装置が、発行されたライセンスをナビゲーショ
ンシステムに転送すると共に、そのライセンスを記憶装置に記憶しておくので、ライセン
ス発行装置は、通信履歴を記憶する必要が無く、また、通信履歴を参照して処理する必要
も無い。ライセンス管理装置は、ナビゲーションシステムから要求されたときに、記憶し
ているライセンスの送信処理を実行するのみであるので、記憶容量や演算処理等の負担を
少なくすることが可能となる。また、ライセンス管理装置の記憶しているライセンスを送
信する時には課金処理等はされないので、ユーザは、ナビゲーションシステムでのライセ
ンス受信失敗による金銭的負担を強いられることがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施形態を図面を参照して詳細に説明する。なお、以下で説明するコ
ンテンツは特に限定されるものではなく、例えば、任意のプログラム、音楽、静止画、動
画等でもよい。
＜第１の実施形態＞
　まず、第１の実施形態を説明する。
【００１５】
　図１は、第１の実施形態のライセンス管理システムの構成例を示す図である。図１にお
いて、ライセンス管理システムは、通信ネットワーク１、コンテンツ配信事業者２により
提供されるコンテンツ配信装置２１、ライセンス発行装置２２、ライセンス管理会社３に
より提供されるライセンス管理装置３１、車両４に搭載等される車載情報端末４１等を有
する。コンテンツ配信装置２１、ライセンス発行装置２２、ライセンス管理装置３１、車
載情報端末４１等は、通信ネットワーク１を介して互いに接続される。
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【００１６】
　通信ネットワーク１は、例えば、インターネット等である。コンテンツ配信装置２１は
、例えば情報処理装置であり、要求されたコンテンツを送信等する。ライセンス発行装置
２２は、例えば情報処理装置であり、要求に応じてコンテンツのライセンスを発行し、送
信等する。ライセンス管理装置３１は、例えば情報処理装置であり、ライセンス発行装置
２２から送信されたライセンスを記憶装置に格納すると共に、車載情報端末４１に、その
ライセンスを送信等する。車載情報端末４１は、例えば、通信ネットワーク１に接続可能
なナビゲーションシステムであり、ライセンスを要求する。
【００１７】
　次に、ライセンス管理装置３１、車載情報端末４１の構成例を説明する。なお、コンテ
ンツ配信装置２１およびライセンス発行装置２２は一般的なものを用いているため、詳細
を省略する。
【００１８】
　図２は、ライセンス管理装置３１の構成例を示す図である。図２において、ライセンス
管理装置３１は、ＣＰＵ３１１、メモリ３１２、記憶装置３１３、入力装置３１４、出力
装置３１５、通信インタフェース３１６等を有する。
【００１９】
　記憶装置３１３は、例えば、例えば、ＨＤＤや、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＡＭ等の書き込
み及び読み出し可能な記憶メディア及び記憶メディア駆動装置等である。記憶装置３１３
には、ライセンス管理プログラム（以下ＰＧ）３７１、ライセンス管理テーブル３６１等
が格納される。ライセンス管理テーブル３６１は、ライセンス発行装置２２から送信され
たライセンス等を格納するテーブルである。
【００２０】
　入力装置３１４は、例えば、キーボード、スキャナ、マウス等である。出力装置３１５
は、例えば、ディスプレイ、プリンタ、スピーカ等である。ライセンス管理装置３１は、
通信インタフェース３１６を介して通信ネットワーク１と接続する。
【００２１】
　ＣＰＵ３１１はメモリ３１２にロードしたライセンス管理ＰＧ３７１を実行することに
より、要求受信部３５１、要求転送部３５２、ライセンス受信部３５３、ライセンス転送
部３５４等を実現する。要求受信部３５１は、車載情報端末４１からの、ライセンス取得
要求を受信する。要求転送部３５２は、受信したライセンス取得要求をライセンス発行装
置２２に転送する。ライセンス受信部３５３は、ライセンス発行装置２２から送信された
ライセンスを受信すると共に、ライセンス管理テーブル３６１に格納する。ライセンス転
送部３５４は、受信したライセンスを車載情報端末４１に転送する。
【００２２】
　ここで、ライセンス管理テーブル３６１について説明する。図３は、ライセンス管理テ
ーブル３６１の一例である。図３において、ライセンス管理テーブル３６１は、端末情報
３０１、コンテンツ識別子３０２、ライセンス３０３等を格納する。端末情報３０１、コ
ンテンツ識別子３０２、ライセンス３０３等は互いに対応付けられている。端末情報３０
１は、各車載情報端末４１固有の情報である。コンテンツ識別子３０２は、対応する端末
情報３０１に示される車載情報端末４１の要求したコンテンツの識別情報である。ライセ
ンス３０３は、対応するコンテンツ識別子３０２のコンテンツを、対応する端末情報３０
１に示される車載情報端末４１で用いるためのライセンスである。
【００２３】
　本実施形態では、ライセンス管理テーブル３６１内の情報は、後述する動作により格納
される。
【００２４】
　図４は、車載情報端末４１の構成例を示す図である。図４において、車載情報端末４１
は、ＣＰＵ４１１、メモリ４１２、記憶装置４１３、入力装置４１４、出力装置４１５、
通信インタフェース４１６等を有する。
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【００２５】
　記憶装置４１３は、例えば、例えば、ＨＤＤや、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ－ＲＡＭ等の書き込
み及び読み出し可能な記憶メディア及び記憶メディア駆動装置等である。記憶装置４１３
には、コンテンツ取得ＰＧ４７１、コンテンツ管理テーブル４６１等が格納される。コン
テンツ管理テーブル４６１は、要求したライセンスを取得したか否かを示す情報等を格納
する。また、図示していないが、記憶装置４１３は、この車載情報端末４１固有の情報で
ある端末情報を格納する。この端末情報は、例えば、製品出荷時、又は、製品販売時等に
予め格納されている情報である。
【００２６】
　入力装置４１４は、例えば、ボタン、リモコン及びリモコン受信部、タッチパネル、マ
イク等である。出力装置４１５は、例えば、ディスプレイ、スピーカ等である。車載情報
端末４１は、通信インタフェース４１６を介して通信ネットワーク１と接続する。
【００２７】
　ＣＰＵ４１１はメモリ４１２にロードしたコンテンツ取得ＰＧ４７１を実行することに
より、コンテンツ取得部４５１、ライセンス要求部４５２、ライセンス再要求部４５３、
ライセンス受信部４５４等を実現する。コンテンツ取得部４５１は、コンテンツ配信装置
２１からコンテンツを取得する。ライセンス要求部４５２は、ライセンス管理装置３１に
対してライセンスを要求する。ライセンス再要求部４５３は、受信できなかったライセン
スがある場合、再度、ライセンス要求を送信する。ライセンス受信部４５４は、ライセン
ス管理装置３１からのライセンスを受信する。
【００２８】
　ここで、コンテンツ管理テーブル４６１について説明する。図５は、コンテンツ管理テ
ーブル４６１の一例である。図５において、コンテンツ管理テーブル４６１は、コンテン
ツ識別子５０１、ライセンス５０２、取得状況５０３等を含む。コンテンツ識別子５０１
、ライセンス５０２、取得状況５０３等は、互いに対応付けられている。コンテンツ識別
子５０１は、車載情報端末４１の要求したコンテンツの識別情報である。ライセンス５０
２は、対応するコンテンツ識別子５０１に示されるコンテンツを車載情報端末４１で用い
るためのライセンスである。取得状況５０３は、対応するコンテンツ識別子５０１のライ
センスを取得したか否かを示す情報である。図５の例では、ライセンスを取得したことを
「済」、通信可能地域から外れた等の理由でライセンス取得が完了していないことを「未
」で示す。
【００２９】
　コンテンツ管理テーブル４６１内の情報は、後述する動作により格納される。
【００３０】
　なお、図示してはいないが、車載情報端末４１は、角速度センサ、方位センサ、車速セ
ンサ等を有する。角速度センサ、方位センサ等からの出力は、図示しないＡＤ変換器等に
より変換され、ＣＰＵ４１１等に入力される。車速センサからの出力は、図示しないカウ
ンタ等によりカウントされ、カウンタの出力はＣＰＵ４１１等に入力される。また、記憶
装置４１３は、地図データを記憶している。ＣＰＵ４１１は、角速度センサ、方位センサ
