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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の端末装置にネットワークを介して接続され、該端末装置との間で情報の送受
信を行なうことにより、販売対象となる著作物を登録する処理と、該登録された著作物を
販売する処理とを行なう販売装置であって、
　前記登録された著作物を識別する作品コードと、購入された該著作物の種別に対応して
発生する権利を識別する権利コードと、該権利を購入した購入者の氏名とを含む購入情報
を記憶する購入情報記憶手段と、
　前記端末装置のいずれかから、前記著作物の購入要求を示す情報と共に、前記著作物を
識別する作品コードとその購入者の氏名及び購入したい前記権利を識別する権利コードを
含む情報を受信した場合、該受信した情報に含まれる、著作物を識別する作品コードと、
購入したい該著作物の種別に対応して発生する権利を識別する権利コードと、該購入者の
氏名とを、前記購入情報として前記購入情報記憶手段へ格納する購入情報取得手段と、
　前記端末装置のいずれかから、著作物の購入権利情報を閲覧するための前記作品コード
と閲覧要求を示す情報を受信した場合、該閲覧要求された著作物の作品コードに対応する
前記購入情報を前記購入情報記憶手段から読み出し、該読み出された購入情報に含まれる
購入者の氏名を含む情報を購入権利情報として、前記閲覧要求を示す情報の送信元である
端末装置へ送信する情報提供手段と、
　を備えることを特徴とする販売装置。
【請求項２】
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　前記購入者からの購入代金の入金があったことを知らせる入金情報を所定の金融機関の
端末装置から受信したかどうかを確認する入金確認手段を更に備え、
　前記情報提供手段は、前記入金確認手段によって前記入金情報の受信が確認された購入
者に対応する購入権利情報のみを前記送信の対象とすることを特徴とする請求項１記載の
販売装置。
【請求項３】
　著作物の種別を識別する作品種別コードと、該著作物の種別に対応して発生する権利の
種類を示す情報とを含む著作物種別情報を記憶する著作物種別情報記憶手段と、
　販売対象となる各著作物を識別する作品コードと、該著作物の種別に対応して発生する
権利毎の販売可否を示す情報とを含む販売情報を記憶する販売情報記憶手段と、
　前記端末装置のいずれかから、著作物の登録要求を示す情報と共に、該著作物の種別を
識別する作品種別コードを受信した場合、前記著作物種別情報記憶手段に記憶された、前
記登録要求された著作物の作品種別コードに対応する著作物種別情報を、前記登録要求を
示す情報の送信元である端末装置へ送信し、該送信に応答して前記端末装置から送信され
た、著作物を識別する作品コードと、該著作物の種別に対応して発生する権利毎の販売可
否を示す情報とを受信して、前記販売情報として前記販売情報記憶手段へ格納する販売情
報取得手段と、
　を更に備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の販売装置。
【請求項４】
　１つ以上の端末装置にネットワークを介して接続され、該端末装置との間で情報の送受
信を行なうことにより、販売対象となる著作物を登録する処理と、該登録された著作物を
販売する処理とを行なう販売装置による、著作物の販売方法であって、
　前記登録された著作物を識別する作品コードと、購入された該著作物の種別に対応して
発生する権利を識別する権利コードと、該権利を購入した購入者の氏名とを含む購入情報
を記憶手段に記憶しておき、
　前記端末装置のいずれかから、前記著作物の購入要求を示す情報と共に、前記著作物を
識別する作品コードとその購入者の氏名及び購入したい前記権利を識別する権利コードを
含む情報を受信した場合、該受信した情報に含まれる、著作物を識別する作品コードと、
購入したい該著作物の種別に対応して発生する権利を識別する権利コードと、該購入者の
氏名とを、前記購入情報として前記記憶手段へ格納し、
　前記端末装置のいずれかから、著作物の購入権利情報を閲覧するための前記作品コード
と閲覧要求を示す情報を受信した場合、該閲覧要求された著作物の作品コードに対応する
前記購入情報を前記記憶手段から読み出し、該読み出された購入情報に含まれる購入者の
氏名を含む情報を購入権利情報として、前記閲覧要求を示す情報の送信元である端末装置
へ送信する、
　ことを特徴とする販売方法。
【請求項５】
　１つ以上の端末装置にネットワークを介して接続され、該端末装置との間で情報の送受
信を行なうことにより、販売対象となる著作物を登録する処理と、該登録された著作物を
販売する処理とを行なう販売装置としての機能をコンピュータに実行させるプログラムを
記録した、コンピュータ読取可能な記録媒体であって、
　前記登録された著作物を識別する作品コードと、購入された該著作物の種別に対応して
発生する権利を識別する権利コードと、該権利を購入した購入者の氏名とを含む購入情報
を前記コンピュータの記憶手段に記憶することと、
　前記端末装置のいずれかから、前記著作物の購入要求を示す情報と共に、前記著作物を
識別する作品コードとその購入者の氏名及び購入したい前記権利を識別する権利コードを
含む情報を受信した場合、該受信した情報に含まれる、著作物を識別する作品コードと、
購入したい該著作物の種別に対応して発生する権利を識別する権利コードと、該購入者の
氏名とを、前記購入情報として前記記憶手段へ格納することと、
　前記端末装置のいずれかから、著作物の購入権利情報を閲覧するための前記作品コード
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と閲覧要求を示す情報を受信した場合、該閲覧要求された著作物の作品コードに対応する
前記購入情報を前記記憶手段から読み出し、該読み出された購入情報に含まれる購入者の
氏名を含む情報を購入権利情報として、前記閲覧要求を示す情報の送信元である端末装置
へ送信することとを、
　前記コンピュータに実行させるプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読
