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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のリポジトリから第２のリポジトリへコンテンツを送信する際に、前記コンテンツ
の利用条件を規定する権利情報を変換する情報変換装置であって、
　前記第１のリポジトリから、前記権利情報を取得する第１の取得部と、
　前記第２のリポジトリから、前記第２のリポジトリによる前記コンテンツの利用に用い
られる管理可能なＤＲＭ属性情報を取得する第２の取得部と、
　前記権利情報により規定されている利用条件を、前記管理可能なＤＲＭ属性情報に応じ
て変換するための変換ポリシーを保持する記憶部と、
　前記第１の取得部によって取得された権利情報により規定されている前記利用条件が、
前記第２の取得部によって取得された管理可能なＤＲＭ属性情報に対応するように、前記
変換ポリシーに基づいて前記権利情報を変換する変換部と、
　前記変換部により変換された権利情報を前記コンテンツとともに前記第２のリポジトリ
に送信する送信部と、
　を有する情報変換装置。
【請求項２】
　前記利用条件は、前記コンテンツをコピー可能なコピー回数およびコピー世代数、なら
びに前記コンテンツを利用可能な累積利用回数のいずれかを含む回数制限、ならびに、前
記コンテンツを利用可能な利用期限、利用期間、および累積利用時間のいずれかを含む期
間制限の一方を含み、
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　前記変換ポリシーには、期間制限から回数制限への属性変換、または、回数制限から期
間制限への属性変換が記述されている、請求項１記載の情報変換装置。
【請求項３】
　前記第２のリポジトリは、蓄積メディアである、請求項１または請求項２記載の情報変
換装置。
【請求項４】
　第１のリポジトリから第２のリポジトリへコンテンツを送信する際に、前記コンテンツ
の利用条件を規定する権利情報を変換する情報変換装置の情報変換方法であって、
　前記第１のリポジトリから、前記権利情報を取得し、
　前記第２のリポジトリから、前記第２のリポジトリによる前記コンテンツの利用に用い
られる管理可能なＤＲＭ属性情報を取得し、
　前記権利情報により規定されている利用条件を、前記管理可能なＤＲＭ属性情報に応じ
て変換するための変換ポリシーを保持し、
　前記取得した権利情報により規定されている前記利用条件が、前記取得した管理可能な
ＤＲＭ属性情報に対応するように、前記変換ポリシーに基づいて前記権利情報を変換し、
　前記変換された権利情報を前記コンテンツとともに前記第２のリポジトリに送信する、
　情報変換方法。
【請求項５】
　前記利用条件は、前記コンテンツをコピー可能なコピー回数およびコピー世代数、なら
びに前記コンテンツを利用可能な累積利用回数のいずれかを含む回数制限、ならびに、前
記コンテンツを利用可能な利用期限、利用期間、および累積利用時間のいずれかを含む期
間制限の一方を含み、
　前記変換ポリシーには、期間制限から回数制限への属性変換、または、回数制限から期
間制限への属性変換が記述されている、請求項４記載の情報変換方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、コンテンツや権利情報の内容を利用者側の権利管理機能に合わせて変換する
情報変換システムに関し、特に、システムの利便性を高めて、コンテンツ配信サービスや
電子チケットサービスなどの利用の促進を図ることができるものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、インターネットの普及に伴い、音楽や映像をインターネット経由で配信するサービ
スが盛んに行われている。また、移動体通信ネットワークを通じて携帯端末に音楽を配信
する商用サービスも開始されている。このシステムでは、配信されたコンテンツは、携帯
端末に装着されたメモリカードに記録された後、この携帯端末のプレーヤ機能で再生され
、または、配信されたコンテンツを記録したメモリカードを専用のオーディオプレーヤに
装着して再生が行われる。
【０００３】
このようなシステムでは、コンテンツの著作権を守るため、メモリカードに記録されたデ
ータを他のメモリカードに移動することを制限したり、メモリカードに記録されたデータ
を他のメモリカードに複写するチェックアウトの回数を制限したりする規制（利用条件）
が設けられている。このようなシステムで使用される端末やメモリカードには、利用条件
を守るための利用権管理（ＤＲＭ：digital right management）機能が搭載されており、
そこでは利用条件を順守してコンテンツの利用が行われる。
【０００４】
図２８は、従来のコンテンツ配信システムの一例を模式的に示す構成図である。このシス
テムは、コンテンツを制作する制作ユニット１０と、コンテンツを配信する配信コントロ
ーラ１１と、ユーザのためにコンテンツ選択用のポータルページを提供するポータル１２
と、ネットワーク１３を介してコンテンツを取得するコンテンツコントローラ１４と、コ
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ンテンツを蓄積するストレージ１５とを有する。
【０００５】
制作ユニット１０は、図示しないが、コンテンツのオーサリングを実行し、コンテンツの
利用権を設定するコンテンツ制作端末と、制作されたコンテンツをサーバに登録するコン
テンツ登録端末とを有する。制作するコンテンツは、マルチメディアデータやチケットデ
ータなどである。
【０００６】
配信コントローラ１１は、図示しないが、登録されたコンテンツの配送を行う配送ゲート
ウェイサーバと、コンテンツの販売・課金処理を実行する販売クリアリングサーバとを有
する。
【０００７】
ポータル１２は、会員認証やポータルページの提供を行うプラットフォームサーバである
。ネットワーク１３は、ＰＨＳ網やインターネットなどである。コンテンツコントローラ
１４は、プレーヤ機能付きのＰＨＳ端末やＰＣなどであり、また、ストレージ１５は、Ｓ
Ｄカードなどの記録メディアである。
【０００８】
このシステムでは、まず、制作ユニット１０が、コンテンツと、このコンテンツの利用条
件を規定する権利情報と、ポータルページ用のカタログ情報（音楽コンテンツの場合、曲
名や歌手などの情報）とを生成して、配信コントローラ１１に送信する。このとき、権利
情報の内容は、コンテンツコントローラ１４やストレージ１５のＤＲＭ能力に合わせて設
定される。例えば、ストレージ１５がチェックアウトの回数を管理する機能を有する場合
は、権利情報としてチェックアウト回数が規定される。
【０００９】
そして、配信コントローラ１１は、カタログ情報をポータル１２に登録する。そして、ユ
ーザは、コンテンツコントローラ１４によってポータル１２にアクセスし、ポータル画面
から購入したい曲目を検索して購入を実行する。このとき、ユーザが購入したコンテンツ
とその権利情報は、配信コントローラ１１から、ネットワーク１３を介して、コンテンツ
コントローラ１４にダウンロードされ、コンテンツコントローラ１４は、このダウンロー
ドしたコンテンツと権利情報をストレージ１５に格納する。コンテンツを実行する場合は
、権利情報に従ってコンテンツコントローラ１４や専用の再生装置でコンテンツの再生を
行う。
【００１０】
一方、音楽コンテンツを提供するコンテンツ配信業者は数多く存在し、コンテンツに関す
る権利情報の記述フォーマットは業者ごとに違っている。そこで、このような記述フォー
マットの違いに対処するため、所定のフォーマットで記述された権利情報を、その内容を
変えずに他のフォーマットに変換する変換手段をＰＣ（コンテンツコントローラ）に設け
ることが提案されている（例えば、特許文献１参照）。このような変換手段を設けること
により、各業者の複数のコンテンツを、著作権の保護を図りながら、ＰＣ上で統一的に扱
うことが可能になる。
【００１１】
【特許文献１】
特開２００１－２０２０８８号公報
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、今後、配信コンテンツの対象が書籍や映像、ソフトウエアなど、各種のコンテン
ツにまで及ぼうとしており、また、各配信業者が独自性を打ち出すためにサービス内容の
差別化を図ろうとしている状況のもとで、コンテンツの権利情報は、単に記述フォーマッ
トの違いだけでなく、その内容自体が多様化する傾向を見せている。
【００１３】
例えば、コンテンツのコピーを許容する世代数を規定したり、コンテンツが何月何日から