の出力から得られる車両４の方位、車速センサの出力から得られる車両４の車速、及び、
地図データ等から、車両４の現在位置を算出する現在位置算出機能を有する。この機能は
、従来技術のナビゲーションシステムと同じであるので、詳細は省略する。
【００３１】
　次に、動作例を説明する。ここでは、まず、シーケンス例を簡単に説明し、次に、装置
単体の動作例を説明する。
【００３２】
　まず、図６を参照し、シーケンス例を説明する。なお、ここでは、車載情報端末４１は
、コンテンツ配信装置２１に、コンテンツに関する情報であるコンテンツ情報を要求し、
その要求に応じてコンテンツ配信装置２１からのコンテンツ情報を受信した後に、受信し
たコンテンツ情報に含まれる情報を用いて、そのコンテンツを出力等するために必要なラ
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イセンスを要求する場合を説明する。
【００３３】
　図６において、ユーザは、コンテンツを再生等したい場合、入力装置４１４を用いてコ
ンテンツ情報の取得を指示する。コンテンツ情報の取得を指示されると、車載情報端末４
１のコンテンツ取得部４５１は、コンテンツ配信装置２１に、コンテンツ情報要求を送信
する（Ｓ６０１）。コンテンツ配信装置２１は、記憶装置（図示略）からコンテンツに関
する情報を読み出し、車載情報端末４１に送信する（Ｓ６０２）。
【００３４】
　次に、車載情報端末４１のライセンス要求部４５２は、受信したコンテンツのライセン
ス要求を、ライセンス管理装置３１に送信する（Ｓ６０３）。また、ライセンス要求部４
５２は、受信したコンテンツ情報に含まれるコンテンツ識別子を、記憶装置４１３のコン
テンツ管理テーブル４６１のコンテンツ識別子５０１に追加格納する。
【００３５】
　ライセンス管理装置３１の要求受信部３５１は、車載情報端末４１からのライセンス要
求を受信すると、ライセンス管理テーブル３６１を参照し、要求されたライセンスが既に
取得済みか否か判定する。ここでは、要求されたライセンスを取得していないので、要求
受信部３５１は、要求転送部３５２に転送を指示する。要求転送部３５２は、その指示に
従い、ライセンス発行装置２２に、ライセンス要求を送信する（Ｓ６０４）。
【００３６】
　ライセンス発行装置２２は、従来と同様の処理によりライセンスを発行し、発行したラ
イセンスをライセンス管理装置３１に送信する（Ｓ６０５）。
【００３７】
　ライセンス管理装置３１のライセンス受信部３５３は、ライセンス管理装置３１から送
信されたライセンスを受信すると、受信したライセンス、そのライセンスを用いるコンテ
ンツを示す情報等をライセンス管理テーブル３６１に格納すると共に、ライセンス転送部
３５４に処理を指示する。ライセンス転送部３５４は、その指示に従い、ライセンスを車
載情報端末４１に送信する（Ｓ６０６）。
【００３８】
　ここでは、車両４が走行等して、通信ネットワーク１との通信可能地域を外れる等して
ライセンス管理装置３１と通信不可となり、Ｓ６０６で送信されたライセンスを受信でき
なかったものとする。車載情報端末４１のライセンス受信部４５４は、コンテンツ管理テ
ーブル４６１に、ライセンス未取得を示す情報を格納する。
【００３９】
　所定のタイミング等で、車載情報端末４１のライセンス再要求部４５３は、コンテンツ
管理テーブル４６１を参照し、要求したライセンスを受信していないものがあるか否か判
定する。ここでは、要求したライセンスを受信していないので、ライセンス再要求部４５
３は、コンテンツ管理テーブル４６１から、ライセンスを受信していないコンテンツを示
す情報を読み出し、読み出したコンテンツを示す情報を含むライセンス要求をライセンス
管理装置３１に送信する（Ｓ６０７）。
【００４０】
　上述と同様に、ライセンス管理装置３１の要求受信部３５１は、ライセンス管理テーブ
ル３６１を参照し、要求されたライセンスが既に取得済みか否か判定する。ここでは、要
求されたライセンスを取得しているので、要求受信部３５１は、ライセンス転送部３５４
に処理を指示する。ライセンス転送部３５４は、その指示に従い、ライセンスを車載情報
端末４１に送信する（Ｓ６０８）。
【００４１】
　次に、各装置単体の動作例を説明する。
【００４２】
　まず、車載情報端末４１単体の動作例を説明する。
【００４３】
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　上述のように、車載情報端末４１のコンテンツ取得部４５１は、コンテンツ配信装置２
１から送信されたコンテンツ情報を受信している。このコンテンツ情報には、コンテンツ
、そのコンテンツを識別するコンテンツ識別子、そのコンテンツのライセンスを取得する
ための情報等が含まれている。このライセンスを取得するための情報とは、例えば、ライ
センスを取得するために予め設定されたＵＲＬ（Uniform Resource Locator）等である。
ここでは、受信したコンテンツには、コンテンツ識別子「３４ＵＪ５６４Ｅ」、ライセン
スを取得するための情報であるＵＲＬ「ｈｔｔｐ:／△△△.ｃｏｍ／ｌｉｃｅｎｃｅ1.ｈ
ｔｍ」等が含まれているものとする。このコンテンツ情報は、記憶装置４１３に格納され
る。
【００４４】
　上述のように送信されたコンテンツ情報を受信すると、ライセンス要求部４５２が起動
する。このときの動作を、図７を参照して説明する。
【００４５】
　図７において、ライセンス要求部４５２は、ライセンス管理装置３１の要求受信部３５
１に対して、ライセンス要求を送信する（Ｓ７０１）。さらに、ライセンス要求部４５２
は、要求したライセンスのコンテンツを示す情報等を、コンテンツ管理テーブル４６１に
格納すると共に、ライセンス受信部４５４に、ライセンスの受信を指示する。具体的には
、例えば、コンテンツ識別子「３４ＵＪ５６４Ｅ」のライセンス要求を指示した場合、ラ
イセンス要求部４５２は、記憶装置４１３内のコンテンツ識別子５０１等を格納する領域
に、コンテンツ識別子「３４ＵＪ５６４Ｅ」等を格納する。さらに、ライセンス要求部４
５２は、コンテンツ識別子「３４ＵＪ５６４Ｅ」をメモリ４１２の所定領域に格納し、ラ
イセンス受信部４５４に、その領域を指定して、ライセンスの受信を指示する。
【００４６】
　ここで、ライセンス要求の一例を図８に示す。図８において、ライセンス要求８０１は
、ユーザ名８０２、認証情報８０３、コンテンツ識別子８０４、ライセンス取得情報８０
５、端末情報８０６等を含む。ユーザ名８０２は、車載情報端末４１の所有者を示す。認
証情報８０３は、ユーザを認証するための情報であり、例えば、パスワード等である。コ
ンテンツ識別子８０４は、コンテンツの識別情報である。ライセンス取得情報８０５は、
ライセンスを取得するための情報である。具体的には、例えば、コンテンツ識別子８０４
に示されるコンテンツのライセンスを取得するために予め設定されたＵＲＬ等である。端
末情報８０６は、車載情報端末４１固有の値である。
【００４７】
　なお、ユーザ名８０２及び認証情報８０３は、ライセンス管理装置３１を利用する権限
があるかどうかを確認するために用いるものである。この情報は、ライセンス要求に必ず
しも含まれていなくても良い。このような情報をライセンス要求に含まない場合、車載情
報端末４１は、通信ネットワーク１に接続等したときに、ライセンス管理装置３１に、ユ
ーザ名８０２及び認証情報８０３と運を送信してもよい。また、これらの代わりに生体認
証情報その他の本人認証技術を用いてもよい。
【００４８】
　また、ライセンス取得情報８０５は、ここでは、既に受信したコンテンツ情報に含まれ
ているＵＲＬを用いるものとする。
【００４９】
　図７において、上述のようにライセンス要求を送信した後、ライセンス受信部４５４は
、ライセンスを受信するまで待機する（Ｓ７０２）。次に、ライセンス受信部４５４は、
要求したライセンス受信処理が成功したか否かを判定する（Ｓ７０３）。そのために、例
えば、ライセンス受信部４５４は、ライセンス要求部４５２がライセンス要求を送信して
から所定の時間内に、正常にライセンスを受信したか否か、又は、ライセンス管理装置３
１から、ライセンス受信の失敗を通知する情報を受信したか否か等により判定する。
【００５０】
　Ｓ７０３の判定の結果、ライセンス受信に成功している場合には、ライセンス受信部４
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５４は、コンテンツ管理テーブル４６１に、受信したライセンス等を格納する（Ｓ７０４