取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、商品の販売に関し、特に小説、絵画、ソフトウェア等の著作物の販売に係わる
システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、通信技術の発達により、ネットワークを介して種々の物品が売買されるようになっ
ている。売買される物品として、例えば、従来のハードウェア等の商品に加え、ゲーム及
びコンピュータグラフィック等のソフトウェア並びに小説、絵画、写真等、様々な著作物
も扱われるようになっている。
【０００３】
これらの著作物について違法コピーによる著作権侵害が問題となる。この問題は、電子化
された著作物の場合に顕著である。この問題を解決するために、電子化された著作物の場
合、秘密鍵等を利用した暗号化技術等が採用されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、電子化された著作物の場合、従来において採用される暗号化等の防御技術の発展
とともに、防御技術を解除する破壊技術も発展しているため、将来、著作権侵害がなくな
ることは期待できそうにないという問題があった。
【０００５】
また、一方で、どのような著作物であっても、一般の利用者は、著作権について十分な知
識を有していない場合がしばしばあり、利用者は、自分にどのような権利が与えられてい
るのか十分に理解していないために、購入した商品を利用する際に、知らずに著作権を侵
害する行為を行ってしまう惧れもあるという問題もあった。
【０００６】
以上の問題に鑑み、著作物を販売しつつ、故意に著作権を侵害する者に対しては、その行
為を抑止し、著作権を十分理解していない購入者に対しては、知らずに著作権を侵害する
ことを防ぐことを可能とすることが、本発明が解決しようとする課題である。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、著作物を販売する際にとりわけ利用価値の高いものである。
　本発明の１つの態様によれば、１つ以上の端末装置にネットワークを介して接続され、
該端末装置との間で情報の送受信を行なうことにより、販売対象となる著作物を登録する
処理と、該登録された著作物を販売する処理とを行なう販売装置であって、前記登録され
た著作物を識別する作品コードと、購入された該著作物の種別に対応して発生する権利を
識別する権利コードと、該権利を購入した購入者の氏名とを含む購入情報を記憶する購入
情報記憶手段と、前記端末装置のいずれかから、前記著作物の購入要求を示す情報と共に
、前記著作物を識別する作品コードとその購入者の氏名及び購入したい前記権利を識別す
る権利コードを含む情報を受信した場合、該受信した情報に含まれる、著作物を識別する
作品コードと、購入したい該著作物の種別に対応して発生する権利を識別する権利コード
と、該購入者の氏名とを、前記購入情報として前記購入情報記憶手段へ格納する購入情報
取得手段と、前記端末装置のいずれかから、著作物の購入権利情報を閲覧するための前記
作品コードと閲覧要求を示す情報を受信した場合、該閲覧要求された著作物の作品コード
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に対応する前記購入情報を前記購入情報記憶手段から読み出し、該読み出された購入情報
に含まれる購入者の氏名を含む情報を購入権利情報として、前記閲覧要求を示す情報の送
信元である端末装置へ送信する情報提供手段と、を備えるように構成する。
【０００８】
ネットワークを介して購入者に関する情報を提供し、その情報を販売者が閲覧することに
より、著作物がどのくらい購入されたのか知るとともに、購入者を確認することが可能と
なる。延いては、購入者と著作権を侵害する侵害者とを比較的容易に区別することが可能
となる。
【０００９】
また、購入者は、自分が正当な権利を有することを販売装置によって証明されるため、侵
害者ではないかと疑いをかけられても比較的容易にその疑いを晴らすことが可能となる。
【００１０】
また、この購入者に関する情報を公開することとしてもよい。これにより、正当に著作物
を購入した購入者がいることを示すことにより侵害しようとする者のモラルに訴えかける
。故意に著作権を侵害しようとする者に対して、その侵害行為を抑止する効果を期待でき
るようになる。
【００１２】
　また、権利単位に提供される情報を閲覧することにより、購入者は、著作権法を十分理
解していない場合であっても、購入した権利を確認することができるため、知らずに著作
権を侵害することを防ぐことが可能となる。
【００１３】
　また、上記構成において、著作物の種別を識別する作品種別コードと、該著作物の種別
に対応して発生する権利の種類を示す情報とを含む著作物種別情報を記憶する著作物種別
情報記憶手段と、販売対象となる各著作物を識別する作品コードと、該著作物の種別に対
応して発生する権利毎の販売可否を示す情報とを含む販売情報を記憶する販売情報記憶手
段と、前記端末装置のいずれかから、著作物の登録要求を示す情報と共に、該著作物の種
別を識別する作品種別コードを受信した場合、前記著作物種別情報記憶手段に記憶された
、前記登録要求された著作物の作品種別コードに対応する著作物種別情報を、前記登録要
求を示す情報の送信元である端末装置へ送信し、該送信に応答して前記端末装置から送信
された、著作物を識別する作品コードと、該著作物の種別に対応して発生する権利毎の販
売可否を示す情報とを受信して、前記販売情報として前記販売情報記憶手段へ格納する販
売情報取得手段とを、更に備えることとしても良い。作品の種別に対応して販売の対象と
なりうる権利を販売者に通知し、通知された権利の中から販売対象とする権利を販売者に
選択させることにより、販売者が誤って販売することができない権利を販売対象とするこ
とを防ぐことが可能となる。
【００１４】
　また、上記構成において、前記購入者からの購入代金の入金があったことを知らせる入
金情報を所定の金融機関の端末装置から受信したかどうかを確認する入金確認手段を更に