(4) JP 4477822 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

何月何日まで利用できるというように利用期限を規定したり、何日間利用できるというよ
うに利用期間を規定したり、または、累積利用時間や累積利用回数を規定したりするなど
、権利情報は様々である。
【００１４】
このような新たな利用条件の設定に伴って、それに対応するＤＲＭ能力を備えた端末や記
録媒体の製造が行われる。この場合、現行のＤＲＭ能力を持つ端末や記録媒体などのデバ
イスが、新たな利用条件のコンテンツを一切利用できないようにしたり、また、あるサー
ビスに対応させてＤＲＭ能力を設定したデバイスが、他の配信サービスのコンテンツを一
切利用できないようにしたりすることは、コンテンツ配信システムの利便性を損ない、ユ
ーザのシステムへの信頼性を失わせ、システム発展の芽を自ら摘むことになる。これは大
きな問題である。
【００１５】
また、コンテンツの権利情報が多様化し、それに伴ってコンテンツコントローラやストレ
ージのＤＲＭ能力が多様化すると、次のような問題が発生する。
【００１６】
ユーザは自分のコンテンツコントローラやストレージのＤＲＭ性能を正確に把握していな
いと、各種配信サービスから利用可能なコンテンツを正しく購入することができない。ま
た、同一ストレージであっても、コンテンツコントローラの性能により、利用できるコン
テンツやサービスが違って来る場合がある。しかし、多様化したデバイスの性能や機能、
または、デバイスを組み合わせたときの性能や機能を正確に把握することは極めて難しい
。
【００１７】
そのため、ポータルページに表示されたコンテンツの中に、ユーザが所有するデバイスの
ＤＲＭ能力では対応できないコンテンツが含まれていると、ユーザは利用できないコンテ
ンツを間違って購入する危険がある。
【００１８】
また、ユーザは、新しくコンテンツコントローラを購入しようとするとき、その機種で今
までストレージに蓄積したコンテンツが再生できるのかどうか不安を抱く。
【００１９】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、コンテンツの著作権を保護するため
の利用制限が多様化し、また、オンラインサービスの内容が多様化する状況のもとで、コ
ンテンツを配信する側および利用する側の利便性を高めることができる情報変換システム
を提供することを目的とする。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
まず、用語を定義する。この明細書において「リポジトリ」とは、情報を処理する処理単
位をいう。例えば、制作ユニット、配信コントローラ、ポータル、コンテンツコントロー
ラ、ストレージは、それぞれリポジトリである（図２８参照）。また、特に特許請求の範
囲において「コンテンツ」とは、広い意味に解釈され、音楽、映像、書籍、ソフトウエア
のみならず、カタログ情報や電子チケットなども含んでいる。
【００２１】
　本発明の情報変換システムは、コンテンツの権利情報を処理する第１のリポジトリ部と
、前記第１のリポジトリ部で処理して得られた第１の権利情報を処理する情報変換部と、
前記情報変換部で処理して得られた第２の権利情報を処理する第２のリポジトリ部と、を
有し、前記情報変換部は、前記第２のリポジトリ部の能力情報に応じて前記第１の権利情
報の処理を行う、構成を採る。好ましくは、前記情報変換部は、前記第１のリポジトリ部
から第２のリポジトリ部に送信される、コンテンツの権利情報を取得する第１取得手段と
、前記第２のリポジトリ部の能力情報を取得する第２取得手段と、前記第１取得手段によ
って取得された権利情報を、前記第２取得手段によって取得された能力情報に基づいて、
変換ポリシーに従って変換する変換手段と、前記変換手段の変換結果を前記第２のリポジ
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トリ部に送信する送信手段と、を有する構成を採る。
【００２２】
　この構成によれば、第１のリポジトリ部から第２のリポジトリ部に送信されるコンテン
ツの権利情報を、変換ポリシーに基づいて、第２のリポジトリ部の能力情報（コンテンツ
の権利管理能力）に合わせて変換するため、コンテンツの著作権を保護するための利用制
限が多様化し、それに対応する各種のＤＲＭ能力を備えた機器や記録媒体が作られている
状況のもとで、コンテンツの著作権を損なわずに、コンテンツの利用が可能となる機器や
記録媒体の範囲を拡げて、コンテンツの利用の促進を図ることができる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
本発明の情報変換システムは、図１に示すように、情報変換装置としての権利ゲートウェ
イ（権利ＧＷ）１００を有する。権利ゲートウェイ１００は、送信元のリポジトリ２０に
よって処理された情報Ａ（コンテンツおよびコンテンツの権利情報の少なくとも１つを含
む）を、送信先のリポジトリ３０の能力情報（性能やＤＲＭ能力）２００に合わせて処理
し、処理結果を情報Ｂとしてリポジトリ３０に送信する。なお、特に断らない限り、コン
テンツにはカタログ情報も含まれるが、コンテンツとカタログ情報を併記した場合は、コ
ンテンツにはカタログ情報は含まれない。
【００２４】
権利ゲートウェイ１００が参照するリポジトリ３０の能力情報２００には、ハード種別や
ソフト種別の情報（例えば、ユーザエージェント、ＯＳ、バージョン、ブラウザ、メモリ
領域、ＤＲＭ種類など）に加えて、スキーム（権利管理でできること、できないこと）な
どの情報が含まれている。
【００２５】
権利ゲートウェイ１００は、このような能力情報２００を参照しつつ、情報変換の方針を
規定する変換ポリシーに基づいて、情報Ａを処理して情報Ｂを生成する。
【００２６】
変換ポリシーは、権利情報に記録されたコンテンツの利用条件を送り先のリポジトリの能
力情報（権利管理能力）に応じて変えるための変え方について規定している。例えば、変
換ポリシーとして、権利管理能力別に、変換前の利用条件と変換後の利用条件とが規定さ
れている。
【００２７】
変換ポリシーの記述例としては、一例として、異なる属性への変換、例えば、「期間」と
いう属性から「回数」という属性への変換、すなわち、期間制限を行う権利情報（変換前
の利用条件）から回数制限を行う権利情報（変換後の利用条件）への変換がある。また、
変換ポリシーには、通信手段の違いによる権利情報の変換も記述可能である。
【００２８】
なお、変換ポリシーとして、権利情報に対応するコンテンツを送り先のリポジトリの能力
に応じて変えるための変え方について規定することも可能である。例えば、この場合、変
換ポリシーとしては、コンテンツの利用条件が変換されたときの当該コンテンツの変換方
法が規定されている。
【００２９】
変換ポリシーは、権利情報の中に記述され、または、権利ゲートウェイ１００の内部もし
くは権利ゲートウェイ１００によって参照可能な他の装置に保持されている。
【００３０】
権利ゲートウェイ１００は、変換ポリシーに基づいて、
１．情報Ａを変換せずに送信する
２．情報Ａを変換して送信する
３．情報Ａに複数の情報が含まれる場合、その中の１つまたは複数を選択して送信する
４．送信しない
といった動作を行う。
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【００３１】
なお、情報Ａを変換して送信する場合、変換ポリシーで規定されたルールを適用して情報
Ａを自動変換する方法の他に、ユーザに変換ポリシーを問い合わせ、その結果に基づいて
情報Ａを変換したり、リポジトリ間のニゴシエーションの結果に基づいて情報Ａを変換し
たりする方法を採ることができる。
【００３２】
また、権利ゲートウェイ１００は、図２に示すように、物理的に、各リポジトリ２０、３
０から独立したデバイス１０１上に存在したり（図２（ａ）参照）、送信元のリポジトリ
２０と同一のデバイス２１上に存在したり（図２（ｂ）参照）、送信先のリポジトリ３０
と同一のデバイス３１上に存在したり（図２（ｃ）参照）、送信元のリポジトリ２０およ
び送信先のリポジトリ３０と同一のデバイス４１上に存在したりする（図２（ｄ）参照）
ことが可能である。
【００３３】
権利ゲートウェイ１００は、図３に示すように、基本的な構成として、データの送受信を
制御する送受信制御部１１０と、リポジトリからコンテンツ（カタログ情報を含む）や権
利情報を取得するデータ取得部１２０と、変換ポリシーに従ってコンテンツや権利情報を
変換するデータ変換部１３０と、権利ゲートウェイの各部の動作を制御する制御部１４０
とを有する。データ変換部１３０は、変換ポリシーを参照する変換ポリシー参照部１３２
を備えている。なお、上記各部の機能は、コンピュータにプログラムで規定された処理を
実行させることによって実現される。
【００３４】
図４は、コンテンツ配信システムにおいて、権利ゲートウェイの配置が可能な位置を例示
している。
【００３５】
権利ゲートウェイ１００ａは、各リポジトリから独立して配置されており、コンテンツコ
ントローラ１４ａやストレージ１５のＤＲＭ能力に基づいて、配信するコンテンツや権利
情報を変換し、また、ポータル１２に表示するカタログ情報を変換する。
【００３６】
権利ゲートウェイ１００ｂは、コンテンツコントローラ１４ａ上に配置されており、例え
ば、ストレージ１５から別のストレージにコンテンツをチェックアウトする場合に、権利
情報やコンテンツに対する必要な変換を行う。
【００３７】
また、権利ゲートウェイ１００ｃは、ストレージ１５上に配置されており、例えば、コン
テンツコントローラ１４ａを介してストレージ１５に格納されたコンテンツを別のコンテ
ンツコントローラ１４ｂで再生する場合に、権利情報やコンテンツに対する必要な変換を
行う。
【００３８】
なお、コンテンツ配信システム上には、必ずしもすべての権利ゲートウェイ１００ａ～１
００ｃを配置する必要はなく、権利ゲートウェイ１００ａ～１００ｃの１つまたは複数を
配置することができる。また、１つの権利ゲートウェイ１００を構成要素を単位として複
数に分割し、各部分を複数のリポジトリ上に配置して多段構成とすることも可能である。
【００３９】
また、図５は、情報家電５０のホームゲートウェイ上に権利ゲートウェイ１００ｄを配置
した例を示している。この権利ゲートウェイ１００ｄは、権利ゲートウェイ１００ａや権
利ゲートウェイ１００ｂ、１００ｃの機能を代行することができる。
【００４０】
なお、図２（ｄ）に示す権利ゲートウェイは、記録媒体上に、ＤＲＭ能力を異にする複数
のメモリ領域と共に権利ゲートウェイを配置したときの形態である。この権利ゲートウェ
イは、例えば、一方のメモリ領域から他方のメモリ領域にコンテンツを移動したりコピー
したりする場合に、権利情報やコンテンツに対する必要な変換を行う。
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【００４１】
以下、コンテンツ配信システム上に配置された各権利ゲートウェイの動作について、いく
つかの実施の形態として順に説明する。
【００４２】
（実施の形態１）
実施の形態１では、コンテンツコントローラ上に配置された権利ゲートウェイの動作につ
いて説明する。
【００４３】
図６に示すように、ストレージ１５ａには、コンテンツＡおよび権利情報Ａが格納されて
いる。この権利情報には、当初、図７（ａ）に示すように、次の事項、
・利用条件：コンテンツの利用条件
・権利管理能力別の変換ポリシー：送信先のリポジトリのＤＲＭ能力に応じて、利用を許
可するコンテンツの種類や利用条件の変換方法を決めた規定
・変換ポリシーの変更許可：権利ゲートウェイの変換処理能力に応じて、変換ポリシーの
修正を権利ゲートウェイに許可する規定
が記述されている。但し、「変換ポリシーの変更許可」は、権利情報に必須の項目ではな
い。
【００４４】
権利情報の上記各項目のうち、利用条件は、コンテンツの制作ユニット１０で設定され、
変換ポリシーおよび変換ポリシーの変更許可は、配信コントローラ１１で設定される。な
お、変換ポリシーおよび変換ポリシーの変更許可についても制作ユニット１０で設定する
ことは可能である。
【００４５】
図８は、権利情報の記述例を示している。
【００４６】
この例では、利用条件として、期間制限が設けられており、再生できる期間が「始め＝２
００１／１０／１０ 終わり＝２００１／１２／１２」と規定されている。
【００４７】
また、権利管理能力別の変換ポリシーとして、「リポジトリの能力＝期間制限なし，回数
制限あり，ヘルパーアプリ対応なし」の場合（つまり、期限を制限するＤＲＭ能力を有し
ないため再生期間の利用条件は順守できないが、再生回数を制限するＤＲＭ能力は有し、
但し、指定した再生回数を満了した後に再度再生回数の指定を受けるアプリケーションに
は対応できない場合）に、利用条件の期間制限を「回数制限＝３０回」に変換することが
規定され、また、「リポジトリの能力＝期間制限なし，回数制限あり，ヘルパーアプリ対
応」の場合（つまり、期限管理はできないが、再生回数を制限するＤＲＭ能力を有し、指
定した再生回数を満了した後に再度再生回数の指定を受けるアプリケーションにも対応で
きる場合）に、利用条件の期間制限を「回数制限＝１０回」に変換し、再生回数が１０回
に達した後に、再生回数の再指定を受けるアプリケーションに対応すべきことが規定され
ている。なお、ここで、ヘルパーアプリとは、送信先のリポジトリにおける以後の動作を
規定するアプリケーションである。ヘルパーアプリは、後述する方法により、送信先のリ
ポジトリで取得可能である。
【００４８】
このように、再生回数を再指定する際に、利用条件で規定された再生許容期間が過ぎてい
れば、回数制限をゼロ（０）に設定し、また、再生許容期間が過ぎていなければ、同様に
、再生許容期間が過ぎるまで再生回数の再指定を繰り返すことにより、再生期間を規定す
る利用条件に見合った規制が可能になる。
【００４９】
さて、コンテンツコントローラ１４上の権利ゲートウェイ１００ｂは、ストレージ１５ａ
に格納されているコンテンツＡを別のストレージ１５ｂにチェックアウトする場合、次の
処理を行う。
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【００５０】
ユーザがコンテンツコントローラ１４に対してチェックアウト操作を実行すると、権利ゲ
ートウェイ１００ｂは、コンテンツコントローラ１４を通じて、ストレージ１５ｂの能力
情報２１０を取得する。
【００５１】
そして、権利ゲートウェイ１００ｂは、コンテンツコントローラ１４を通じて、ストレー
ジ１５ａのコンテンツＡおよび権利情報Ａにアクセスし、能力情報２１０と権利情報Ａと
を参照し、必要に応じてコンテンツや権利情報の変換を行い、変換結果をコンテンツＢお
よび権利情報Ｂとしてストレージ１５ｂに送信する。
【００５２】
例えば、ストレージ１５ｂのＤＲＭ能力が「期間制限なし，回数制限あり，ヘルパーアプ
リ対応なし」の場合は、権利情報の利用条件を「回数制限＝３０回」に書き換えて（つま
り、ライセンス変換を行って）ストレージ１５ｂに送る。
【００５３】
一方、ストレージ１５ｂのＤＲＭ能力が「期間制限なし，回数制限あり，ヘルパーアプリ
対応」の場合は、権利情報の利用条件を「回数制限＝１０回」に変換し、また、再生回数
満了後に再生回数の再指定を受けるためのヘルパーアプリケーションを生成して権利情報
に加え、ストレージ１５ｂに送る。
【００５４】
図７（ｂ）は、後者の場合に権利ゲートウェイ１００ｂによって変換された後の権利情報
を示している。
【００５５】
この権利情報の「利用条件２」は、権利ゲートウェイ１００ｂが変換ポリシーに従って変
換処理を行った後の利用条件であり、