）。具体的には、例えば、コンテンツ識別子「３４ＵＪ５６４Ｅ」、ライセンス「Ｅ３４
ＲＬＫ２Ｑ」という情報を受信した場合、ライセンス受信部４５４は、記憶装置４１３内
のコンテンツ管理テーブル４６１から、コンテンツ識別子「３４ＵＪ５６４Ｅ」と一致す
るコンテンツ識別子５０１を検索し、該当するコンテンツ識別子５０１と対応するライセ
ンス５０２、取得情報５０３等に、受信したライセンス「Ｅ３４ＲＬＫ２Ｑ」、ライセン
スを取得したことを示す「済」を格納する。
【００５１】
　Ｓ７０３の判定の結果、ライセンス受信に失敗した場合、ライセンス受信部４５４は、
コンテンツ管理テーブル４６１に、ライセンスの受信を失敗したこと等を格納する（Ｓ７
０５）。具体的には、例えばライセンス要求部４５２から、コンテンツ識別子「３４ＵＪ
５６４Ｅ」を指定してライセンス受信を指示された場合、ライセンス受信部４５４は、記
憶装置４１３内のコンテンツ管理テーブル４６１から、コンテンツ識別子「３４ＵＪ５６
４Ｅ」と一致するコンテンツ識別子５０１を検索し、該当するコンテンツ識別子５０１と
対応するライセンス５０２、取得情報５０３等に、ライセンスを受信していないことを示
す情報「-」、ライセンス未取得を示す「未」を格納する。
【００５２】
　次に、ライセンス受信部４５４は、ライセンスの受信に失敗したことを、出力装置４１
５に出力する（Ｓ７０６）。
【００５３】
　次に、車載情報端末４１が、受信に失敗したライセンスを再度取得する動作例を図９を
参照して説明する。図９に示す動作は、例えば、電源ＯＮ時、電源ＯＦＦ時、所定時間毎
或いは車両４の所定距離走行毎等に実行されてもよい。また、車載情報端末４１とライセ
ンス管理装置３１との間の通信回線の接続が確立する毎に起動され、実行されてもよい。
そのために、例えば、車載情報端末４１は、所定時間毎又は所定距離走行毎にポーリング
を行い、そのポーリングに対し応答があった場合に、後述する動作を起動してもよい。ま
た、あらかじめ定められたホットスポット情報等を参照して、車両４がホットスポットに
進入する毎に起動され、実行されてもよい。そのために、例えば、記憶装置４１３の地図
データには、ホットスポット情報等が格納されており、現在位置算出機能で算出された車
両４の現在位置が、そのホットスポットに含まれていると判定できる場合に、後述する動
作を起動してもよい。
【００５４】
　図９において、ライセンス再要求部４５３は、初期値「ｉ＝０、ｎ＝コンテンツ登録件
数」を設定する（Ｓ９０１）。ここで、コンテンツ登録件数とは、コンテンツ管理テーブ
ル４６１に格納されているコンテンツ識別子、ライセンス、取得状況等の組合せの数であ
る。この数「ｎ」は、例えば、ライセンス再要求部４５３が、コンテンツ管理テーブル４
６１への登録件数をカウントすることにより取得する。次に、ライセンス再要求部４５３
は、記憶装置４１３内のコンテンツ管理テーブル４６１の「ｉ」番目の取得状態５１３を
読み出し、読み出した情報がライセンス未取得を示しているか否か判定する（Ｓ９０２）
。具体的には、読み出した取得状態５１３が「未」であるか否か判定する。取得状態５１
３が「未」である場合、ライセンス再要求部４５３は、ライセンス未取得と判定する。
【００５５】
　Ｓ９０２の判定の結果、ライセンス未取得でない場合、ライセンス再要求部４５３は、
「ｉ」をインクリメントし（Ｓ９０３）、「ｉ≦ｎ」であるか否か、即ち、コンテンツ管
理テーブル４６１に格納されている全ての情報に対しライセンス未取得か否か判定したか
否か判定する（Ｓ９０４）。Ｓ９０４の判定の結果、「ｉ≦ｎ」でない場合、ライセンス
再要求部４５３は、再度、Ｓ９０２の処理を行なう。Ｓ９０４の判定の結果、「ｉ≦ｎ」
である場合、ライセンス再要求部４５３は、処理を終了する。
【００５６】
　Ｓ９０２の判定の結果、ライセンス未取得である場合、ライセンス再要求部４５３は、
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ライセンス要求を送信する（Ｓ９０５）。具体的には、ライセンス再要求部４５３は、コ
ンテンツ管理テーブル４６１から「ｉ」番目のコンテンツ識別子５０１、記憶装置４１３
から端末情報等を読み出して、上述したようなライセンス要求８０１を作成し、ライセン
ス管理装置３１に送信する
　次に、ライセンス管理装置３１の動作例について説明する。
【００５７】
　図１０は、ライセンス要求を受信した際の、ライセンス管理装置３１における、ライセ
ンス取得要求転送処理のフローチャートを示したものである。まず、要求受信部３５１は
、受信したライセンス要求に含まれる情報によりユーザ認証を行う（Ｓ１００１）。具体
的には、例えば、要求受信部３５１は、図８に一例を示すライセンス要求８０１から、ユ
ーザ名８０２及び認証情報８０３等を抽出し、抽出したユーザ名８０２及び認証情報８０
３の組合せが、記憶装置３１３等に格納されているテーブル（図示略）等に含まれている
か否かにより認証を行なう。この動作は従来の認証処理と同じである。次に、要求受信部
３５１は、要求されたライセンスをライセンス管理テーブル３６１から検索する（Ｓ１０
０２）。具体的には、例えば、要求受信部３５１は、ライセンス管理テーブル３６１の各
行の端末情報３０１及びコンテンツ識別子３０２の組合せと、図８に一例を示すライセン
ス要求８０１から抽出した端末情報８０６及びコンテンツ識別子８０４等の組合せとが一
致する行を検索し、検索された行のライセンス３０３の情報を検索する。
【００５８】
　次に、要求受信部３５１は、Ｓ１００２の処理で、ライセンスが検索されたか否か判定
する（Ｓ１００３）。
【００５９】
　Ｓ１００３の判定の結果、該当するライセンスが検索された場合、要求受信部３５１は
、ライセンス転送部３５４に処理を指示する。ライセンス転送部３５４は、その指示に従
い、該当するライセンスを車載情報端末４１に送信する（Ｓ１００４）。具体的には、例
えば、要求受信部３５１は、上述の処理で検索された行のライセンス３０３を読み出して
メモリ３１２の所定領域に格納し、その領域を指定して、ライセンス転送部３５４に処理
を指示する。ライセンス転送部３５４は、メモリ３１２の指定された領域からライセンス
３０３を読み出し、コンテンツ識別子３０２等と共に車載情報端末４１に送信する。
【００６０】
　Ｓ１００３の判定の結果、該当するライセンスが無い場合、要求受信部３５１は、ライ
センス管理テーブル３６１の端末情報３０１、コンテンツ識別子３０２等に、今回要求す
る車載情報端末４１の端末情報、今回要求するライセンスのコンテンツ識別子等を格納し
（Ｓ１００５）、要求転送部３５２に、ライセンス要求の転送を指示する。要求転送部３
５２は、車載情報端末４１から送信されたライセンス要求を、ライセンス発行装置２２に
転送し（Ｓ１００６）、ライセンス受信部３５３に、ライセンスの受信待ちを指示する。
【００６１】
　具体的には、例えば、要求受信部３５１は、図８に一例を示すライセンス要求８０１か
ら抽出した端末情報８０６「２ｆ５３４ＫＩ」、及び、コンテンツ識別子８０４「３４Ｕ
Ｊ５６４Ｅ」等を、ライセンス管理テーブル３６１の端末情報３０１、コンテンツ識別子
３０２等に追加する。要求転送部３５２は、ライセンス要求８０１から抽出したライセン
ス取得情報８０５に従い、ライセンス要求８０１をライセンス発行装置２２に送信する。
【００６２】
　ライセンス受信部３５３は、ライセンス発行装置２２からライセンスを受信するまで待
機する（Ｓ１００７）。ライセンス受信部３５３は、要求したライセンス受信処理が成功
したか否かを判定する（Ｓ１００８）。そのために、例えば、ライセンス受信部３５３は
、要求転送部３５２がライセンス要求を転送してから所定の時間内に、正常にライセンス
を受信したか否かにより判定する。
【００６３】
　Ｓ１００８の判定の結果、ライセンス受信に失敗している場合には、ライセンス受信部
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３５３は、車載情報端末４１に、ライセンス取得失敗を示す情報を送信する（Ｓ１００９
）。
【００６４】
　Ｓ１００８の判定の結果、ライセンス受信に成功している場合には、ライセンス受信部
３５３は、ライセンス管理テーブル３６１に、受信したライセンス等を格納する（Ｓ１０
１０）。具体的には、例えば、ライセンス受信部３５３は、ライセンス管理テーブル３６
１の、上述の処理で端末情報「２f５３４ＫＩ」、及び、コンテンツ識別子「３４ＵＪ５
６４Ｅ」等を格納した行のライセンス３０３に、受信したライセンス「Ｅ３４ＲＬＫ２Ｑ