備え、前記情報提供手段は、前記入金確認手段によって前記入金情報の受信が確認された
購入者に対応する購入権利情報のみを前記送信の対象とすることとしてもよい。
【００１５】
　また、本発明の別の態様によれば、１つ以上の端末装置にネットワークを介して接続さ
れ、該端末装置との間で情報の送受信を行なうことにより、販売対象となる著作物を登録
する処理と、該登録された著作物を販売する処理とを行なう販売装置による、著作物の販
売方法であって、前記登録された著作物を識別する作品コードと、購入された該著作物の
種別に対応して発生する権利を識別する権利コードと、該権利を購入した購入者の氏名と
を含む購入情報を記憶手段に記憶しておき、前記端末装置のいずれかから、前記著作物の
購入要求を示す情報と共に、前記著作物を識別する作品コードとその購入者の氏名及び購
入したい前記権利を識別する権利コードを含む情報を受信した場合、該受信した情報に含
まれる、著作物を識別する作品コードと、購入したい該著作物の種別に対応して発生する
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権利を識別する権利コードと、該購入者の氏名とを、前記購入情報として前記記憶手段へ
格納し、前記端末装置のいずれかから、著作物の購入権利情報を閲覧するための前記作品
コードと閲覧要求を示す情報を受信した場合、該閲覧要求された著作物の作品コードに対
応する前記購入情報を前記記憶手段から読み出し、該読み出された購入情報に含まれる購
入者の氏名を含む情報を購入権利情報として、前記閲覧要求を示す情報の送信元である端
末装置へ送信する。こうすることによっても、上述の課題を解決することが可能である。
【００１６】
なお、上述した各構成により行われる機能と同様の制御をコンピュータに行わせるプログ
ラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体から、そのプログラムをコンピュー
タに読み出させて実行させることによっても、前述した課題を解決することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。なお、同じ装置等には同じ参
照番号をつけ、説明を省略する。
【００１８】
図１に、本発明の実施形態に係わる購入者を証明する機能を有する販売システムの構成を
示す。図１に示すように、ネットワークＮを介して、購入者や第三者の端末ＴＡ、作品の
販売者（多くの場合、販売者は作者でもある）の端末ＴＢ及び販売装置１が接続されてい
る。ネットワークＮは、１つのネットワークであっても、複数のネットワークの組み合わ
せであってもよい。ネットワークＮとして、インターネット、電話回線網、無線回線網等
のＷＡＮ（Wide Area Network）及びＬＡＮ（Local Area Network）等が考えられる。購
入者、第三者及び販売者は、端末ＴＡ及びＴＢを介して、販売装置１と情報をやり取りす
る。端末ＴＡ及びＴＢとして、例えば、設置型の端末や携帯電話、ポータブルコンピュー
タ等の携帯情報端末が考えられる。
【００１９】
販売装置１は、登録された作品を販売しつつ、購入者が購入した権利についての情報であ
る購入権利情報を、ネットワークを介して提供することにより、その権利を購入者が購入
したことを証明する。販売装置１は、作品情報取得部２、情報提供部３、入金確認部６、
購入情報取得部７、作品種別テーブル１１、権利テーブル１２、作者マスタ１３、作品マ
スタ１４、購入情報ファイル１５、銀行マスタ１６及び支店マスタ１７を備える。
【００２０】
作品情報取得部２は、作品の販売者から作品に関する情報である作品情報を取得する。作
品情報は、作品及び作品について販売される著作権に基づく権利についての情報を含む。
作品情報取得部２は、取得した作品情報を作品マスタ１４に格納する。なお、作品情報取
得部２は、販売者が作品情報を登録しようとしている作品の種別を用いて作品種別テーブ
ル１１及び権利テーブル１２を参照し、作品の種別に対応して著作権に基づく権利、つま
り、販売の対象となりうる権利に関する情報を取得し、取得した情報を販売者に通知する
ことが可能となる。延いては、販売者が誤って販売することができない権利を販売対象と
することを防ぐことが可能となる。
【００２１】
情報提供部３は、作品情報提供部４及び購入権利情報提供部５を備える。作品情報提供部
４は、作者に関する情報である作者情報及び作品情報取得部２が取得した作品情報を、ネ
ットワークＮを介して提供する。購入権利情報提供部５は、購入情報取得部７が取得した
購入情報に基づいて、購入者が購入した各作品の権利についての情報である購入権利情報
を提供する。
【００２２】
また、入金確認部６は、購入者が作品（作品の権利）の購入代金を所定の口座に入金した
ことを確認する。入金確認部６が入金を確認すると、購入権利情報提供部５は、入金した
購入者に対応する購入権利情報を提供する。購入情報取得部７は、作品の購入に関する情
報である購入情報を、その作品を購入したい者から取得し、購入情報ファイル１５に格納
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する。購入情報は、購入者に関する情報及び購入される作品の権利についての情報を含む
。
【００２３】
情報提供部３が提供する情報は、何人もネットワークＮを介して閲覧することができる。
従って、販売者にとって、購入権利情報を閲覧することにより、著作物がどのくらい購入
されたのか知るとともに、購入者及び購入された権利を確認することができるため、購入
者と著作権を侵害する侵害者とを比較的容易に区別することが可能となる。
【００２４】
また、購入者にとって、購入権利情報が公開されることにより、自分が正当な権利を有す
ることを販売装置１によって証明されるため、侵害者ではないかと疑いをかけられても比
較的容易にその疑いを晴らすことが可能となる。また、購入権利情報を閲覧することによ
り、自分が購入した権利を容易に確認することができるため、著作権法を十分理解してい
ない購入者であっても、知らずに著作権を侵害することを防ぐことが可能となる。
【００２５】
また、購入権利情報を公開することによって、正当に購入代金を払って権利を購入する購