と記述される。
【００５６】
また、この権利情報の「権利管理能力別の変換ポリシー２」には、図７（ａ）の「権利管
理能力別の変換ポリシー」がそのまま記述され、または、図７（ａ）の権利情報において
「変換ポリシーの変更許可」が与えられている権利ゲートウェイ１００ｂが前記変換ポリ
シーを変更した場合に、当該変更後の変換ポリシーが記述される。
【００５７】
また、権利ゲートウェイ１００ｂが変換ポリシーを変更した場合は、その履歴が「変換ポ
リシー変更履歴」として権利情報に記述される。
【００５８】
ここで、変換ポリシーの変更許可が与えられる権利ゲートウェイの具体例は、次のとおり
である。販売代理店の種類によって、例えば、コンテンツ制作会社直営の権利ゲートウェ
イには変更許可を与え、チェーンの権利ゲートウェイには許可を与えない。また、権利ゲ
ートウェイが実装されたデバイスの種類によって、例えば、セキュアチップ上に実装され
た権利ゲートウェイの場合は、書き換えの許可を与える。いずれにしても、流通過程でど
の権利ゲートウェイが書き換えを行ったのかがわかるように、変換ポリシー変更の履歴を
残しておく。
【００５９】
また、「ヘルパーアプリ」は、権利ゲートウェイ１００ｂが生成した「ＩＤ＝５」のヘル
パーアプリケーションであり、このアプリケーションの実体が権利情報に記述され、また
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は、アプリケーションＩＤとこのアプリケーションを取得するためのＵＲＬとが権利情報
に記述される。後者の場合、アプリケーションの実体は、ＵＲＬにアクセスすることによ
り取得される。
【００６０】
なお、権利情報の各項目のうち「利用条件」以外の項目は、権利情報に必須の項目ではな
い。但し、「権利管理能力別の変換ポリシー２」は、権利ゲートウェイでのライセンス変
換を一度だけでなくその後も引き続き可能にするためには、必須の項目となる。
【００６１】
また、権利情報Ａに、期間制限の権利管理能力を有しないリポジトリにはコンテンツを配
信しないという変換ポリシーが記述されている場合は、ストレージ１５ｂへのチェックア
ウト処理は実行しない。
【００６２】
また、権利情報Ａの変換ポリシーに、「期間制限」を「回数制限」に変換する場合には音
は送信するが映像は送らないまたは特定のメタデータしか送らないと記述されている場合
は、フィルタリングを行って、指定されたデータのみをストレージ１５ｂに送信する。
【００６３】
また、権利情報Ａの変換ポリシーに規定されていることを前提に、「期間制限」を「回数
制限」に変換した場合に、音の質を落とす変換も行われる。
【００６４】
また、変換後のコンテンツが変換後の利用条件を参照するように、権利情報にリンク情報
を追加する。
【００６５】
以上のように、権利情報の変換ポリシーとして、本来の権利管理能力を持たないストレー
ジに対して利用条件の変更を許容する規定を設け、この変換ポリシーに従って利用条件の
書き換えを行う権利ゲートウェイを設けることにより、ＤＲＭ能力を異にする（例えば、
旧型の）ストレージであっても、コンテンツのチェックアウトに用いることが可能になる
。
【００６６】
なお、図６のストレージ１５ａとストレージ１５ｂは、同一記録媒体上の異なるメモリ領
域であっても良い。
【００６７】
また、ヘルパーアプリケーションは、権利情報とは別にストレージ１５ｂに送信するよう
にしても良い。
【００６８】
また、権利情報の「利用条件２」に従ってコンテンツの利用が行われた場合、権利ゲート
ウェイは、それを権利情報に「権利実行履歴」として記録するようにしても良い。図７（
ｃ）は、「権利実行履歴」が記録された権利情報を例示している。「権利実行履歴」は、
例えば、