」を格納する。さらに、ライセンス受信部３５３は、ライセンス転送部３５４に、ライセ
ンスの送信を指示する。ライセンス転送部３５４は、指示に従い、受信したライセンス等
を送信する（Ｓ１０１１）。
【００６５】
　なお、以上の処理におけるライセンス購入のための料金の支払いについては任意である
。例えば、ライセンス発行装置２２に送信するライセンス要求に、クレジットカード番号
等の支払い方法を含め、図示しない装置等により決済処理をしても良い。また、例えば、
ライセンス発行装置２２又はライセンス管理装置３１等の記憶装置に、予め、クレジット
カード番号等支払い方法を示すテーブル等を格納しておき、ライセンス要求を受信したと
きに、そのテーブルから読み出した情報を用いて決済処理してもよい。また、例えば、ラ
イセンス発行装置２２又はライセンス管理装置３１等の記憶装置に購入履歴を格納してお
き、後日、引き落としや振込用紙等により料金の精算を行なっても良い。
＜第２の実施形態＞
　次に、第２の実施形態を説明する。
【００６６】
　上述の第１の実施形態は、車載情報端末４１が、要求したライセンスを取得していない
と判定できるときに、ライセンス管理装置３１に、再度、ライセンス要求を送信するもの
であった。以下で説明する第２の実施形態は、車載情報端末４１が、車両４の事故等で破
損し、記憶していたライセンスが失われたときに対応するためのものである。
【００６７】
　ここで、一般的なＤＲＭの場合、コンテンツを再生等するためのライセンスは、そのラ
イセンスを再生等するための装置にのみ有効である。したがって、従来のＤＲＭの技術で
は、事故等により車載情報端末４１に記憶していたライセンスが失われた場合、同じコン
テンツを再生等するためには、再度ライセンスを購入等する必要がある。
【００６８】
　第２の実施形態は、事故等により車載情報端末４１が破損等してライセンスが失われ、
同じユーザが新たな車載情報端末４１を購入したときに、その新たな車載情報端末４１の
ために、破損した車載情報端末４１で再生等していたのと同じコンテンツを再生等するた
めに、新たにライセンスを購入等する必要の無いものである。そのために、第２の実施形
態では、新たな車載情報端末４１のために、破損等した車載情報端末４１で保持していた
ライセンスを要求された場合、ライセンス管理装置３１は、ライセンス要求に署名をして
送信し、ライセンス発行装置２２は、ライセンス要求の署名が有効である場合に、課金等
することなく新たな車載情報端末４１のためのライセンスを発行し、送信する。
【００６９】
　なお、以下で説明する第２の実施形態は、ライセンス発行装置２２の構成の一部、ライ
センス管理装置３１の構成の一部、及び、動作の一部のみ、上述の第１の実施形態とは異
なる。従って、上述した実施形態と同じ構成のものは同じ符号を付与して説明を省略し、
異なる構成については詳細に説明する。また、上述の実施形態と同じ動作については簡単
に説明し、異なる動作については詳細に説明する。
【００７０】
　また、以下、説明のために、破損等した車載情報端末４１を旧車載情報端末４１、新た
に購入等した車載情報端末４１を新車載情報端末４１という。
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【００７１】
　第２の実施形態において、システム構成例は、上述の図１と同じである。
【００７２】
　図１１は、ライセンス発行装置２２の構成例を示す図である。図１１において、ライセ
ンス発行装置２２は、ＣＰＵ２２１、メモリ２２２、記憶装置２２３、入力装置２２４、
出力装置２２５、通信インタフェース２２６等を有する。
【００７３】
　記憶装置２２３は、例えば、例えば、ＨＤＤや、ＣＤ、ＤＶＤ等の読み出し可能な記憶
メディア及び記憶メディア駆動装置等である。記憶装置２２３には、ライセンス発行ＰＧ
２７１等が格納される。
【００７４】
　入力装置２２４は、例えば、キーボード、スキャナ、マウス等である。出力装置２２５
は、例えば、ディスプレイ、プリンタ、スピーカ等である。ライセンス発行装置２２は、
通信インタフェース２２６を介して通信ネットワーク１と接続する。
【００７５】
　ＣＰＵ２２１はメモリ２２２にロードしたライセンス発行ＰＧ２７１を実行することに
より、要求受信部２５１、署名検証部２５２、ライセンス発行部２５３、署名部２５４、
ライセンス転送部２５５等を実現する。要求受信部２５１は、ライセンス発行要求を受信
する。署名検証部２５２は、ライセンス発行要求に施されている電子署名を検証する。ラ
イセンス発行部２５３は、ライセンスを発行する。署名部２５４は、発行したライセンス
にライセンス発行装置２２固有の電子署名を施す。ライセンス転送部２５５は、署名付き
のライセンスを送信する。
【００７６】
　次に、図１２を参照して、ライセンス管理装置３１の構成例を説明する。図１２におい
て、第２の実施形態のライセンス管理装置３１は、上述した第１の実施形態のライセンス
管理装置３１の構成例に加え、署名検証部３５５、署名部３５６、端末更新部３５７等を
さらに有するものである。また、第２の実施形態のライセンス管理装置３１は、上述した
第１の実施形態のライセンス管理装置３１のライセンス管理ＰＧ３７１、ライセンス管理
テーブル３６１に代えて、ライセンス管理ＰＧ３７２、ライセンス管理テーブル３６２等
を有するものである。
【００７７】
　署名検証部３５５は、車載情報端末４１からのライセンス要求に、ライセンス管理装置
３１固有の電子署名を施す。署名部３５６は、ライセンス発行装置２２から受信するライ
センスに施されている電子署名を検証する。端末更新部３５７は、ライセンス管理テーブ
ル３６２を更新する。
【００７８】
　ここで、ライセンス管理テーブル３６２について説明する。図１３は、ライセンス管理
テーブル３６２の一例である。図１３において、ライセンス管理テーブル３６２は、端末
情報３０１、コンテンツ識別子３０２、ライセンス３０３、旧端末情報１３０１、旧ライ
センス１３０２等を格納する。端末情報３０１、コンテンツ識別子３０２、ライセンス３
０３、旧端末情報１３０１、旧ライセンス１３０２等は互いに対応付けられている。端末
情報３０１、コンテンツ識別子３０２、ライセンス３０３等は、上述と同じである。旧端
末情報１３０１は、破損等した旧車載情報端末４１固有の情報である。旧ライセンス１３
０２は、破損等した旧車載情報端末４１の保持していたライセンスである。
【００７９】
　本実施形態では、ライセンス管理テーブル３６２内の端末情報３０１、コンテンツ識別
子３０２、ライセンス３０３等は、上述と同じ動作により格納される。また、旧端末情報
１３０１、旧ライセンス１３０２は、後述する動作により格納される。
【００８０】
　次に、動作例を説明する。
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【００８１】
　旧車載情報端末４１が破損した場合は、ユーザは、破損等した旧車載情報端末４１等を
、ライセンス管理会社３、又は、ライセンス管理会社が処理を委託した会社や店舗等に持
ち込み、旧車載情報端末４１の破損等の確認を依頼する。ここでは、ユーザは、ライセン
ス管理装置３１を有するライセンス管理会社３に旧車載情報端末４１を持ち込むものとす
る。ライセンス管理会社３の社員等は、旧車載情報端末４１の破損等を確認すると、ライ
センス管理装置３１に、破損等した旧車載情報端末４１の情報、旧車載情報端末４１の代
わりに用いる新車載情報端末４１の情報等の登録を指示する。
【００８２】
　ライセンス管理装置３１の端末更新部３５７は、旧車載情報端末４１の端末情報と、新
車載情報端末４１の端末情報との入力を受け付ける。そのために、例えば、端末更新部３
５７は、図１５に一例を示すような画面等をディスプレイ等の出力装置３１５に出力する
。図１５において、画面１５０１は。例えば、端末更新部３５７が、記憶装置３１３等に
格納している画面データ等を出力装置３１５に出力等することにより表示する。ライセン
ス管理会社３の社員等は、入力装置３１４等を用いて、領域１５０２、領域１５０３等に
、旧車載情報端末４１の端末情報、新車載情報端末４１の端末情報等を入力し、ボタン１
５０４を押下等して、登録を指示する。
【００８３】
　なお、この、旧車載情報端末４１の端末情報、新車載情報端末４１の端末情報等は、ユ
ーザがライセンス管理会社３に破損等した旧車載情報端末４１及び新車載情報端末４１を
持ち込んだときに、旧車載情報端末４１及び新車載情報端末４１の記憶装置４１３から読
み出しても良い。また、ライセンス管理会社３で製造又は販売等した車載情報端末４１で