入者がいることを示し、侵害しようとする者のモラルに訴えかけるため、故意に著作権を
侵害しようとする者に対しては、その侵害行為を抑止する効果を期待できる。
【００２６】
以下、図２を用いて著作権に基づく権利について説明する。図２に、著作物の種類に対応
して著作物に基づいて生じる権利の一例を示す。なお、図２は、２０００年９月現在の日
本の著作権法に基づく。例えば、著作物が音楽である場合、生じる権利は、複製権、上演
権・演奏権、公衆送信権、貸与権及び翻訳権・翻案権である。その他の著作権についても
○印を付したところの権利が生じる。このように、著作物の種類に対応して、生じる権利
は異なる。
【００２７】
以下、図を用いて各テーブル、ファイル等のデータ構造について説明する。各図において
、格納されるデータ項目（データ名称）並びに各データの属性、データ長及び具体的に格
納されるデータが例示されている。
【００２８】
以下、図３に作品種別テーブルのデータ構造の一例を示す。作品種別テーブル１１は、作
品（著作物）の種別に対応して著作物に基づいて生じる権利に関する情報である作品種別
情報を格納する。作品種別情報は、作品の種別を識別する作品種別コード、作品の種別名
及び権利フラグテーブルを含む。権利フラグテーブルは、著作物に基づいて生じる権利を
示し、フラグが１の場合は、権利が生じている状態を、フラグが０の場合は生じていない
状態を示す。
【００２９】
図３において用いられる各権利コードが示す権利は、図４に示す権利テーブル１２に定義
されている。図３では権利コード１、３、４、６及び７にフラグがたっている。したがっ
て図４の権利テーブルの対応する番号から、複製権（０１）、公衆送信権（０３）、展示
権（０４）、貸与権（０６）及び翻訳権・翻案権（０７）が生じることが示される。すな
わち、図 3及び図４の例において、「作品の種別が絵画の場合、著作物に基づいて複製権
、公衆送信権、展示権、貸与権及び翻訳権・翻案権が生じる」ことが示されている。
【００３０】
このように、図３及び図４に示す作品種別テーブル１１及び権利テーブル１２を用いて、
図２に示す内容がデータとして格納される。作品種別テーブル１１及び権利テーブル１２
は、予め販売装置１のデータベースに格納され、必要に応じて、例えば著作権法が改正さ
れた場合などに、随時更新される。
【００３１】
図５に作者マスタ１３のデータ構造の一例を示す。作者マスタ１３は、作品の作者に関す
る情報である作者情報を格納する。作者情報は、作者を識別する作者コード、作者の個人
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情報、購入代金の振込に用いる口座に関する情報及び作者の自己紹介等を含む。個人情報
として、例えば、氏名、郵便番号、住所、電話番号、電子メールアドレス、性別、年齢及
び職業が考えられる。口座に関する情報として、例えば、金融機関（銀行等）を識別する
銀行コード、支店を識別する支店コード及び口座を識別する口座番号等が考えられる。作
者マスタ１３に格納される情報は、販売者（作者）が入力する情報に基づく。銀行コード
及び支店コードの定義は、それぞれ銀行マスタ１６及び支店マスタ１７に格納される。本
実施形態においては、予め作者情報が登録されているとして説明するが、作品情報取得部
２が、随時作者情報も取得することとしても良い。
【００３２】
図６に作品マスタ１４のデータ構造の一例を示す。作品マスタ１４は、作品に関する情報
である作品情報を格納する。作品情報は、作品の種別を識別する作品種別コード、作品を
識別する作品コード、作品が電子化された作品の場合、作品のデータファイル名、絵画等
の場合、作品見本を示すデータファイル名、作品名、作品が販売装置１に登録された時期
を示す作品登録日、作品を紹介する情報である作品紹介情報及びその作品について売買が
設定された権利を示す売買設定テーブルを含む。売買設定テーブルは、図３及び４に示す
作品種別に対応して著作権に基づいて生じる権利について、販売者が販売対象とする権利
、販売対象として設定する数（設定数）、在庫数及び販売金額（設定金額）を格納する。
【００３３】
図６の売買設定テーブルの例では、権利コード１の欄に図３に記載された権利コード１が
設定数１０、在庫数２、金額１０００円として、権利コード２の欄に図３に記載された権
利コード４、６、７が設定数０として（したがって、在庫数、金額も０となる）設定され
ていることが示されている。在庫数以外の情報は販売者が入力する情報に基づいて作品情
報取得部２によって格納される。在庫数は、作品が購入される毎に購入情報取得部４によ
って更新される。
【００３４】
図７に、購入情報ファイル１５のデータ構造の一例を示す。購入情報ファイル１５は、購
入に関する情報である購入情報を格納する。購入情報は、購入された作品及び権利を示す
作品コード及び権利コード、購入者の個人情報、並びに支払方法、購入の予約日、支払期
限日、入金が確認された時期である入金日、入金額及び入金されたことを示す入金フラグ
を含む。個人情報は、作者マスタ１３に格納される作者の個人情報と同様の項目の情報を
含む。
【００３５】
作品コード、権利コード、購入者の個人情報、支払方法及び予約日は、購入者が入力した
情報に基づく。支払期限日は、購入情報を取得した際に購入情報取得部７によって格納さ
れる。入金日、入金額及び入金フラグは、入金を確認した際に入金確認部６によって格納
される。
【００３６】
図８及び図９に、銀行マスタ及び支店マスタのデータ構造の一例を示す。銀行マスタ１６
及び支店マスタ１７は、各コードが示す銀行及び支店を定義する。銀行マスタ１６及び支
店マスタ１７は、予め販売装置１のデータベースに格納され、必要に応じて随時更新され
る。
【００３７】
以下、図１０を用いて、本システムにおけるデータ変遷について説明する。図１０におい
て、データベースからデータを取得する場合を破線の矢印で、データベースにデータを格
納する又はデータベースに格納されたデータを更新する場合を実線の矢印で示す。
【００３８】
まず、作品情報取得部２は、販売者の入力に基づいて作者情報を作成し、作者マスタ１３
に格納する（不図示）。作品情報取得部２は、販売者から作品情報を取得する際、販売者