のように記述される。
【００６９】
（実施の形態２）
実施の形態２では、ストレージ上に配置された権利ゲートウェイの動作について説明する
。
【００７０】
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まず、図９において、ストレージ１５ａ上に配置された権利ゲートウェイ１００ｃが、ス
トレージ１５ａに格納されたコンテンツをコンテンツコントローラ１４を介して別のスト
レージ１５ｂにチェックアウトする場合にどのような動作を行うかについて説明する。
【００７１】
ユーザがコンテンツコントローラ１４に対してチェックアウト操作を実行すると、コンテ
ンツコントローラ１４は、ストレージ１５ｂの能力情報２１０を取得してストレージ１５
ａに送信する。
【００７２】
そして、ストレージ１５ａ上の権利ゲートウェイ１００ｃは、権利情報Ａと能力情報２１
０とを参照して、権利情報Ａの変換ポリシーに基づいて、必要に応じてコンテンツＡおよ
び権利情報Ａの変換を行い、変換結果をコンテンツＢおよび権利情報Ｂとしてストレージ
１５ｂに送信する。
【００７３】
次に、図１０において、ストレージ１５上に配置された権利ゲートウェイ１００ｃが、コ
ンテンツコントローラ１４ａを介してストレージ１５に格納されたコンテンツを別のコン
テンツコントローラ１４ｂで再生する場合にどのような動作を行うかについて説明する。
ここで、コンテンツコントローラ１４ａは回数制限のＤＲＭ能力を有するが、コンテンツ
コントローラ１４ｂは時間制限のＤＲＭ能力しか有しないとする。
【００７４】
ユーザがコンテンツコントローラ１４ｂにストレージ１５を装着してコンテンツＡの再生
操作を実行すると、コンテンツコントローラ１４ｂは、能力情報２２０をストレージ１５
に送信する。
【００７５】
そして、ストレージ１５上の権利ゲートウェイ１００ｃは、権利情報Ａと能力情報２２０
とを参照して、権利情報Ａの変換ポリシーに基づいて、必要に応じてコンテンツＡおよび
権利情報Ａの変換を行う。
【００７６】
例えば、権利情報Ａの利用条件に回数制限数が規定され、かつ、変換ポリシーに「回数制
限はできないが時間制限はできるコンテンツコントローラで実行する場合は、時間制限を
３分にする」と記述されている場合は、権利情報Ａの利用条件を「時間制限３分」に変換
し、これを権利情報Ｂとして、コンテンツと共にコンテンツコントローラ１４ｂに送信す
る。
【００７７】
そして、コンテンツコントローラ１４ｂは、権利情報Ｂの利用条件に従って、コンテンツ
Ｂを３分間だけ再生する。
【００７８】
このように、権利情報の変換ポリシーとして、本来の権利管理能力を持たないストレージ
やコンテンツコントローラに対して利用条件の変更を許容する規定を設け、この変換ポリ
シーに従って利用条件の書き換えを行う権利ゲートウェイを設けることにより、ＤＲＭ能
力を異にする（例えば、旧型の）ストレージやコンテンツコントローラであっても、コン
テンツのチェックアウトや再生が可能になる。
【００７９】
（実施の形態３）
実施の形態３では、ポータルページに表示するカタログ情報を最適化する権利ゲートウェ
イの動作について説明する。
【００８０】
この権利ゲートウェイ１００ａは、図１１に示すように、独立したデバイスとして配置さ
れており、また、例えばリポジトリのモデル番号（型番）からダウンロードスキームやＤ
ＲＭ能力を参照できる能力テーブルを格納した能力データベース３００を保持している。
【００８１】
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まず、コンテンツコントローラ１４は、当該コンテンツ配信システムで配信可能なコンテ
ンツを知るために、ポータル１２にアクセスして、コンテンツコントローラ１４の能力情
報を送信する（１）。
【００８２】
そして、ポータル１２は、コンテンツコントローラ１４の能力情報を権利ゲートウェイ１
００ａに送信する（２）。
【００８３】
そして、権利ゲートウェイ１００ａは、配信コントローラ１１から、当該システムで配信
可能なコンテンツのカタログ情報Ａおよび権利情報Ａを受信する（３）。
【００８４】
そして、権利ゲートウェイ１００ａは、コンテンツコントローラ１４の能力情報にＤＲＭ
能力の情報が含まれている場合にはそのＤＲＭ能力の情報を用いて、また、コンテンツコ
ントローラ１４の能力情報にＤＲＭ能力の情報が含まれていない場合には能力データベー
ス３００の能力テーブルからそのコントローラタイプに対応するＤＲＭ能力情報を読み出
して、コンテンツコントローラ１４が権利情報Ａの利用条件またはライセンス変換した利
用条件のいずれかに適応できる権利管理能力を有するか否かについて判断し、コンテンツ
コントローラ１４の権利管理能力で対応可能なコンテンツのカタログ情報のみを選択して
、ポータル１２に送信する（４）。
【００８５】
そして、ポータル１２は、権利ゲートウェイ１００ａから送られたカタログ情報をコンテ
ンツコントローラ１４に提示する（５）。
【００８６】
このように、本システムでは、ポータル１２にアクセスしたコンテンツコントローラ１４
に有効なコンテンツのカタログ情報のみを提示することができる。
【００８７】
なお、ポータル１２にアクセスしたユーザの希望により、上記のような限定を加えずにカ
タログ情報を提示するようにしても良い。
【００８８】
また、変換ポリシーは、必ずしも権利情報の中に記述する必要はない。例えば、図１２に
示す一方の配信コントローラ１１ｂは、変換ポリシーを記述した権利情報Ａ２を保持して
いるが、他方の配信コントローラ１１ａは、変換ポリシーＩＤだけが記述された権利情報
Ａ１を保持している。権利ゲートウェイ１００ａは、各変換ポリシーＩＤに対応する参照
用変換ポリシー４００を保持しており、権利情報Ａ１を受信したとき、その中に記述され
た変換ポリシーＩＤに対応する参照用変換ポリシー４００を読み出す。
【００８９】
また、権利情報の中には変換ポリシーに関する記述を一切行わず、権利ゲートウェイ１０
０ａが変換ポリシー４１０を保持するようにしても良い。
【００９０】
また、図１３に示すように、公開された変換ポリシーや登録された変換ポリシーを蓄積す
る変換ポリシーデータベース５１０を備えた変換ポリシーサーバ５００を別に設け、権利
情報の中には変換ポリシーＩＤと変換ポリシーサーバ５００のＵＲＬとを含めるようにし
ても良い。このような権利情報を受信した権利ゲートウェイ１００は、受信した権利情報
に含まれるＵＲＬを用いて変換ポリシーサーバ５００にアクセスし、変換ポリシーＩＤに
対応する変換ポリシーを取得することができる。
【００９１】
（実施の形態４）
実施の形態４では、ユーザヘルプサービスを行う権利ゲートウェイについて説明する。こ
こで、ユーザヘルプサービスとは、コンテンツコントローラやストレージの使い方、それ
らで利用できるコンテンツの種類など、各種問い合わせに応じるサービスである。
【００９２】
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図１４に示すように、ユーザは、コンテンツコントローラ１４ａ、ストレージ１５、およ
びコンテンツコントローラ１４ｂを所有しているとする。コンテンツコントローラ１４ａ
は、自己の能力情報２２０ａを格納し、コンテンツコントローラ１４ｂは、自己の能力情
報２２０ｂを格納している。また、ストレージ１５は、自己の能力情報２１０と、コンテ
ンツコントローラ１４ｂの能力情報２２０ｂと、コンテンツコントローラ１４ａでの使用
履歴６１０ａと、コンテンツコントローラ１４ｂでの使用履歴６１０ｂとを格納している
。
【００９３】
ユーザは、例えば、自分が所有しているコンテンツコントローラおよびストレージの組み
合わせに最適な配信スキーマが分からない場合、または、新しいコンテンツコントローラ
を買いたいが、現在ストレージに格納しているコンテンツがそれで再生可能か否か確認し
たい場合、または、現在ストレージに格納しているコンテンツに最適な新しいコンテンツ
コントローラを教えて欲しい場合に、ユーザヘルプサービスを利用する。
【００９４】
このとき、コンテンツコントローラ１４ａは、ストレージ１５を装着してポータル１２に
アクセスし、コンテンツコントローラ１４ａが保持するコンテンツコントローラ１４ａの
能力情報２２０ａと、ストレージ１５が保持するストレージ１５の能力情報２１０、コン
テンツコントローラ１４ｂの能力情報２２０ｂ、コンテンツコントローラ１４ａでの使用
履歴６１０ａ、およびコンテンツコントローラ１４ｂでの使用履歴６１０ｂとをポータル
１２に送信する（１）。
【００９５】
そして、ポータル１２は、上記の能力情報および使用履歴情報を権利ゲートウェイ１００
ａに送信する（２）。
【００９６】
そして、権利ゲートウェイ１００ａは、リポジトリの能力情報とその能力に適したサービ
スとを記述した能力テーブルを格納する能力データベース３００を有しており、ポータル
１２からリポジトリの能力情報や使用履歴情報が送られると、能力データベース３００の
能力テーブルを参照して、リポジトリ自身の能力情報、または、リポジトリが保有する１
つ以上の他のリポジトリの能力情報と、その使用履歴とを基に、ユーザに合ったコンテン
ツ情報を提供する（３）。
【００９７】
そして、ポータル１２は、例えば、次のような回答、
「あなたのコンテンツコントローラ１４ａに最適なのは、スキーマ１です。でもストレー
ジ１５との組み合わせでは、スキーマ２をお勧めします。近頃は、コンテンツコントロー
ラ１４ｂの方をよくお使いになるようなので、その場合、スキーマ３が便利です。」
をコンテンツコントローラ１４ａに送信する（４）。
【００９８】
また、ポータル１２の付加サービスとして、コンテンツコントローラの新製品のプロモー
ションを兼ねて、「あなたの持っているコンテンツは、次の新製品だと全部実行できます
。次の人気商品では、以下のコンテンツが実行できません。」といったサービスを提供す
ることもできる。
【００９９】
このようなユーザヘルプサービスでは、図１５に示すように、リポジトリ３０ａが、自己
の能力情報２００ａだけでなく、他のリポジトリ３０ｂ、３０ｃの能力情報２００ｂ、２
００ｃや使用履歴６００ｂ、６００ｃを管理し、これらの能力情報や使用履歴をすべて権
利ゲートウェイ１００に送ることにより、能力データベース３００を持つ権利ゲートウェ
イ１００から、それらの能力情報や使用履歴に基づく適切なアドバイスを受けることが可
能になる。
【０１００】
このとき、例えば、リポジトリ３０ａが、コンテンツ蓄積メディアや電子チケット格納メ