ある場合、ライセンス管理会社３は、製造又は販売時に、予め、車載情報端末４１の端末
情報をデータベース等に登録しておき、車載情報端末４１の破損等により新たな車載情報
端末４１を購入等した場合、そのデータベース等から端末情報を読み出して用いても良い
。
【００８４】
　旧車載情報端末４１の端末情報、新車載情報端末４１の端末情報等が入力され、登録が
指示されると、端末更新部３５７は、図１４に一例を示す動作を行なう。図１４において
、端末更新部３５７は、まず、変数Ｘとして入力された旧車載情報端末４１の端末情報を
設定し、さらに、変数Ｙとして入力された新車載情報端末４１の端末情報を設定する（Ｓ
１４０１）。次に、端末更新部３５７は、初期値「ｉ＝０、ｎ＝コンテンツ登録件数」を
設定する（Ｓ１４０２）。この動作例は上述と同様である。次に、端末更新部３５７は「
ｉ＞ｎ」、即ち、ライセンス管理テーブル３６２内の全ての行に対し後述する処理を行な
ったか否か判定する（Ｓ１４０３）。
【００８５】
　Ｓ１４０３の判定の結果、「ｉ＞ｎ」である場合、端末更新部３５７は処理を終了する
。
【００８６】
　Ｓ１４０３の判定の結果、「ｉ＞ｎ」でない場合、端末更新部３５７は、記憶装置３１
３内のライセンス管理テーブル３６２の「ｉ」番目の端末情報３０１を読み出し、読み出
した情報が、変数Ｘとして設定された情報、即ち、旧車載情報端末４１の端末情報と一致
するか否か判定する（Ｓ１４０４）。
【００８７】
　Ｓ１４０４の判定の結果、一致しない場合、端末更新部３５７は「ｉ」をインクリメン
トし（Ｓ１４０５）、Ｓ１４０３の処理を再度行なう。
【００８８】
　Ｓ１４０４の判定の結果、一致する場合、端末更新部３５７は、ライセンス管理テーブ
ル３６２の「ｉ」番目の行の端末情報３０１、ライセンス３０３を、同じ行の旧端末情報
１３０１、旧ライセンス１３０２に移動し、新たな端末情報３０１として、変数Ｙとして
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設定された情報、即ち、新車載情報端末４１の端末情報を格納する。さらに、端末更新部
３５７は、ライセンス管理テーブル３６２の「ｉ」番目の行のライセンス３０３を削除す
る（Ｓ１４０６）。
【００８９】
　このようにして、旧車載情報端末４１が破損した時に、ライセンス管理テーブル３６２
が更新される。
【００９０】
　次に、新車載情報端末４１がライセンスを取得するまでの動作例を説明する。新車載情
報端末４１の記憶装置４１３のコンテンツ管理テーブル４６１には、上述と同様に、コン
テンツ識別子、その識別子に示されるコンテンツのライセンスを取得したか否か等、即ち
、コンテンツ識別子５０１、取得状況５０３等の情報が格納されているものとする。この
コンテンツ管理テーブル４６１のコンテンツ識別子５０１、取得状況５０３の情報は、上
述と同じ動作により格納されても良く、また、旧車載情報端末４１のコンテンツ管理テー
ブル４６１等から読み出せる場合は、読み出したコンテンツ管理テーブル４６１をコピー
等してもよい。ここで、上述したように、コンテンツのライセンスは、そのコンテンツを
再生等する装置でのみ再生等できるようにするものである。従って、新車載情報端末４１
にコピーする場合、コンテンツ管理テーブル４６１のライセンス５０２を削除し、取得状
況５０３は「未」と設定するとよい。
【００９１】
　新車載情報端末４１は、上述と同じ動作により、ライセンス管理装置３１に、ライセン
ス要求を送信する。ライセンス要求を受信したライセンス管理装置３１の動作例を、図１
６を参照して説明する。
【００９２】
　図１６において、要求受信部３５１は、受信したライセンス要求に含まれる情報により
ユーザ認証を行う（Ｓ１６０１）。この動作は、上述と同じであるので、具体例は省略す
る。次に、要求受信部３５１は、要求されたライセンスをライセンス管理テーブル３６２
から検索する（Ｓ１６０２）。具体的には、例えば、要求受信部３５１は、ライセンス管
理テーブル３６２の各行の端末情報３０１及びコンテンツ識別子３０２の組合せと、ライ
センス要求８０１から抽出した端末情報８０６及びコンテンツ識別子８０４等の組合せと
が一致する行を検索し、検索された行のライセンス３０３、及び、旧ライセンス１３０２
を検索する。次に、要求受信部３５１は、Ｓ１６０２の処理で、ライセンス３０３が検索
されたか否か判定する（Ｓ１６０３）。
【００９３】
　Ｓ１６０３の判定の結果、該当するライセンス３０３が検索された場合、要求受信部３
５１は、ライセンス転送部３５４に処理を指示する。ライセンス転送部３５４は、その指
示に従い、該当するライセンスを車載情報端末４１に送信する（Ｓ１６０４）。この動作
は、上述と同じであるので、具体例は省略する。
【００９４】
　Ｓ１６０２の判定の結果、該当するライセンス３０３が無い場合、要求受信部３５１は
、Ｓ１６０２の処理で、旧ライセンス１３０２が検索されたか否か判定する（Ｓ１６０５
）。
【００９５】
　Ｓ１６０５の判定の結果、該当する旧ライセンス１３０２が検索された場合、要求受信
部３５１は、要求転送部３５２に、旧情報を含むライセンス要求の作成を指示する。要求
転送部３５２は、指示に従い、車載情報端末４１から送信された要求に、旧車載情報端末
４１の端末情報、旧ライセンス等を追加等してライセンス要求を作成する（Ｓ１６０６）
。具体的には、例えば、要求受信部３５１は、ライセンス管理テーブル３６２から、上述
のＳ１６０５の判定で検索された旧ライセンスが格納されている行の旧端末情報１３０１
、旧ライセンス１３０２を読み出し、読み出した情報をメモリ３２２の所定領域に格納し
て、要求転送部３５２にライセンス要求作成を指示する。要求転送部３５２は、メモリ３
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２２の所定領域から情報を読み出し、図１７に一例を示すようなライセンス要求１７０１
を作成する。図１７において、ライセンス要求１７０１は、ユーザ名８０２、認証情報８
０３、コンテンツ識別子８０４、ライセンス取得情報８０５、新端末情報１７０２、旧端
末情報１７０３、旧ライセンス１７０４等を含む。ユーザ名８０２、認証情報８０３、コ
ンテンツ識別子８０４、ライセンス取得情報８０５等は上述と同様である。新端末情報１
７０２は、新車載情報端末４１の端末情報である。旧端末情報１７０３は、旧車載情報端
末４１の端末情報である。旧ライセンス１７０４は、旧車載情報端末４１で用いていたラ
イセンスである。ライセンス要求１７０１の旧端末情報１７０３、旧ライセンス１７０４
等は、上述のＳ１６０５の判定で検索された旧ライセンスが格納されている行の旧端末情
報１３０１、旧ライセンス１３０２等であり、要求転送部３５２により追加等された旧情
報である。
【００９６】
　次に、署名部３５７は、ライセンス要求に、従来技術の電子署名を施す（Ｓ１６０７）
。この電子署名は、特に限定するものではなく、例えば、秘密鍵で文章等を暗号化するデ
ジタル署名でもよい。署名部３５７は、要求転送部３５２に、ライセンス要求の転送を指
示する。以下の動作は、上述と同じであるので、詳細な具体例は省略する。
【００９７】
　要求転送部３５２は、電子署名の施されたライセンス要求を、ライセンス発行装置２２
に送信し（Ｓ１６０８）、ライセンス受信部３５３に、ライセンスの受信待ちを指示する
。
【００９８】
　ライセンス受信部３５３は、ライセンス発行装置２２からライセンスを受信するまで待
機する（Ｓ１６０９）。ライセンス受信部３５３は、要求したライセンス受信処理が成功
したか否かを判定する（Ｓ１６１０）。
【００９９】
　Ｓ１６１０の判定の結果、ライセンス受信に失敗している場合には、ライセンス受信部
３５３は、車載情報端末４１に、ライセンス取得失敗を示す情報を送信する（Ｓ１６１１
）。
【０１００】
　Ｓ１６１０の判定の結果、ライセンス受信に成功している場合には、ライセンス受信部
３５３は、ライセンス管理テーブル３６２に、受信したライセンス等を格納する（Ｓ１６
１２）。さらに、ライセンス受信部３５３は、ライセンス転送部３５４に、ライセンスの
送信を指示する。ライセンス転送部３５４は、指示に従い、受信したライセンス等を送信
する（Ｓ１６１３）。
【０１０１】
　次に、ライセンス管理装置３１から転送されたライセンス要求を受信したライセンス発
行装置２２の動作例を、図１８を参照して説明する。この動作例は、従来技術のライセン
ス発行に、受信したライセンス要求の電子署名を検証する動作と、ライセンス要求に旧ラ
イセンスが含まれている否か判定する動作を追加したものである。