の入力に基づいて作品種別を特定し、特定された作品種別に対応する作品種別情報を作品
種別テーブル１１から取得し（矢印Ａ１）、権利コードの定義を権利テーブル１２から取
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得する（矢印Ａ２）。また、販売者に作者コードを入力するよう指示し、作者コードを用
いて作者マスタ１３を参照することにより作者名を取得する（矢印Ａ３）。取得した作品
種別情報及び権利コードの定義に基づいて、作品情報取得部２は、販売者にその作品種別
で生じる著作権に基づく権利を示すとともに、作品情報を入力するよう指示する。指示す
る際に、販売者の端末の画面に取得した作者名を出力する。販売者は、作者名を確認する
とともに、販売したい作品に関する作品情報、販売したい権利、設定金額及び設定数を入
力する。作品情報取得部２は、取得した作品情報を作品マスタ１４に格納する（矢印Ａ４
）。
【００３９】
購入者が販売装置１で販売される作品の購入処理を指示した場合、購入情報取得部７は、
購入された作品の作品コードを用いて作品マスタ１４を参照することにより、購入された
作品に対応する作品情報に含まれる、購入された権利の在庫数を１デクリメントする（矢
印Ａ５）。さらに、購入情報取得部７は、購入者から購入情報を取得し、購入情報ファイ
ル１５に格納する。
【００４０】
入金確認部６は、所定の口座に入金があったか否かを確認する。入金があったことを確認
した場合、入金確認部６は、金融機関から通知される入金を知らせる入金情報に含まれる
情報、例えば入金者の氏名及び電話番号を用いて購入情報ファイル１５を参照することに
より、入金者に対応する購入情報を取得し、購入情報に入金日を格納し(矢印Ａ７)、入金
フラグをオン（１の場合がオンを示す）とする（矢印Ａ８）。入金された購入代金は、作
者マスタ１３に格納された作者情報に含まれる作者の口座に関する情報に基づいて作者に
送金される。
【００４１】
任意の者が作品情報及び・又は購入権利情報を閲覧することを指示した場合、情報提供部
３の作品情報提供部４は、任意の者によって選択された作品の作品コードを用いて作品マ
スタ１４を参照することにより、選択された作品に対応する作品情報を取得し、任意の者
に提供する（矢印Ａ９）。購入権利情報提供部５は、任意の者によって選択された作品及
び権利の作品コード及び権利コードを用いて購入情報ファイル１５を参照することにより
、選択された作品及び権利に関する購入情報を検索し、検索の結果得られた購入情報のう
ち入金フラグがオンになっている購入情報から購入者の氏名及び予約日（購入日）を取得
する（矢印Ａ１０及びＡ１１）。取得された購入者の氏名及び予約日を任意の者に提供す
る。
【００４２】
以下、図１１から図１３のフローチャート及び図１４から図２１の表示画面の図を用いて
販売装置１が行う処理の大まかな流れについて画面遷移を適宜示しながら説明する。なお
、以下の処理において情報の入出力の際にＧＵＩ（Graphic User Interface）を採用する
として説明するが、本発明を限定する趣旨ではない。
【００４３】
まず、図１１から説明する。販売装置１は、販売装置１にネットワークＮを介してアクセ
スした者（以下、アクセス者という）に、閲覧又は登録したい作品の種別を選択するよう
指示する（ステップＳ１０）。図１４に、アクセス者の端末ＴＡ又はＴＢに出力される閲
覧又は登録したい作品の種別を選択する画面（作品種別選択画面）の一例を示す。図１４
に示すように、作品の種別がいくつか画面に出力されている。なお、図１４に示す作品の
種別は例示にすぎず、本システムにおいて扱う作品の種別を限定する趣旨ではない。
【００４４】
販売装置１は、アクセス者の入力を待ち（ステップＳ１１）、作品の種別が選択されると
（ステップＳ１２からステップＳ１４）、ステップＳ１６に進む。他の処理が指定される
と、指定された処理を行って処理を終了する（ステップＳ１５）。
【００４５】
作品の種別が選択されると、販売装置１は、アクセス者に作品を閲覧するのか、登録する
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のかいずれの処理を行うのか選択するよう指示し（ステップＳ１６）、アクセス者の入力
を待つ（ステップＳ１７）。図１５に、アクセス者の端末ＴＡ又はＴＢに出力される閲覧
・登録のいずれかの処理を選択する画面（閲覧登録選択画面）の一例を示す。図１５にお
いて、アクセス者は、閲覧をする場合は「展示品を見る」を選択し、作品を登録する場合
は「作品を送る」を選択する。
【００４６】
ステップＳ１７において「作品の閲覧」が選択されると（ステップＳ１８：Ｙｅｓ）、販
売装置１の情報提供部３は、作品を展示する処理を行う（ステップＳ２１）。ステップＳ
２１の処理について詳しくは後述する。図１６は、作品を展示する画面の一例を示す。図
１６において、販売装置１で販売されている作品の見本（縮小画像等）及び販売されてい
る権利の種類が示されている。表の各欄において、「○」が格納されている場合は、その
作品のその権利は購入可能であり、「販売終了」が格納されている場合は、在庫切れ、「
×」が格納されている場合は、「購入不可」であることを示す。
【００４７】
作品を展示した後、販売装置１はアクセス者の入力を待ち（ステップＳ２２）、アクセス
者が展示されている作品及び権利の中から詳細な情報の提供を希望する１つを選択した場
合（ステップＳ２３：Ｙｅｓ）、分岐Ｂ１（図１２に示す）に進む。他の処理が指定され
ると（ステップＳ２３：Ｎｏ）、指定された処理を行って処理を終了する（ステップＳ２
４）。
【００４８】
ステップＳ１７において「作品の登録」が選択されると（ステップＳ１９：Ｙｅｓ）、分
岐Ｂ２（図１３に示す）に進む。作品の閲覧及び登録以外の処理が選択されると（ステッ
プＳ１９：Ｎｏ）、指示された処理を行って処理を終了する（ステップＳ２０）。
【００４９】
分岐Ｂ１以降について、図１２を用いて説明する。分岐Ｂ１に進むと、販売装置１の情報
提供部３は、選択された作品及び権利についての詳細な情報を提供する処理を行い（ステ
ップＳ３０）、アクセス者の入力を待つ（ステップＳ３１）。ステップＳ３０で情報提供