(13) JP 4477822 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

ディアのスロット付き携帯電話の場合、その他のリポジトリ３０ｂ、３０ｃは、コンテン
ツ蓄積メディアやコンテンツプレーヤ、電子チケット格納メディアなどである。また、リ
ポジトリ３０ａがホームゲートウェイの場合、その他のリポジトリ３０ｂ、３０ｃは、コ
ンテンツ蓄積または電子チケットサービス対応携帯電話、コンテンツ蓄積メディア、コン
テンツプレーヤ、電子チケット格納メディア、コンテンツ蓄積メディアや電子チケット格
納メディアのスロット付き携帯電話などである。
【０１０１】
（実施の形態５）
実施の形態５では、コンテンツの配信に権利ゲートウェイを用いるコンテンツ配信システ
ムについて説明する。
【０１０２】
図１６に示す配信システムにおいて、配信コントローラ１１は、配信するコンテンツの格
納先を示すコンテンツ参照データベース７００と、リポジトリのモデル番号からＤＲＭ能
力を参照できる能力テーブルを格納した能力データベース３１０とを有する。
【０１０３】
配信コントローラ１１は、制作ユニット１０からコンテンツを受信すると、配信コントロ
ーラ１１のポリシーに基づいて配信コンテンツを生成し、生成した配信コンテンツのオリ
ジナルを自ら保持するとともに、権利ゲートウェイ１００ａに変換要求を送り、配信コン
テンツの変換を依頼する。この変換要求には、
・配信コンテンツ
・変換先フォーマット（または変換先の権利管理性能、またはコントローラタイプ、スト
レージタイプ）
・配信コントローラ１１で設定した変換ポリシー
が含まれる。
【０１０４】
そして、変換要求を受信した権利ゲートウェイ１００ａは、配信コンテンツを要求された
フォーマットに変換して格納する。
【０１０５】
コンテンツ参照データベース７００には、コンテンツ名と、そのコンテンツを利用するた
めに必要な権利管理性能と、配信コンテンツの格納先とが記録される。従って、コンテン
ツ参照データベース７００には、制作ユニット１０で設定されたコンテンツの利用条件に
対応する権利管理性能が必要なコンテンツの格納先として、配信コントローラ１１が記録
され、また、変換ポリシーに従って変換した利用条件に対応する権利管理性能が必要なコ
ンテンツの格納先として、権利ゲートウェイ１００ａが記録されることになる。
【０１０６】
そして、配信コントローラ１１は、配信の準備が整ったコンテンツの配信コンテンツ情報
をポータル１２に送信する。
【０１０７】
そして、ポータル１２は、受信した配信コンテンツ情報に基づいて、ポータルページに載
せるコンテンツを更新する。
【０１０８】
そして、ユーザがコンテンツコントローラ１４からポータル１２にアクセスしてコンテン
ツを選択すると、ポータル１２は、コンテンツコントローラ１４の接続を配信コントロー
ラ１１に切り換える。
【０１０９】
そして、配信コントローラ１１は、コンテンツコントローラ１４に能力情報を要求するこ
とにより、または、能力データベース３１０の能力テーブルでコンテンツコントローラ１
４のモデル番号に対応するＤＲＭ能力を参照することにより、ユーザの権利管理性能を確
認する。
【０１１０】