【０１０２】
　図１８において、要求受信部２５１は、受信したライセンス要求に施されている電子署
名の検証を行う（Ｓ１８０１）。検証の結果、署名が有効でない場合（Ｓ１８０２）、要
求受信部２５１は、処理を終了する。検証の結果、署名が有効な場合（Ｓ１８０２）、要
求受信部２５１は、ライセンス要求にメッセージに旧端末情報及び旧ライセンス等が含ま
れているか否か判定する（Ｓ１８０３）。具体的には、例えば、要求受信部２５１は、ラ
イセンス要求１７０１に、旧端末情報１７０３、及び、旧ライセンス情報１７０４等が含
まれているか否か判定する。なお、この判断は、旧ライセンスに施されている電子署名が
、ライセンス発行装置２２によるものであるかどうかを検証する処理を含んでもよい。
【０１０３】
　Ｓ１８０３の判定で、ライセンス要求に旧端末情報及び旧ライセンス等が含まれていな
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い場合、ライセンス発行部２５３は、課金処理を行なう（Ｓ１８０４）。なお、ここで、
ライセンス発行部２５３は、ライセンス要求に旧端末情報及び旧ライセンス等が含まれて
いる場合でも、その旧ライセンスにライセンス発行装置２２による署名が無い場合には、
課金処理を行なっても良い。上述と同様に、この課金処理は任意でよく、特に定めるもの
ではない。
【０１０４】
　次に、ライセンス発行部２５３は、ライセンス要求から抽出した新車載情報端末４１の
端末情報、及び、コンテンツ識別子を元に、新車載情報端末４１用のライセンスを発行し
（Ｓ１８０５）、署名部２５４に処理を指示する。署名部２５４は、発行したライセンス
に対して、電子署名を施し（Ｓ１８０６）、ライセンス転送部２５５に処理を指示する。
ライセンス転送部２５５は、署名を施したライセンスを、ライセンス管理装置３１へ送信
する（Ｓ１８０７）。
【０１０５】
　ライセンス管理装置３１に送信されたライセンスは、上述と同様の動作によりライセン
ス管理テーブル３６２に格納等され、車載情報端末４１に転送等される。
【０１０６】
　これにより、新車載情報端末４１がライセンスの取得要求を送出し、当該ライセンスの
コンテンツに関して、旧車載情報端末４１がライセンスを取得していた場合には、課金を
ともなうことなく新車載情報端末４１用のライセンスを再発行することが可能となる。旧
車載情報端末４１がライセンスを取得していない場合には、上述の第１の実施形態と同様
にライセンスが発行され、課金が行われる。また、このライセンスは、ライセンスに施さ
れているライセンス発行装置２２の電子署名とともに、ライセンス管理装置３１に記録さ
れる。
＜第３の実施形態＞
　次に、第３の実施形態を説明する。
【０１０７】
　第３の実施形態は、同一コンテンツのライセンス取得のために、１回の課金で１回のラ
イセンス発行が可能な購入方法と、１回の課金で複数回のライセンス発行が可能な購入方
法とがある場合である。
【０１０８】
　ユーザは、最初にコンテンツ情報を要求しライセンスを購入するときに、１回の課金で
複数回のライセンス発行が可能な方法で購入することも可能であるが、ここでは、最初は
、１回の課金で１回のライセンス発行が可能な方法で購入し、購入した後で、１回の課金
で複数回のライセンス発行が可能な方法に移行する場合の例を説明する。このような移行
処理を行なった後に、車載情報端末４１が破損等した場合、上述の第２の実施形態で説明
したように、ユーザは、破損等した旧車載情報端末４１等を、ライセンス管理装置３１を
有するライセンス管理会社３に旧車載情報端末４１を持ち込む。ライセンス管理会社３の
社員等は、旧車載情報端末４１の破損等を確認すると、ライセンス管理装置３１に、破損
等した旧車載情報端末４１の情報、旧車載情報端末４１の代わりに用いる新車載情報端末
４１の情報等の登録を指示する。このとき、ライセンス管理装置３１は、１回の課金で複
数回のライセンス発行が可能な方法で購入したライセンスに関する情報は、上述の第２の
実施形態と同様に登録処理を行ない、１回の課金で１回のライセンス発行が可能な方法で
購入したライセンスに関する情報は削除等する。
【０１０９】
　なお、以下で説明する第３の実施形態は、ライセンス管理装置３１の構成の一部、車載
情報端末４１の構成の一部、及び、動作の一部のみ、上述の第２の実施形態とは異なる。
従って、上述した実施形態と同じ構成のものは同じ符号を付与して説明を省略し、異なる
構成については詳細に説明する。また、上述の実施形態と同じ動作については簡単に説明
し、異なる動作については詳細に説明する。
【０１１０】
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　第３の実施形態において、システム構成例は、上述の図１と同じである。
【０１１１】
　図１９を参照して、ライセンス管理装置３１の構成例を説明する。図１９において、第
３の実施形態のライセンス管理装置３１は、上述した第２の実施形態のライセンス管理装
置３１の構成例に加え、移行登録部３５８等をさらに有するものである。また、第３の実
施形態のライセンス管理装置３１は、上述した第２の実施形態のライセンス管理装置３１
のライセンス管理ＰＧ３７２、ライセンス管理テーブル３６２に代えて、ライセンス管理
ＰＧ３７３、ライセンス管理テーブル３６３等を有するものである。
【０１１２】
　移行登録部３５８は、車載情報端末４１が破損した場合、旧車載情報端末４１で再生等
していたコンテンツのライセンスを、新車載情報端末４１に移行することを、ライセンス
管理テーブル３６３に登録する。
【０１１３】
　ここで、ライセンス管理テーブル３６３について説明する。図２０は、ライセンス管理
テーブル３６３の一例である。図２０において、ライセンス管理テーブル３６３は、端末
情報３０１、コンテンツ識別子３０２、ライセンス３０３、旧端末情報１３０１、旧ライ
センス１３０２、移行２００１等を格納する。端末情報３０１、コンテンツ識別子３０２
、ライセンス３０３、旧端末情報１３０１、旧ライセンス１３０２、移行２００１等は互
いに対応付けられている。端末情報３０１、コンテンツ識別子３０２、ライセンス３０３
、旧端末情報１３０１、旧ライセンス１３０２等は、上述と同じである。移行２００１は
、対応するコンテンツ識別子３０２のコンテンツのライセンスが、１回の課金に対し１回
のライセンス発行が可能な方法で購入するものであるか、あるいは、１回の課金に対し複
数回のライセンス発行が可能な方法で購入するものであるかを示す情報である。図２０の
例では、移行２００１「０」は、１回の課金に対し１回のライセンス発行が可能な購入方
法であることを示し、移行２００１「１」は、１回の課金に対し複数回のライセンス発行
が可能な購入方法であることを示す。
【０１１４】
　本実施形態では、ライセンス管理テーブル３６３内の端末情報３０１、コンテンツ識別
子３０２、ライセンス３０３等は、上述と同じ動作により格納される。また、旧端末情報
１３０１、旧ライセンス１３０２、移行２００１等は、後述する動作により格納される。
【０１１５】
　次に、車載情報端末４１の構成例を図２１を参照して説明する。図２１において、第３
の実施形態の車載情報端末４１は、上述した第１、第２の実施形態の車載情報端末４１の
構成例に加え、移行要求部４５５等をさらに有するものである。また、第３の実施形態の
車載情報端末４１は、上述した第１、第２の実施形態の車載情報端末４１のコンテンツ取
得ＰＧ４７１等に代えて、コンテンツ取得ＰＧ４７２等を有するものである。
【０１１６】
　移行要求部４５５は、１回の課金で１回のライセンス発行が可能な方法で購入したライ
センスを、１回の課金で複数回のライセンス発行が可能なものへの移行を要求する。
【０１１７】
　次に、動作例を説明する。
【０１１８】
　上述のように、ユーザは、コンテンツを再生等するためのライセンスを購入する。その
ときに、車載情報端末４１のライセンス要求部４５２は、コンテンツ配信装置２１等から
送信された画面データ、又は、記憶装置４１３等に記憶された画面データに基づき、図２
２に一例を示すような画面例２２０１をディスプレイ等の出力装置４１５に出力する。こ
こで、ユーザが、入力装置４１４を用いてボタン２２０２を押下等した場合、ライセンス
要求部４５２は、１回の課金で１回のライセンス発行が可能な方法でライセンスを購入す
ることを示す情報を含むライセンス要求を送信する。また、ユーザが、入力装置４１４を
用いてボタン２２０３を押下等した場合、ライセンス要求部４５２は、１回の課金で複数