部３が行う処理について詳しくは後述する。
【００５０】
図１７に、選択された作品及び権利について詳細な情報を提供する画面（購入権利情報画
面）の一例を示す。図１７において、選択された作品の作品名、作者名、作品の見本（又
は作品の外観）及び選択された権利の種類並びに、選択された権利の価格、在庫数、既購
入者名及び購入年月日が出力されている。
【００５１】
このように、情報提供部３が購入された作品及び権利に関する情報を公開することにより
、何人も権利の既購入者について情報が得られる。従って、販売者にとって購入者及び購
入された権利を容易に確認することが可能となる。購入者にとって、自分が正当な権利を
有することを証明し、自分が購入した権利を容易に確認することが可能となる。また、故
意に著作権を侵害しようとする者に対しては、その侵害行為を抑止する効果を期待できる
ようになる。
【００５２】
なお、図１７において、作品名、作者名には、それぞれ作品及び作者についての詳細な情
報へのリンクがはられ、アクセス者はこれら情報を提供するよう指示することができる。
また、図１６において、対応する欄に「○」が格納されている作品及び権利をアクセス者
が選択した場合（「○」がクリックされて図１７が出力された場合）、図１７に購入処理
へ移行する「購入」ボタンが設けられている。対応する欄に「販売終了」が格納されてい
る作品及び権利を選択した場合（「販売終了」がクリックされて図１７が出力された場合
）、図１７に「購入」ボタンは表示されない。
【００５３】
ステップＳ３１において、アクセス者が作品の詳細な情報を提供するよう指示した場合（
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ステップＳ３２：Ｙｅｓ）、分岐Ｂ３（図１３に示す）に進む。アクセス者が作者の詳細
な情報を提供するよう指示した場合（ステップＳ３３：Ｙｅｓ）、分岐Ｂ４（図１３に示
す）に進む。アクセス者が権利の購入処理を選択した場合（ステップＳ３４：Ｙｅｓ）、
ステップＳ３６に進む。これら以外の処理を選択した場合（ステップＳ３４：Ｎｏ）、選
択された処理を行った後、処理を終了する（ステップＳ３５）。　購入処理が選択される
と、購入情報取得部７は、アクセス者（購入者でもある）に購入情報を入力するよう指示
し（ステップＳ３６）、アクセス者の入力を待つ（ステップＳ３７）。図１８に、購入情
報を入力する際にアクセス者の端末の出力される画面（購入画面）の一例を示す。図１８
に示す画面の指示に従って、アクセス者は購入情報を入力し、入力した情報を確認し、購
入して良ければ「購入」ボタンを押下する。購入を取り消したい場合は「キャンセル」ボ
タンを押下する。
【００５４】
アクセス者が購入することを決定した場合（ステップＳ３８：Ｙｅｓ）、購入情報取得部
７は、入力された購入情報を取得する処理を行う（ステップＳ４１）。購入情報を取得す
る処理について詳しくは後述する。アクセス者が購入を取消することを決定した場合（ス
テップＳ３９：Ｙｅｓ）、分岐Ｂ１に進み、ステップＳ３０に戻る。これら以外の処理を
アクセス者が選択した場合（ステップＳ３９：Ｎｏ）、販売装置１は指定された処理を行
った後、処理を終了する（ステップＳ４０）。
【００５５】
分岐Ｂ２、Ｂ３及びＢ４以降について、図１３を用いて説明する。分岐Ｂ２に進むと、作
品情報取得部１は、作品情報を入力するよう、アクセス者（販売者又は作者でもある）に
指示し（ステップＳ５０）、アクセス者の入力を待つ（ステップＳ５１）。登録情報の入
力を指示する際の処理についてより詳しくは後述する。
【００５６】
図１９に、作品を登録する際にアクセス者の端末に出力される作品情報を入力する画面（
作品登録画面）の一例を示す。図１９は、作品種別が絵画である場合を示す。図１９にお
いて、電子化された絵画のファイル名を入力するボックス、販売するその作品について各
権利を販売するか否かを選択するチェック欄、販売する場合に販売する際の価格（設定金
額）、販売数（設定数）を入力するボックス及び作品を紹介する情報を入力するボックス
が設けられている。アクセス者は画面の指示に従って情報を入力し、登録してよければ、
「登録」ボタンを押下する。また、「作者登録画面へ」ボタンを押下してさらに作者に関
する情報を入力した後に、作品を登録することとしてもよい。登録を中止したければ、「
キャンセル」ボタンを押下する。
【００５７】
図１９に示す作品登録画面において、作品種別に対応して販売できる権利が、販売対象と
して示される。例えば、作品種別が絵画の場合、著作権に基づいて生じる権利は複製権、
公衆送信権、展示権、貸与権及び翻案権であるため、これら生じる権利が販売対象として
出力されることとなる。これにより、アクセス者（販売者）が、著作権について十分理解
していない場合であっても、誤って販売できない権利を販売してしまうことを防ぐことが
可能となる。
【００５８】
ステップＳ５１において、アクセス者が登録を指示した場合（ステップＳ５２：Ｙｅｓ）
、作品情報取得部２は、入力された作品情報を取得する（ステップＳ５５）。作品情報を
取得する処理について詳しくは後述する。ステップＳ３１において、アクセス者が登録中
止を指示した場合（ステップＳ５３：Ｙｅｓ）、分岐Ｂ２に戻る。これら以外の処理をア
クセス者が指示した場合（ステップＳ５３：Ｎｏ）、指示された処理を行った後、処理を
終了する（ステップＳ５４）。
【００５９】
図１２で分岐Ｂ３に進んだ場合、情報提供部３の作品情報提供部４は、選択された作品に
対応する作品コードを用いて作品マスタ１４を参照することにより、選択された作品に対
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応する作品情報から作品紹介情報を取得し、アクセス者に提供し（ステップＳ５６）、ア
クセス者の入力を待つ（ステップＳ５７）。図２０に、作品の詳細情報を提供する画面の
一例を示す。図２０は、図１７に示す購入権利情報画面とほぼ同様であるが、図１７に示
す商品設定及び既購入者に関する情報の代わりに、作品紹介情報が出力されている。アク
セス者が入力すると（ステップＳ５７：Ｙｅｓ）、指定された処理を行った後、処理を終