(14) JP 4477822 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

そして、配信コントローラ１１は、コンテンツ参照データベース７００から、コンテンツ
名がユーザの選択したコンテンツのコンテンツ名に一致し、かつ、権利管理性能がユーザ
の権利管理性能に一致するコンテンツの格納先を検索する。
【０１１１】
この検索結果として格納先が配信コントローラ１１自身である場合は、該当する配信コン
テンツをコンテンツコントローラ１４に送信する。一方、格納先が権利ゲートウェイ１０
０ａである場合は、コンテンツコントローラ１４の接続を権利ゲートウェイ１００ａに切
り換える。
【０１１２】
後者の場合、権利ゲートウェイ１００ａは、格納している配信コンテンツの中から、ユー
ザが要求する配信コンテンツを検索して、コンテンツコントローラ１４に送信する。
【０１１３】
また、図１７は、ポータル１２がコンテンツ参照データベース７１０と能力データベース
３２０とを有する場合を示している。
【０１１４】
このシステムの配信コントローラ１１は、制作ユニット１０からコンテンツを受信すると
、配信コントローラ１１のポリシーに基づいて配信コンテンツを生成し、生成した配信コ
ンテンツのオリジナルを自ら保持するとともに、権利ゲートウェイ１００ａに変換要求を
送り、配信コンテンツの変換を依頼する。変換要求の内容は、図１６の場合と同じである
。また、配信コントローラ１１は、配信コンテンツ情報をポータル１２に登録する。
【０１１５】
そして、変換要求を受信した権利ゲートウェイ１００ａは、配信コンテンツを要求された
フォーマットに変換して格納し、配信コンテンツ情報をポータル１２に送信する。
【０１１６】
そして、ポータル１２は、配信コンテンツ情報を受信してコンテンツ参照データベース７
１０に記録するとともに、受信した配信コンテンツ情報に基づいて、ポータルページに載
せるコンテンツを更新する。
【０１１７】
そして、ユーザがコンテンツコントローラ１４からポータル１２にアクセスすると、ポー
タル１２は、コンテンツコントローラ１４から得たコントローラタイプやストレージタイ
プの情報を基に、能力データベース３２０の能力テーブルを用いてユーザの権利管理性能
を確認し、ユーザに提示するコンテンツを、ユーザの権利管理性能に対応するコンテンツ
に変更する。
【０１１８】
そして、ユーザがポータルページからコンテンツを選択すると、ポータル１２は、コンテ
ンツ参照データベース７１０から、コンテンツ名がユーザの選択したコンテンツのコンテ
ンツ名に一致し、かつ、権利管理性能がユーザの権利管理性能に一致するコンテンツの格
納先を検索し、この検索した格納先にコンテンツコントローラ１４の接続を切り換える。
【０１１９】
そして、コンテンツコントローラ１４と接続された配信コントローラ１１または権利ゲー
トウェイ１００ａは、ユーザの要求するコンテンツをコンテンツコントローラ１４に送信
する。
【０１２０】
また、図１８は、権利ゲートウェイ１００ａが能力データベース３００を有し、ポータル
１２がコンテンツ参照データベース７１０を有する場合を示している。
【０１２１】
このシステムの配信コントローラ１１は、制作ユニット１０からコンテンツを受信すると
、配信コントローラ１１のポリシーに基づいて配信コンテンツを生成し、生成した配信コ
ンテンツのオリジナルを自ら保持するとともに、権利ゲートウェイ１００ａに変換要求を
送り、配信コンテンツの変換を依頼する。変換要求の内容は、図１６の場合と同じである
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。また、配信コントローラ１１は、配信コンテンツ情報をポータル１２に登録する。
【０１２２】
そして、変換要求を受信した権利ゲートウェイ１００ａは、配信コンテンツを要求された
フォーマットに変換して格納し、配信コンテンツ情報をポータル１２に送信する。
【０１２３】
そして、ポータル１２は、配信コンテンツ情報を受信してコンテンツ参照データベース７
１０に記録するとともに、受信した配信コンテンツ情報に基づいて、ポータルページに載
せるコンテンツを更新する。
【０１２４】
そして、ユーザがコンテンツコントローラ１４からポータル１２にアクセスすると、ポー
タル１２は、コンテンツコントローラ１４から得たコントローラタイプやストレージタイ
プの情報を権利ゲートウェイ１００ａに送り、権利ゲートウェイ１００ａは、能力データ
ベース３００の能力テーブルを用いて、当該コントローラタイプやストレージタイプの権
利管理性能を求めてポータル１２に返す。そして、ポータル１２は、ユーザに提示するコ
ンテンツを、ユーザの権利管理性能に対応するコンテンツに変更する。
【０１２５】
そして、ユーザがポータルページからコンテンツを選択すると、ポータル１２は、コンテ
ンツ参照データベース７１０から、コンテンツ名がユーザの選択したコンテンツのコンテ
ンツ名に一致し、かつ、権利管理性能がユーザの権利管理性能に一致するコンテンツの格
納先を検索し、この検索した格納先にコンテンツコントローラ１４の接続を切り換える。
【０１２６】
そして、コンテンツコントローラ１４と接続された配信コントローラ１１または権利ゲー
トウェイ１００ａは、ユーザの要求するコンテンツをコンテンツコントローラ１４に送信
する。
【０１２７】
なお、図１９に示すように、権利ゲートウェイ１００ａが能力データベース３００を有し
、配信コントローラ１１がコンテンツ参照データベース７００を有する形態も可能である
。
【０１２８】
このように、上記各システムでは、制作ユニット１０のライセンスポリシーに加えて、配
信コントローラ１１のライセンスポリシーを追加することができるため、コンテンツの著
作権を損なわない範囲で、コンテンツを利用できるコンテンツコントローラ１４やストレ
ージ１５の機種を拡大し、コンテンツの利用を促進することができる。一方、コンテンツ
の制作者は、コンテンツコントローラ１４やストレージ１５のＤＲＭ性能を考慮して利用
条件を設定する煩わしさから解放される。
【０１２９】
また、上記各システムのうち、特に、コンテンツ参照データベース７１０と能力データベ
ース３２０とを共にポータル１２に設けた図１７のシステムでは、ポータル１２にアクセ
スしたコンテンツコントローラ１４に対して迅速な応答が可能である。
【０１３０】
一方、コンテンツ参照データベース７１０、７００と能力データベース３００とを別の装
置に設けた図１８および図１９のシステムでは、負荷の分散を図ることができる。
【０１３１】
なお、他のバリエーションとして、配信コントローラから変換要求を受けてライセンスの
変換処理を行う権利ゲートウェイが、権利ゲートウェイのポリシーに基づいて、ライセン
ス変換のルールを追加できるようにしても良い。但し、制作ユニットや配信コントローラ
により、権利ゲートウェイのこのような動作が禁止されている場合は、その限りでない。
【０１３２】
また、ライセンス変換に複数の選択肢がある場合は、ユーザ（またはコントローラ）がポ
ータル１２上、または、配信コントローラ１１上もしくは権利ゲートウェイ１００ａ上で
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選択を行うようにしても良い。
【０１３３】
また、権利ゲートウェイ１００ａは、コンテンツコントローラ１４のアクセス履歴を管理
することにより、コンテンツコントローラ１４に対してコンテンツの複数回のダウンロー
ドを許可するライセンスに変換することが可能になる。
【０１３４】
また、権利ゲートウェイ１００ａは、コンテンツコントローラ１４への配信を管理するこ
とにより、アクセス時のコンテンツコントローラ１４およびストレージ１５の状態に適し
たコンテンツを配信する動的なライセンスに変換することが可能になる。
【０１３５】
（実施の形態６）
実施の形態６では、ホームゲートウェイ上に配置された権利ゲートウェイの動作について
説明する。
【０１３６】
まず、図２０において、ホームゲートウェイ１６上にある権利ゲートウェイ１００ｄが、
配信コントローラ１１からコンテンツをコンテンツコントローラ１４にダウンロードする
場合にどのような動作を行うかについて説明する。
【０１３７】
ユーザがコンテンツコントローラ１４からコンテンツダウンロード操作を実行すると、ホ
ームゲートウェイ１６は、配信コントローラ１１からコンテンツＡと権利情報Ａをダウン
ロードする。
【０１３８】
そして、権利ゲートウェイ１００ｄは、ホームゲートウェイ１６によりコンテンツコント
ローラ１４およびストレージ１５の能力情報２２０、２１０を取得する。なお、ホームゲ
ートウェイ１６上に家庭内の端末の情報のデータベースが設けられている場合もある。
【０１３９】
そして、権利ゲートウェイ１００ｄは、能力情報２２０、２１０と権利情報Ａとを参照し
て、権利情報Ａの変換ポリシーに基づいて、必要に応じてコンテンツＡおよび権利情報Ａ
の変換を行い、変換結果をコンテンツＢおよび権利情報Ｂとしてコンテンツコントローラ
１４に送信する。
【０１４０】
次に、図２１において、ホームゲートウェイ１６上にある権利ゲートウェイ１００ｄが、
ストレージ１５ａに格納されているコンテンツＡを別のストレージ１５ｂにチェックアウ
トする場合にどのような動作を行うかについて説明する。
【０１４１】
ユーザがコンテンツコントローラ１４に対してチェックアウト操作を実行すると、コンテ
ンツコントローラ１４は、ストレージ１５ｂの能力情報２１０を取得する。また、コンテ
ンツコントローラ１４は、ストレージ１５ａのコンテンツＡおよび権利情報Ａにアクセス
して、ホームゲートウェイ１６に能力情報２１０、コンテンツＡ、および権利情報Ａを送
信する。但し、ホームゲートウェイ１６が家庭内端末に関する情報データベースを有する
場合は、能力情報２１０の送信は不要である。
【０１４２】
ホームゲートウェイ１６上の権利ゲートウェイ１００ｄは、能力情報２１０と権利情報Ａ
とを参照して、権利情報Ａの変換ポリシーに基づいて、必要に応じてコンテンツＡおよび
権利情報Ａの変換を行い、変換結果をコンテンツＢおよび権利情報Ｂとしてコンテンツコ
ントローラ１４を介してストレージ１５ｂに送信する。
【０１４３】
このように、ホームゲートウェイ１６上に権利ゲートウェイ１００ｄを設けることにより
、ホームゲートウェイ１６は、情報家電へのコンテンツのダウンロードや、情報家電内で
のコンテンツのチェックアウトなどを円滑に制御することができる。
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【０１４４】
（実施の形態７）
実施の形態７では、ピア・ツー・ピア（peer to peer）ファイル交換により「個人対個人
」がサーバを介さずにネットワーク上で音楽や画像などのコンテンツを交換する場合の権
利ゲートウェイの動作について説明する。
【０１４５】
図２２は、リポジトリ２０とリポジトリ３０とが、権利ゲートウェイ１００を介して情報
（コンテンツ（カタログ情報を含む）および権利情報）を双方向でやりとりする状態を示
している。
【０１４６】
リポジトリ２０からリポジトリ３０に情報Ａ（コンテンツ（カタログ情報を含む）および
権利情報）を送信するとき、権利ゲートウェイ１００は、送信先のリポジトリ３０の能力
情報２００ｂを取得し、取得した能力情報２００ｂと情報Ａの権利情報とを参照し、必要
な変換を行った後、情報Ａをリポジトリ３０に送信する。このとき、権利ゲートウェイ１
００は、変換の履歴を格納する。
【０１４７】
そして、リポジトリ３０からリポジトリ２０に情報Ｂを送信するとき、権利ゲートウェイ
１００は、これまでの変換履歴８００を参照して、情報Ｂ（コンテンツ（カタログ情報を
含む）および権利情報）の変換の処理を変える。
【０１４８】
例えば、リポジトリ２０からリポジトリ３０への変換が何度も行われている場合は、リポ
ジトリ３０からリポジトリ２０への送信時に、料金を安くしたり、権利を有利に変換した
りする（例えば、期間の場合は通常よりも長くし、回数の場合は通常よりも多くする）。
【０１４９】
また、リポジトリ２０からリポジトリ３０への情報提供が無料で行われている場合は、リ
ポジトリ３０からリポジトリ２０への送信時に、料金を無料にする。これに対し、リポジ
トリ２０からリポジトリ３０への情報提供が有料で行われている場合は、リポジトリ３０
からリポジトリ２０への送信時に、料金を有料にする。
【０１５０】
また、リポジトリ２０からリポジトリ３０への変換が何度も有料で行われており、かつ、
リポジトリ２０が多くの利益を上げている場合は、リポジトリ３０からリポジトリ２０へ
の送信時に、料金を高くしたり、権利を不利に変換したりする（例えば、期間の場合は通
常よりも短くし、回数の場合は通常よりも少なくする）。
【０１５１】
このように、本実施の形態では、権利ゲートウェイ１００は、ピア・ツー・ピアの情報交
換において、バランスが取れた情報交換の推進を可能にする。
【０１５２】
（実施の形態８）
実施の形態８では、各リポジトリの能力情報をサーバで管理するシステムについて説明す
る。
【０１５３】
このシステムは、図２３に示すように、各リポジトリの能力情報を管理する能力情報管理
サーバ９００を有する。
【０１５４】
ユーザは、装置購入時などにリポジトリの能力情報を能力情報管理サーバ９００に登録す
ることができる。能力情報を登録したリポジトリは、能力情報を自ら管理する必要がなく
なる。
【０１５５】
リポジトリ２０からリポジトリ３０ａに情報を送信するとき、権利ゲートウェイ１００は
、送信先のリポジトリ３０ａからリポジトリ３０ａのＩＤを受信し、能力情報管理サーバ
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９００にアクセスして、リポジトリ３０ａのＩＤに対応するリポジトリ３０ａの能力情報
を取得する。
【０１５６】
なお、能力情報管理サーバ９００は、権利ゲートウェイ上、ポータル上、配信コントロー
ラ上、またはリポジトリ上のいずれの位置に存在しても良い。
【０１５７】
（実施の形態９）
実施の形態９では、権利ゲートウェイでのライセンス変換に個人情報を利用するシステム
について説明する。
【０１５８】
このシステムは、図２４に示すように、能力情報管理サーバ９００に加えて、顧客情報や
買い物履歴情報などの個人情報を管理する個人情報管理サーバ１０００を有する。
【０１５９】
このシステムでは、ユーザがコンテンツコントローラ１４からポータル１２にアクセスし
、コンテンツコントローラ１４のＩＤがポータル１２に送信されると（１）、ポータル１
２は、受信したコンテンツコントローラＩＤを権利ゲートウェイ１００ａに送信する（２
）。
【０１６０】
そして、権利ゲートウェイ１００ａは、配信コントローラ１１からカタログ情報Ａおよび
権利情報Ａを受信する（３、４）。