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回のライセンス発行が可能な方法でライセンスを購入することを示す情報を含むライセン
ス要求を送信する。
【０１１９】
　ここでは、ライセンス要求部４５２は、１回の課金で１回のライセンス発行が可能な方
法でライセンスを購入することを示す情報を含むライセンス要求を送信したものとする。
この場合、ライセンス管理装置３１は、上述と同様の動作により、ライセンス要求を転送
し、ライセンス発行装置２２から送信されたライセンス等をライセンス管理テーブル３６
３に格納すると共に、そのライセンスを車載情報端末４１等に送信する。このとき、ライ
センス管理装置３１のライセンス受信部３５３は、ライセンス管理テーブル３６３の移行
２００１に、１回の課金で１回のライセンス発行が可能であることを示す「０」を格納す
る。ライセンス管理装置３１から送信されたライセンスを受信する車載情報端末４１の動
作は上述と同じである。
【０１２０】
　なお、１回の課金で複数回のライセンス発行が可能な方法でライセンスを購入すること
を示す情報を含むライセンス要求を送信した場合、ライセンス受信部３５３は、ライセン
ス管理テーブル３６３の移行２００１に「１」を格納する。
【０１２１】
　次に、ユーザは、１回の課金で１回のライセンス発行が可能な方法で購入したライセン
スを、１回の課金で複数回のライセンス発行が可能なものへの移行を要求する。そのため
に、例えば、車載情報端末４１の移行要求部４５５は、図２３に一例を示すような画面例
２３０１をディスプレイ等の出力装置４１５に出力する。この画面例２３０１は、コンテ
ンツ配信装置２１等から送信された画面データ、又は、記憶装置４１３等に記憶された画
面データに基づき表示等される。図２３において、画面例２３０１には、コンテンツ一覧
２３０２等が表示される。コンテンツ一覧２３０２を表示するための情報は、例えば、移
行要求部４５５が、コンテンツ管理テーブル４６１から読み出したコンテンツ識別子５０
１等に従い表示等してもよく、又、ライセンス管理装置３１の移行登録部３５８等がライ
センス管理テーブル３６３から読み出し送信したコンテンツ識別子３０３等に従い表示等
してもよい。ユーザは、入力装置４１４を用いて、コンテンツ一覧２３０２からいずれか
を選択し、ボタン２３０３を押下等して移行を要求する。
【０１２２】
　図２４を参照し、移行を要求されたときの車載情報端末４１の動作例を説明する。
【０１２３】
　上述のように、移行を指示されると、移行要求部４５５は、ライセンス移行登録要求を
ライセンス管理装置３１に送信する（Ｓ２４０１）。このときに送信されるライセンス移
行登録要求の一例を図２５に示す。図２５において、メッセージ２５０１は、ユーザ名２
５０２、認証情報２５０３、コンテンツ識別子２５０４、端末情報２５０５等を含む。ユ
ーザ名２５０２は、車載情報端末４１の所有者を示す。認証情報２５０３は、ユーザを認
証するための情報である。コンテンツ識別子２５０４は、ライセンスの購入方法を移行す
るコンテンツの識別情報である。端末情報２５０５は、車載情報端末４１固有の値である
。
【０１２４】
　図２４において、上述のようにライセンス移行登録要求を送信した後、移行要求部４５
５は、移行要求の結果を受信するまで待機する（Ｓ２４０２）。次に、移行要求部４５５
は、受信した移行要求の結果を出力装置４１５に、音声又は画像等として出力する（Ｓ２
４０３）。
【０１２５】
　次に、ライセンス移行登録要求を受信したライセンス管理装置３１の動作例を、図２６
を参照して説明する。
【０１２６】
　図２６において、ライセンス管理装置３１の移行登録部３５８は、受信したライセンス
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移行登録要求に含まれる情報によりユーザ認証を行う（Ｓ２６０１）。この動作例は上述
と同じである。次に、移行登録部３５８は、移行登録要求されたライセンスをライセンス
管理テーブル３６３から検索する（Ｓ２６０２）。具体的には、例えば、移行登録部３５
８は、ライセンス管理テーブル３６３の各行の端末情報３０１及びコンテンツ識別子３０
２の組合せと、メッセージ２５０１から抽出した端末情報２５０５及びコンテンツ識別子
２５０４等の組合せとが一致する行を検索し、検索された行のライセンス３０３の情報を
検索する。
【０１２７】
　次に、移行登録部３５８は、Ｓ２６０２の処理で、ライセンスが検索されたか否か判定
する（Ｓ２６０３）。
【０１２８】
　Ｓ２６０３の判定の結果、該当するライセンスが無い場合、移行登録部３５８は、ライ
センス移行登録要求を送信した車載情報端末４１にエラーを示す情報を送信する（Ｓ２６
０４）。
【０１２９】
　Ｓ２６０３の判定の結果、該当するライセンスが検索された場合、移行登録部３５８は
、ライセンス管理テーブル３６３に、１回の課金で複数回のライセンス発行が可能である
ことを示す情報等を格納する（Ｓ２６０５）。具体的には、例えば、移行登録部３５８は
、ライセンス管理テーブル３６３の、上述の処理で検索された端末情報３０１及びコンテ
ンツ識別子３０２に対応する移行２００１に、１回の課金で複数回のライセンス発行が可
能であることを示す情報「１」を上書き等する。次に、移行登録部３５８は、課金処理を
行なう（Ｓ２６０６）。この、ライセンス移行に伴う料金の支払いについて任意であるこ
とは、上述と同様である。
【０１３０】
　上述のように移行処理をした後、車載情報端末４１が破損等したものとする。ユーザは
、上述と同様に、破損等した旧車載情報端末４１等を、ライセンス管理装置３１を有する
ライセンス管理会社３に旧車載情報端末４１を持ち込む。ライセンス管理会社３の社員等
は、旧車載情報端末４１の破損等を確認すると、ライセンス管理装置３１に、破損等した
旧車載情報端末４１の情報、旧車載情報端末４１の代わりに用いる新車載情報端末４１の
情報等の登録を指示する。このときのライセンス管理装置３１の動作例を、図２７を参照
して説明する。
【０１３１】
　上述と同様に、旧車載情報端末４１の端末情報、新車載情報端末４１の端末情報等が入
力され、登録が指示されると、端末更新部３５７は、まず、変数Ｘとして入力された旧車
載情報端末４１の端末情報を設定し、さらに、変数Ｙとして入力された新車載情報端末４
１の端末情報を設定する（Ｓ２７０１）。次に、端末更新部３５７は、初期値「ｉ＝０、
ｎ＝コンテンツ登録件数」を設定する（Ｓ２７０２）。この動作例は上述と同様である。
次に、端末更新部３５７は「ｉ＞ｎ」、即ち、ライセンス管理テーブル３６３内の全ての
行に対し後述する処理を行なったか否か判定する（Ｓ２７０３）。
【０１３２】
　Ｓ２７０３の判定の結果、「ｉ＞ｎ」である場合、端末更新部３５７は処理を終了する
。
【０１３３】
　Ｓ２７０３の判定の結果、「ｉ＞ｎ」でない場合、端末更新部３５７は、ライセンス管
理テーブル３６３の「ｉ」番目の端末情報３０１を読み出し、読み出した情報が、変数Ｘ
として設定された情報、即ち、旧車載情報端末４１の端末情報と一致するか否か判定する
（Ｓ２７０４）。
【０１３４】
　Ｓ２７０４の判定の結果、一致しない場合、端末更新部３５７は「ｉ」をインクリメン
トし（Ｓ２７０５）、Ｓ２７０３の処理を再度行なう。
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【０１３５】
　Ｓ２７０４の判定の結果、一致する場合、端末更新部３５７は記憶装置３１３内のライ
センス管理テーブル３６３の「ｉ」番目の移行２００１を読み出し、読み出した情報が、
１回の課金で１回のライセンス発行が可能であることを示しているか否か、即ち、移行２
００１が「０」であるか否か判定する（Ｓ２６０６）。
【０１３６】
　Ｓ２６０６の判定の結果、移行２００１が「０」である場合、端末更新部３５７は、ラ
イセンス管理テーブル３６３の「ｉ」番目の行の全ての情報を削除する（Ｓ２６０７）。
【０１３７】
　Ｓ２６０７の判定の結果、移行２００１が「０」でない場合、端末更新部３５７は、ラ
イセンス管理テーブル３６３の「ｉ」番目の行の端末情報３０１、ライセンス３０３を、
同じ行の旧端末情報１３０１、旧ライセンス１３０２に移動し、新たな端末情報３０１と
して、変数Ｙとして設定された情報、即ち、新車載情報端末４１の端末情報を格納する。
さらに、端末更新部３５７は、ライセンス管理テーブル３６３の「ｉ」番目の行のライセ
ンス３０３を削除する（Ｓ２７０８）。
【０１３８】
　このようにして、旧車載情報端末４１が破損した時に、ライセンス管理テーブル３６３