了する（ステップＳ５８）。
【００６０】
図１２で分岐Ｂ４に進んだ場合も、分岐Ｂ３に進んだ場合と同様の処理を行う。異なる点
は、分岐Ｂ３の場合はステップＳ５６において作品コードを用いて作品マスタ１４を参照
するが、分岐Ｂ４の場合は作者コードを用いて作者マスタ１３を参照し、作者に対応する
作者情報からプロフィールを取得してアクセス者に提供することである（ステップＳ５６
’）ステップＳ５６’以降は、分岐Ｂ３と同様にステップＳ５７及びステップＳ５８を行
う。図２１に、作者の詳細情報を提供する画面の一例を示す。
【００６１】
以下、各処理を詳細に説明する。図１１のステップＳ２２において、情報提供部３は、販
売装置１において販売されている作品及び権利を、図１６に示す作品一覧画面を用いて一
覧展示する。図２２を用いて、図１１のステップＳ２１で行う作品一覧画面表示処理につ
いて詳細に説明する。図２２において、点線で描かれた２つの矩形に挟まれる処理は１画
面分毎に行われる。つまり、予め１画面に出力する最大作品数を設定し、全作品数を、１
画面に出力する最大作品数で除した回数（割り切れない場合はさらにプラス１）だけ処理
を繰り返す。
【００６２】
情報提供部３の作品情報提供部４は、図１１のステップＳ１２から１４において選択され
た作品種別に対応する種別コードを用いて作品マスタ１４を参照し、選択された作品種別
に該当する作品の作品情報を取得する（ステップＳ６０）。例えば、ステップＳ１２で絵
画が選択された場合、作品情報提供部４は、絵画に対応する種別コードを用いて作品マス
タ１４を参照する。作品情報提供部４は、取得した作品情報に含まれるファイル名を用い
て作品見本を作成し、画面にセットする（ステップＳ６１）。
【００６３】
一点鎖線で描かれた２つの矩形に挟まれる処理は、各作品の各権利について行われる。作
品情報提供部４は、まず、１つの作品情報に含まれる１つの権利コードついて、設定数が
０（零）であるか否か判定する（ステップＳ６２）。設定数が０（零）である場合（ステ
ップＳ６２：Ｙｅｓ）、作品情報提供部４は、画面の該当する権利に対応する欄に販売不
可を示す「×」をセットし（ステップＳ６３）、他の権利についての処理に移行しステッ
プＳ６２に戻る。
【００６４】
設定数が０（零）でない場合（ステップＳ６２：Ｎｏ）、作品情報提供部４は、さらにそ
の権利コードについての在庫数が０（零）であるか否か判定する（ステップＳ６４）。在
庫数が０（零）である場合（ステップＳ６４：Ｙｅｓ）、作品情報提供部４は、画面の該
当する権利に対応する欄に「販売終了」をセットし（ステップＳ６５）、他の権利につい
ての処理に移行しステップＳ６２に戻る。在庫数が０（零）でない場合、作品情報提供部
４は、画面の該当する権利に対応する欄に販売可能な状態を示す「○」をセットし（ステ
ップＳ６５）、他の権利についての処理に移行し、ステップＳ６２に戻る。
【００６５】
作品情報提供部４は、１つの作品についての全ての権利についてステップＳ６２からステ
ップＳ６６を行った後、他の作品について同様の処理を行う。このようにして、作品情報
提供部４は、販売されている作品及び権利に関する情報をアクセス者に提供する。
【００６６】
図１２のステップＳ３０の購入権利情報提供処理において、情報提供部３は、アクセス者
が選択した作品及び権利について購入権利情報を、図１７に示す購入権利情報画面におい
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て提供する。図２３を用いて、図１２のステップＳ３０で行う処理について詳細に説明す
る。
【００６７】
まず、情報提供部３の作品情報提供部４は、図１１のステップＳ２３で選択された作品及
びその権利に対応する作品コード及び権利コードを取得する。作品情報取得部４は、作品
コードを用いて作品マスタ１４を参照することにより、選択された作品に対応する作品情
報を取得し（ステップＳ７０）、取得した作品情報から作品名、作者名、作品ファイル名
を取得し、作品ファイルに基づいて作品見本を作成する。さらに、作品情報提供部４は、
権利コードを用いて作品情報から選択された権利に対応する設定金額、販売数及び在庫数
を取得する。作品情報提供部４は、作品名、作者名、作品見本、設定金額、販売数及び在
庫数を選択された権利名とともに画面にセットする（ステップＳ７１）。
【００６８】
以下のステップＳ７２からステップＳ７４の処理は、その作品の権利に対応する購入情報
全てについて繰り返す。購入権利情報提供部５は、作品コード及び権利コードを用いて購
入情報ファイル１５を参照し、選択された作品の権利を購入した購入者の購入情報を１件
取得する（ステップＳ７２）。購入権利情報提供部５は、取得した購入情報に含まれる入
金フラグがオンになっているか否か判定する（ステップＳ７３）。
【００６９】
フラグがオンになっている場合（ステップＳ７３：Ｙｅｓ）、購入権利情報提供部５は、
購入情報に含まれる購入者の氏名及び予約日（購入日）を画面にセットした後（ステップ
Ｓ７４）、ステップＳ７２に戻り、他の購入情報について同様の処理を行う。フラグがオ
ンになっていない場合（ステップＳ７３：Ｎｏ）、購入権利情報提供部５は、ステップＳ
７４を行わないでステップＳ７２に戻り、他の購入情報について同様の処理を行う。
【００７０】
図１２のステップＳ４１の購入情報取得処理において、購入情報取得部７は、購入者から
購入情報を取得する。図２４を用いて、図１２のステップＳ４１で行う処理について詳細
に説明する。
【００７１】
まず、購入情報取得部７は、図１８に示す購入画面で購入者が入力した情報を取得する（
ステップＳ８０）。購入情報取得部７は、取得した情報からエラーを検出する（ステップ
Ｓ８１）。例えば、必須事項の記入漏れがある等を検出する。エラーがあったされた場合
（ステップＳ８２：Ｙｅｓ）、購入情報取得部７は、入力された情報にエラーがあった旨
を購入者に通知し（ステップＳ８３）、処理を終了する。エラーがなかった場合（ステッ
プＳ８２：Ｎｏ）、購入情報取得部７は、入力された情報に基づいて購入情報を作成し、
購入情報ファイル１５に格納する（ステップＳ８４）。購入情報取得部７は、購入者が入