【０１６１】
また、権利ゲートウェイ１００ａは、能力情報管理サーバ９００からコンテンツコントロ
ーラＩＤに対応する能力情報を取得するとともに、個人情報管理サーバ１０００にアクセ
スし、コンテンツコントローラＩＤから顧客情報や購入履歴情報などの個人情報を取得す
る（５）。
【０１６２】
そして、権利ゲートウェイ１００ａは、配信コントローラ１１から受信したカタログ情報
Ａの中からコンテンツコントローラ１４の権利管理能力に適合するカタログ情報を選択し
、選択したカタログ情報の中から、例えば、既に購入されたコンテンツのカタログ情報を
除いて、ポータル１２に送信する（６）。
【０１６３】
そして、ポータル１２は、権利ゲートウェイ１００ａから送信されたカタログ情報をコン
テンツコントローラ１４に提示する（７）。
【０１６４】
そして、コンテンツコントローラ１４が、権利ゲートウェイ１００ａのアドレスを取得し
て、コンテンツやカタログ情報のダウンロードを権利ゲートウェイ１００ａに改めて要求
すると（８）、権利ゲートウェイ１００ａは、コンテンツコントローラ１４へのダウンロ
ード向けに変換したコンテンツＢやカタログ情報Ｂをコンテンツコントローラ１４に送信
する（９）。
【０１６５】
このように、本実施の形態のシステムでは、権利ゲートウェイ１００によるコンテンツや
権利情報の変換に、個人情報を反映させることができる。
【０１６６】
（実施の形態１０）
実施の形態１０では、車載の情報ゲートウェイ上に配置された権利ゲートウェイの動作に
ついて説明する。
【０１６７】
車載の情報ゲートウェイは、カーナビゲーション装置やカーオーディオ装置などの車載装
置のゲートウェイとして動作し、例えば、家庭内の端末に配信された音楽情報や地図情報
などのコンテンツを車載装置にダウンロードする場合に、このデータ伝送を仲介する。
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【０１６８】
図２５は、家庭内で取得したコンテンツを携帯電話で送信し、権利ゲートウェイ１００ｅ
を配置した車載の情報ゲートウェイ１７を介して、コンテンツコントローラ１４やストレ
ージ１５にダウンロードするシステムを示している。この場合、配信コントローラ１１は
携帯電話であり、コンテンツコントローラ１４はカーナビゲーション装置やカーオーディ
オ装置である。
【０１６９】
ユーザがコンテンツコントローラ１４に対してコンテンツのダウンロードの操作を実行す
ると、車載の情報ホームゲートウェイ１７は、配信コントローラ１１からコンテンツＡと
権利情報Ａをダウンロードする。
【０１７０】
そして、権利ゲートウェイ１００ｅは、車載の情報ゲートウェイ１７によりコンテンツコ
ントローラ１４およびストレージ１５の能力情報２２０、２１０を取得する。但し、車載
の情報ゲートウェイ１７に車載装置の情報のデータベースがある場合は、この動作は不要
である。
【０１７１】
そして、権利ゲートウェイ１００ｅは、能力情報２２０、２１０と権利情報Ａとを参照し
、権利情報Ａの変換ポリシーに基づいて、必要に応じてコンテンツＡや権利情報Ａの変換
を行い、変換結果をコンテンツＢおよび権利情報Ｂとしてコンテンツコントローラ１４に
送信する。このコンテンツＢおよび権利情報Ｂは、コンテンツコントローラ１４またはス
トレージ１５で蓄積される。
【０１７２】
図２６は、権利ゲートウェイ１００ｅが配置された車載の情報ゲートウェイ１７を介して
、ストレージ１５ａに格納されているコンテンツＡをストレージ１５ｂにチェックアウト
する場合の構成を示している。
【０１７３】
ユーザがコンテンツコントローラ１４ａに対して「ストレージ１５ａからストレージ１５
ｂへ」のチェックアウト実行操作を行うと、コンテンツコントローラ１４ａは、コンテン
ツＡと権利情報Ａを含むチェックアウト要求を車載の情報ゲートウェイ１７に送信する。
【０１７４】
そして、車載の情報ゲートウェイ１７は、コンテンツコントローラ１４ｂにアクセスし、
コンテンツコントローラ１４ｂおよびストレージ１５ｂの能力情報２２０、２１０を取得
する。但し、車載の情報ゲートウェイ１７が、車内端末に関する情報データベースを有す
る場合は、能力情報２２０、２１０の取得は不要である。
【０１７５】
そして、権利ゲートウェイ１００ｅは、能力情報２２０、２１０と権利情報Ａとを参照し
、変換ポリシーに基づいて、必要に応じてコンテンツＡおよび権利情報Ａの変換を行い、
変換結果をコンテンツＢおよび権利情報Ｂとしてコンテンツコントローラ１４ｂに送信す
る。このコンテンツＢおよび権利情報Ｂは、ストレージ１５ｂで蓄積される。
【０１７６】
このように、本実施の形態では、車両に権利ゲートウェイを設けることにより、車載機器
にダウンロードするコンテンツのライセンス変換が可能になる。
【０１７７】
なお、ここでは、携帯電話から車載機器にコンテンツをダウンロードする場合について説
明したが、この逆、つまり、車載機器から携帯電話にコンテンツをダウンロードするよう
にしても良い。この場合、コンテンツコントローラは携帯電話、配信コントローラは車載
機器となる。
【０１７８】
（実施の形態１１）
実施の形態１１では、電子チケットサービスにおける権利ゲートウェイの動作について説
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明する。
【０１７９】
電子チケットに関しては、電子チケットがユーザに表示するためのコンテンツを保持して
いる場合もありうるが、ここでは、電子チケットとして、ユーザに入場などの許可を与え
る権利情報のみが流通する場合について説明する。
【０１８０】
図２７は、コンテンツコントローラ１４からネットワーク１３を通じて電子チケット（権
利情報Ａ）を購入することが可能な電子チケットサービスのシステムを示している。
【０１８１】
ユーザがコンテンツコントローラ１４に対して電子チケット購入（支払いを伴わない場合
を含む）の操作を実行すると、コンテンツコントローラ１４は、権利ゲートウェイ１００
ａに対して、コンテンツコントローラ１４の能力情報２２０およびストレージ１５の能力
情報２１０と共に権利情報（電子チケット）のダウンロード要求を送信する。但し、権利
ゲートウェイ１００ａが、コンテンツコントローラ１４およびストレージ１５に関する情
報データベースを有する場合は、それぞれのＩＤを送信するのみでも良い。
【０１８２】
そして、権利ゲートウェイ１００ａは、能力情報２２０、２１０と権利情報Ａとを参照し
、必要に応じて、変換ポリシーに基づいて権利情報（電子チケット）Ａの変換を行い、変
換結果を権利情報Ｂとしてコンテンツコントローラ１４に送信する。この権利情報（電子
チケット）Ｂは、ストレージ１５に格納される。
【０１８３】
このとき、権利ゲートウェイ１００ａで行われる権利情報（電子チケット）変換の具体例
としては、次のようなものがある。
【０１８４】
例えば、期間が制限され、その期間内であれば何回でも利用できる電子チケットを、期間
管理のできないコンテンツコントローラおよびストレージに配信する場合は、権利情報（
電子チケット）を、１回使いきりのチケットと、そのチケットを使用した後、再度電子チ
ケットのダウンロード要求を行うためのヘルパーアプリケーションとに変換して送信する
。
【０１８５】
また、電子チケットの使用可能な場所が規定されている場合において、この電子チケット
を場所制限のできないコンテンツコントローラおよびストレージに配信するときは、場所
制限付きの権利情報（電子チケット）を、有効な場所に行った時に電子チケットのダウン
ロード要求を行うためのヘルパーアプリケーションに変換して送信する。
【０１８６】
なお、これらのヘルパーアプリケーションは、権利情報と独立に送信することも、権利情
報の一部として送信することも可能である。
【０１８７】
そして、権利ゲートウェイ１００ａは、コンテンツコントローラ１４からのヘルパーアプ
リケーションに基づく電子チケットの取得要求を受け付け、その要求が正当である場合に
、適切な権利情報（コンテンツ情報付きの場合もある）をコンテンツコントローラ１４に
送信する。
【０１８８】
このように、権利ゲートウェイを介在させた電子チケットサービスシステムでは、電子チ
ケットの購入が可能な機器の範囲を拡げることができ、また、電子チケットサービスに供
する電子チケットの種類を拡大することができる。
【０１８９】
なお、本実施の形態では、コンテンツの利用条件を、コンテンツの利用期間や利用回数で
規定する例を主に示したが、コンテンツの利用条件は、次に示すように、種々の観点から
規定することができる。
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・コピー規制
コピーの禁止
・回数による規制
操作回数（再生回数、表示回数、印刷回数、コピー回数など）
１回とみなす最短時間（開始からどれだけ経過したら１回とみなすか）
・期間の規制
日時指定（開始日時、終了日時）
再生・表示を始めてからの時間
コンテンツ利用の累積時間
ライセンス発行からの時間
ライセンス受信からの時間
ライセンス受信から（ライセンスの）終了命令受信まで
時間帯指定（例えば、午前中、１０：００～１５：００）
・場所による規制
移動中の禁止／移動中のみ利用可
場所（学校、家、特定の場所）
・天気による規制
・気温による規制
・個人認証による規制
年齢
性別
所有の商品リスト
使用履歴
・デバイスの性能による規制
音質、画質
但し、天気、温度、場所、個人認証による利用条件の規定は、その検知手段を有する場合
に可能になる。例えば、
・リポジトリにセンサ（判断デバイス）が付いている場合
・問い合わせサーバがあり、そのサーバへの問い合わせの機能が付いている場合・特定の
エリアで、情報がＢｌｕｅｔｏｏｔｈや無線ＬＡＮなどで発信されており、リポジトリに
その受信機能がある場合
などである。
【０１９０】
また、本実施の形態では、利用条件の変換（ライセンス変換）の具体例として、期間制限
を回数制限に変換する例を示しているが、その他、次のようなライセンス変換も可能であ
る。
＜期間から回数への変換＞
・最短時間の指定ができない場合、最短時間の指定ができる場合よりも許可回数が増える
・音質（端末のパフォーマンス）が悪いと、再生許可回数が増える
＜回数から回数への変換＞
・歌詞の再生（表示）ができない端末向けには、曲の再生許可回数を増やす
・印刷ができない端末では、印刷許可回数分だけ表示許可回数を増やす
・１画面の表示時間制限がない場合や、表示や再生の戻れない制限がない場合
コンテンツのページ数が少なくなる
文字が少なくなる
章（コンテンツの部分）ごと、場所ごとにライセンスが必要になる
場所（位置）ごとにライセンスが必要になる
・最短時間の指定ができない場合
ａ．最後まで再生／表示しないと１回にならない場合、回数を減らす
ｂ．１秒でも再生／表示すると１回になる場合、回数を増やす
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＜期間から期間への変換＞
・終了日時が検出できない場合、終了命令受信までに変換
＜場所から期間（時間帯指定）への変換＞（場所の検出ができない場合）
・電車では許可しないという権利を、ラッシュアワーは許可しないに変換
・学校のみ許可という権利を、９：００－１５：００まで許可に変換
＜気温から期間（時間帯・期間指定）への変換＞
・気温２０度以上の場合許可するという権利を、期間と時間帯の制限（夏の昼間など）に
変換
などである。
【０１９１】
また、電子チケット使用時の条件によって権利の変換を変えることができる。条件の具体
例としては、例えば、次のようなものが考えられる。
【０１９２】
１）チケット使用時にユーザ認証を行うか否か
ユーザ認証の種類には、上記ＰＩＮや生体認証などがある。ＰＩＮは通常４桁の数字を入
力するが、桁数によってセキュリティが高くなる。ＰＩＮよりも生体認証の方がセキュリ
ティが高い場合もあり、生体認証の中でも指紋認証よりも虹彩認証の方がセキュリティが
高いと言われている。このようなユーザ認証の有無、ユーザ認証がある場合もその手段に
よって変換を変えることができる。
【０１９３】
２）通信路のセキュリティレベル
例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ自体には通信路のセキュリティ機能が規定されているが、赤
外線には通信としてセキュア通信の機能がない。このように通信路のセキュリティ機能が
あるか否かで変換を変えることができる。
【０１９４】
３）運用のしやすさ
例えば、ＩＣカードのタッチアンドゴーサービスでは、通信時間が短いため、処理がエラ
ーになる確率が高いが、一方、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈや赤外線では、通信距離が長いため、
再送処理などで処理時間が長くなっても対応することができ、エラーになる確率は低い。
また、ＩＣカードの接触通信を用いる場合は、処理が完了するまでユーザはデバイスを動
かせないため、エラーになる確率は低い。このように、運用時にエラーの発生する確率が
低い通信路を用いているか否かで変換を変えることができる。
【０１９５】
このように、電子チケット使用時の条件によって権利の変換を変えることにより、チケッ
ト発行者が望むチケット使用時の条件を満たしているユーザ端末に対しては、当該ユーザ
に有利になるように権利の変換方法を変えて、差別化を図ることができる。
【０１９６】
これらに共通しているのは、電子チケットの改札時に用いる通信手段（例えば、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ、赤外線、非接触）を条件にして、権利を変換していることである。
【０１９７】
すなわち、同じ種類の電子チケットであっても、ユーザ端末により、チケット使用時の通
信手段が異なることがある。例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、赤外線、非接触、その他の無
線通信といった通信手段が考えられる。通信手段によってセキュリティのレベルが異なる
場合は、通信手段に応じて権利の変換を変える。
【０１９８】
ここで、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、赤外線、非接触の特徴（長所／短所など）について説明し
ておく。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの特徴としては、例えば、１）盗難防止のためのセキュリテ
ィが通信規格として存在すること、２）通信距離が長いため、処理に時間がかかっても正
常に終了できること、３）指向性がなく、例えば、端末を所定の方向に向ける必要がない
ことなどが挙げられる。赤外線の特徴としては、例えば、１）盗難防止のためのセキュリ