が更新される。
【０１３９】
　この後、車載情報端末４１は、上述と同様に、ライセンス要求をライセンス管理装置３
１に送信する。ライセンス管理装置３１は、上述の第２の実施形態と同様に、ライセンス
を要求する。
【０１４０】
　これにより、ユーザが、１回の課金で複数回のライセンス発行が可能であるライセンス
を購入している場合、新たに支払い等をすることなく、新車載情報端末４１用のライセン
スを取得することが可能となる。また、１回の課金で１回のライセンス発行が可能である
ライセンスを購入している場合、ライセンス管理テーブル３６３に格納されているライセ
ンスに関する情報を削除することが可能となる。
【０１４１】
　なお、最初から、１回の課金で複数回のライセンス発行が可能であるライセンスを購入
している場合、上述のような移行処理を行なわなくても、新たに支払い等をすることなく
、新車載情報端末４１用のライセンスを取得することが可能となるのはいうまでもない。
【０１４２】
　以上、この発明の実施形態を図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施
形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれる
。
【０１４３】
　例えば、上述の実施形態では、ライセンス管理装置は、ライセンスそのものを記憶して
おくものとしたが、これに限られるわけではなく、暗号化されたライセンスと、そのライ
センスを複合するための鍵とを対応付けて記憶しても良い。
【０１４４】
　また、上述の実施形態は、ライセンス管理装置における処理負荷を考慮し、車載情報端
末から、再度、ライセンス要求を送信するとしたが、これに限られるわけではない。例え
ば、ライセンス送受信に失敗すると、ライセンス管理装置がライセンスの送信を繰り返し
てもよい。
【０１４５】
　また、上述の第２の実施形態では、ライセンス発行装置が発行するライセンスに電子署
名を行うことによって、ユーザが当該ライセンスを購入したことの証明としている。また
、ライセンス管理装置がライセンス要求に電子署名を行うことによって、旧車載情報端末
が破損して新たに新車載情報端末を購入したことの証明としている。しかし、これらの証
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明は、これに限られるわけではない。例えば、ＤＲＭ技術が、こうした公知の電子署名技
術を用いずとも何らかの証明を実現できる手段を提供しているのであれば、電子署名によ
る証明は無くても構わない。
【０１４６】
　また、上述の第２、第３の実施形態では、ライセンス管理装置は、新車載情報端末から
のライセンス要求をトリガーとして、ライセンス発行装置にライセンス要求を送信するも
のとしたが、これに限られるわけではない。例えば、上述のライセンス管理テーブルの更
新処理の時に、全部あるいは一部のライセンスの再発行を要求してもよい。
【０１４７】
　また、第３の実施形態では、ライセンスを購入する際に、１回の課金に対し１回のライ
センス発行が可能である方法、あるいは、１回の課金に対し複数回のライセンス発行が可
能である方法をユーザが選択するとしたものとしたが、これに限られるわけではない。例
えば、予め条件を設定しておき、コンテンツがその条件に該当するか否かにより、１回の
課金に対し１回のライセンス発行が可能である方法、あるいは、１回の課金に対し複数回
のライセンス発行が可能である方法を車載情報端末が選択してもよい。その条件として、
例えば、コンテンツを再生等するためのライセンスの購入金額、コンテンツの種別（音楽
、動画、静止画等）等がある。
【０１４８】
　また、例えば、ライセンスの購入時に、１回の課金に対し１回のライセンス発行が可能
である方法、あるいは、１回の課金に対し複数回のライセンス発行が可能である方法を選
択するのではなく、いったんライセンスを購入して何回か再生等した後に、気に入ったコ
ンテンツのライセンスを移行登録するとしても良い。その場合、車載情報端末は、記憶装
置に、コンテンツを再生等した回数を格納しておき、その回数が閾値以上となった時等に
、移行処理を行なっても良い。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】本発明の一実施形態におけるシステム構成例を示す図である。
【図２】第１の実施形態において、ライセンス管理装置の構成例を示す図である。
【図３】同実施形態において、ライセンス管理テーブルの一例を示す図である。
【図４】同実施形態において、車載情報端末の構成例を示す図である。
【図５】同実施形態において、コンテンツ管理テーブルの一例を示す図である。
【図６】同実施形態において、ライセンスを取得するまでのシーケンス例を示す図である
。
【図７】同実施形態において、車載情報端末の動作例を示す図である。
【図８】同実施形態において、ライセンス要求の一例である。
【図９】同実施形態において、車載情報端末の動作例を示す図である。
【図１０】同実施形態において、ライセンス管理装置の動作例を示す図である。
【図１１】第２の実施形態において、ライセンス発行装置の構成例を示す図である。
【図１２】同実施形態において、ライセンス管理装置の構成例を示す図である。
【図１３】同実施形態において、ライセンス管理テーブルの一例を示す図である。
【図１４】同実施形態において、ライセンス管理装置の動作例を示す図である。
【図１５】同実施形態において、画面例である。
【図１６】同実施形態において、ライセンス管理装置の動作例を示す図である。
【図１７】同実施形態において、ライセンス要求の一例である。
【図１８】同実施形態において、ライセンス発行装置の動作例を示す図である。
【図１９】第３の実施形態において、ライセンス管理装置の構成例を示す図である。
【図２０】同実施形態において、ライセンス管理テーブルの一例を示す図である。
【図２１】同実施形態において、車載情報端末の構成例を示す図である。
【図２２】同実施形態において、画面例である。
【図２３】同実施形態において、画面例である。
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【図２４】同実施形態において、車載情報端末の動作例を示す図である。
【図２５】同実施形態において、移行登録要求の一例である。
【図２６】同実施形態において、ライセンス管理装置の動作例を示す図である。
【図２７】同実施形態において、ライセンス管理装置の動作例を示す図である。
【符号の説明】
【０１５０】
　１： 通信ネットワーク、２：コンテンツ配信事業者、３：ライセンス管理会社、４：
車両、２１：コンテンツ配信装置、２２：ライセンス発行装置、３１：ライセンス管理装
置、４１：車載情報端末、３１１：ＣＰＵ、３１２：メモリ、３１３：記憶装置、３１４
：入力装置、３１５：出力装置、３１６：通信インタフェース、３５１：要求受信部、３
５２：要求転送部、３５３：ライセンス受信部、３５４：ライセンス転送部、３６１：ラ
イセンス管理テーブル、３７１：ライセンス管理ＰＧ、４１１：ＣＰＵ、４１２：メモリ
、４１３：記憶装置、４１４：入力装置、４１５：出力装置、４１６：通信インタフェー
ス、４５１：コンテンツ取得部、４５２：ライセンス要求部、４５３：ライセンス再要求
部、４５４：ライセンス受信部、４６１：コンテンツ管理テーブル、４７１：コンテンツ
取得ＰＧ、２２１：ＣＰＵ、２２２：メモリ、２２３：記憶装置、２２４：入力装置、２
２５：出力装置、２２６：通信インタフェース、２５１：要求受信部、２５２：署名検証
部、２５３：ライセンス発行部、２５４：署名部、２５５：ライセンス転送部、２７１：
ライセンス発行ＰＧ、３５５：署名検証部、３５６：署名部、３５７：端末更新部、３６
３：ライセンス管理テーブル、３７２：ライセンス管理ＰＧ、３５８：移行登録部、３６
３：ライセンス管理テーブル、３７３：ライセンス管理ＰＧ、４５５：移行要求部、４７
２：コンテンツ取得ＰＧ

【図１】 【図２】



(24) JP 4598642 B2 2010.12.15

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】

【図２３】
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【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】
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