(23) JP 4477822 B2 2010.6.9

10

20

30

40

50

ティが通信規格として存在しないこと、２）指向性があることなどが挙げられる。非接触
の特徴としては、例えば、１）通信距離が短いため、処理に時間がかかった場合にエラー
が多いこと、２）短時間で処理を終わらせようとするため、（例えば、タッチアンドゴー
）エラーが多いこと、３）短時間で処理が終わる（タッチアンドゴー）サービスを想定す
るため、パスワード入力などのユーザ認証を省いたシステムもあり、このようなシステム
では、使用時にユーザのパスワード入力が要求されないと、拾ったデバイスの（本来の持
ち物でない）電子チケットが使えてしまうことなどが挙げられる。なお、上記の特徴は、
状況によっては長所であったり、逆に短所であったりするため、実際の適用に当たっては
、各サービスに応じた様々な変換が必要になってくる。
【０１９９】
例えば、期間制限を回数制限に変える場合、チケット使用時の通信路としてよりセキュア
な通信手段をサポートしている端末については、回数を多めに変換し、セキュアでない通
信路の場合には、回数を少なくする（例えば、１回券）ように変換する。これにより、サ
ービスの差別化を図ることができる。よって、よりセキュアなデバイスを持っているユー
ザは手間を省くことができ、サービス運用側は運用時のエラーを減らすようにサービスを
制御することができる。
【０２００】
具体的には、例えば、期間制限と回数制限の管理機能を持つチケットアプリケーションＡ
が実装されている携帯端末Ａがあるが、チケット改札処理の通信手段として非接触にしか
対応していない場合は、セキュアでない通信路であるため、複数回有効なチケットは配信
せず、期間制限かまたは１回だけ有効なチケットに変換して配送する。これに対し、同じ
チケットアプリケーションＡが実装されている携帯端末Ｂが存在し、チケット改札処理の
通信手段としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈに対応している場合は、セキュアな通信路であるため
、複数回有効なチケットを配信する。つまり、複数回有効なチケットは高額になるため、
セキュアな通信路の場合のみ当該サービスを許可する。
【０２０１】
また、例えば、度数管理機能を持つチケットアプリケーションＢが実装されている携帯端
末Ｃがあるが、チケット改札処理の通信手段として非接触にしか対応していない場合は、
セキュアでない通信路であるため、少なめに最大度数の制限を付けて（例えば、最大度数
＝５００）チケットを配信する。これに対し、同じチケットアプリケーションＢが実装さ
れている携帯端末Ｄが存在し、チケット改札処理の通信手段としてＢｌｕｅｔｏｏｔｈに
対応している場合は、セキュアな通信路であるため、多めに最大度数の制限を付けて（例
えば、最大度数＝１０００）チケットを配信する。
【０２０２】
また、格納デバイスにＰＩＮ（Personal Identifier Number）入力機能があるかどうかに
よって権利の変換を変えることも可能である。
【０２０３】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明によれば、コンテンツの著作権を保護するための
利用制限が多様化し、それに対応する各種のＤＲＭ能力を備えた機器や記録媒体が作られ
ている状況のもとで、著作権を損なわずに、コンテンツの利用が可能となる機器や記録媒
体の範囲を拡げ、コンテンツの利用の促進を図ることを可能にする。
【０２０４】
また、音楽などの配信サービスに止まらず、電子チケットサービスなどのシステムの利便
性を高め、これらのオンラインサービスの利用を促進することができる。
【０２０５】
また、コンテンツの制作者は、コンテンツ利用機器の各種のＤＲＭ性能を考慮してコンテ
ンツの利用条件を設定する煩わしさから開放される。
【０２０６】
また、コンテンツ購入のポータルページには、ユーザの機器で利用可能なコンテンツのみ
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が表示されるため、ユーザが利用できないコンテンツを間違って購入する危険を防ぐこと
ができる。
【０２０７】
また、新たにコンテンツ利用機器や記録媒体を購入する際に、このシステムから適切なア
ドバイスを受けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報変換システムの基本構成図
【図２】図１の権利ゲートウェイの物理的な構成例を示す図
【図３】図１の権利ゲートウェイの基本構成の一例を示すブロック図
【図４】権利ゲートウェイが配置されたコンテンツ配信システムの一例を示す構成図
【図５】権利ゲートウェイが配置されたコンテンツ配信システムの他の一例を示す構成図
【図６】本発明の実施の形態１におけるコンテンツ配信システム（コンテンツコントロー
ラに権利ゲートウェイを配置した場合）の一例を示す要部構成図
【図７】権利情報の内容の項目を示す図
【図８】権利情報の記述例を示す図
【図９】本発明の実施の形態２におけるコンテンツ配信システム（ストレージに権利ゲー
トウェイを配置した場合）の一例を示す要部構成図
【図１０】本発明の実施の形態２におけるコンテンツ配信システム（ストレージに権利ゲ
ートウェイを配置した場合）の他の一例を示す要部構成図
【図１１】本発明の実施の形態３におけるコンテンツ配信システム（カタログ情報の最適
化を図るシステム）の一例を示す要部構成図
【図１２】本発明の実施の形態３におけるコンテンツ配信システム（カタログ情報の最適
化を図るシステム）の他の一例を示す要部構成図
【図１３】本発明の実施の形態３におけるコンテンツ配信システム（カタログ情報の最適
化を図るシステム）のさらに他の一例を示す要部構成図
【図１４】本発明の実施の形態４におけるコンテンツ配信システム（ユーザヘルプサービ
スを行う場合）の一例を示す要部構成図
【図１５】本発明の実施の形態４におけるコンテンツ配信システム（ユーザヘルプサービ
スを行う場合）においてユーザヘルプサービスを利用するための能力情報および使用履歴
の持ち方を示す図
【図１６】本発明の実施の形態５におけるコンテンツ配信システムの一例を示す構成図
【図１７】本発明の実施の形態５におけるコンテンツ配信システムの他の一例を示す構成
図
【図１８】本発明の実施の形態５におけるコンテンツ配信システムのさらに他の一例を示
す構成図
【図１９】本発明の実施の形態５におけるコンテンツ配信システムのさらに他の一例を示
す構成図
【図２０】本発明の実施の形態６におけるコンテンツ配信システム（ホームゲートウェイ
に権利ＧＷを配置した場合）の一例を示す構成図
【図２１】本発明の実施の形態６におけるコンテンツ配信システム（ホームゲートウェイ
に権利ゲートウェイを配置した場合）の他の一例を示す要部構成図
【図２２】本発明の実施の形態７におけるコンテンツ配信システム（権利ゲートウェイを
配置したピア・ツー・ピアシステムの場合）の一例を示す要部構成図
【図２３】本発明の実施の形態８におけるコンテンツ配信システム（能力情報管理サーバ
を配置した場合）の一例を示す要部構成図
【図２４】本発明の実施の形態９におけるコンテンツ配信システム（個人情報管理サーバ
を配置した場合）の一例を示す要部構成図
【図２５】本発明の実施の形態１０におけるコンテンツ配信システム（車載の情報ゲート
ウェイに権利ゲートウェイを配置した場合）の一例を示す構成図
【図２６】本発明の実施の形態１０におけるコンテンツ配信システム（車載の情報ゲート
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【図２７】本発明の実施の形態１１におけるコンテンツ配信システム（権利ゲートウェイ
を配置した電子チケットサービスの場合）の一例を示す要部構成図
【図２８】従来のコンテンツ配信システムの一例を示す構成図
【符号の説明】
１０　制作ユニット
１１、１１ａ、１１ｂ　配信コントローラ
１２　ポータル
１３　ネットワーク
１４、１４ａ、１４ｂ　コンテンツコントローラ
１５、１５ａ、１５ｂ　ストレージ
１６　ホームゲートウェイ
１７　車載の情報ゲートウェイ
２０、３０、３０ａ、３０ｂ、３０ｃ　リポジトリ
５０　情報家電
１００、１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ　権利ゲートウェイ
１１０　送受信制御部
１２０　データ取得部
１３０　データ変換部
１３２　変換ポリシー参照部
１４０　制御部
２００、２００ａ、２００ｂ、２００ｃ、２１０、２２０、２２０ａ、２２０ｂ　能力情
報
３００、３１０、３２０　能力データベース
４００　参照用変換ポリシー
４１０　変換ポリシー
５００　変換ポリシーサーバ
５１０　変換ポリシーデータベース
６００ｂ、６００ｃ、６１０ａ、６１０ｂ　使用履歴
７００、７１０　コンテンツ参照データベース
８００　変換履歴
９００　能力情報管理サーバ
１０００　個人情報管理サーバ
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