力した電子メールアドレス（又は電話番号等）を用いて、購入を確認し（ステップＳ８５
）、処理を終了する。
【００７２】
図１３のステップＳ５０の作品登録情報入力指示の処理において、作品情報取得部２は、
作品情報を入力するようアクセス者（販売者）に指示する。図２５を用いて、図１９に示
す作品登録画面に則して図１３のステップＳ５０で行う処理について詳細に説明する。
【００７３】
分岐Ｂ２に進む前に、図１１のステップＳ１２からステップＳ１４において、販売者は作
品の種別を選択している。作品情報取得部２は、選択された作品種別に対応する種別コー
ドを用いて作品種別テーブル１１を参照することにより、選択された作品種別に対応する
作品種別情報を取得し（ステップＳ９０）、さらに、権利テーブル１２から各権利コード
に対応する権利名を取得する（ステップＳ９１）。
【００７４】
作品種別情報は、作品種別に対応して著作権に基づいて生じる権利を示す。作品情報取得
部２は、作品種別情報に基づいて、販売対象となりうる各権利について、販売可否、販売
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する場合の設定金額及び販売数量を入力する欄を画面（図１９に示す作品登録画面）にセ
ットする（ステップＳ９２）。これにより、販売者が、販売することができない権利を販
売対象として設定することを防ぐことが可能となる。
【００７５】
また、作品情報取得部２は、販売者に作者コードを入力するように指示し（指示のタイミ
ングはもっと前でもよい）、入力された作者コードを用いて作者マスタ１３を参照し、作
者コードに対応する作者情報から作者名を取得する（ステップＳ９３）。作品情報取得部
２は、作者名を画面にセットする（ステップＳ９４）。販売者（多くの場合作者でもある
）作者名を確認することにより、誤って他人の作品として作品を登録することを防ぐこと
が可能となる。
【００７６】
さらに、作品情報取得部２は、作品のファイル名及び作品紹介情報を入力するボックスを
画面にセットする（ステップＳ９５）。作品情報取得部２は、作成された画面を販売者の
端末ＴＢに出力し、作品情報を入力するよう販売者に指示して（ステップＳ９６）、処理
を終了する。
【００７７】
図１３のステップＳ５５の作品情報取得の処理において、作品情報取得部２は、販売者か
ら作品情報を取得する。図２６を用いて、図１３のステップＳ５５で行う処理について詳
細に説明する。
【００７８】
まず、作品情報取得部２は、図１９に示す作品登録画面で販売者が入力した情報を取得す
る（ステップＳ１００）。作品情報取得部２は、取得した情報からエラーを検出する（ス
テップＳ１０１）。エラーがあった場合（ステップＳ１０２：Ｙｅｓ）、作品情報取得部
２は、入力された情報にエラーがあった旨を販売者に通知し（ステップＳ１０３）、処理
を終了する。エラーがなかった場合（ステップＳ１０２：Ｎｏ）、作品情報取得部２は、
入力された情報に基づいて作品情報を作成し、作品マスタ１４に格納し（ステップＳ１０
４）、処理を終了する。
【００７９】
最後に、図２７を用いて、入金を確認し、入金フラグをセットする処理について説明する
。この処理は、基本的に毎日行われる。まず、入金確認部６は、所定の金融機関口座に入
金があったか否か判定する（ステップＳ１１０）。入金がなかった場合（ステップＳ１１
０：Ｎｏ）、入金確認部６は処理を終了する。入金があった場合（ステップＳ１１０：Ｙ
ｅｓ）、入金確認部６は、入金額、入金者名、つまり購入者の氏名及び・又は電話番号を
取得する（ステップＳ１１１）。入金者の氏名及び電話番号は、通常、入金がある際に入
金された金額とともに金融機関から通知される。
【００８０】
入金確認部６は、入金者の氏名及び・又は電話番号を用いて購入情報ファイル１５を参照
し、購入者に対応する購入情報を取得し、取得された購入情報に入金日（本日の日付）及
び入金額を格納し（ステップＳ１１２）、入金フラグをオンにして（ステップＳ１１３）
、処理を終了する。入金フラグがオンになった購入情報の一部は、以後、購入権利情報画
面において公開される。
【００８１】
実施形態において説明した端末ＴＡ、ＴＢ、販売装置１は、図２８に示すような情報処理
装置（コンピュータ）を用いて構成することができる。図２８の情報処理装置２０は、Ｃ
ＰＵ２１、メモリ２２、入力装置２３、出力装置２４、外部記憶装置２５、媒体駆動装置
２６、及びネットワーク接続装置２７を備え、それらはバス２８により互いに接続されて
いる。
【００８２】
メモリ２２は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）
等を含み、処理に用いられるプログラムとデータを格納する。ＣＰＵ２１は、メモリ２２
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を利用してプログラムを実行することにより、必要な処理を行う。
【００８３】
本実施形態に係わる販売装置１、端末ＴＡ及びＴＢを構成する各機器及び各部は、それぞ
れメモリ２２の特定のプログラムコードセグメントにプログラムとして格納される。入力
装置２３は、例えば、キーボード、ポインティングデバイス、タッチパネル等であり、ユ
ーザからの指示や情報の入力に用いられる。出力装置２４は、例えば、ディスプレイやプ
リンタ等であり、情報処理装置２０の利用者への問い合わせ、処理結果等の出力に用いら
れる。
【００８４】
外部記憶装置２５は、例えば、磁気ディスク装置、光ディスク装置、光磁気ディスク装置
等である。この外部記憶装置２５に上述のプログラムとデータを保存しておき、必要に応
じて、それらをメモリ２２にロードして使用することもできる。
【００８５】
媒体駆動装置２６は、可搬記録媒体２９を駆動し、その記録内容にアクセスする。可搬記
録媒体２９としては、メモリカード、メモリスティック、フロッピーディスク、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、光ディスク、光磁気ディスク、ＤＶＤ（Digit
al Versatile Disk）等、任意のコンピュータで読み取り可能な記録媒体が用いられる。
この可搬記録媒体２９に上述のプログラムとデータを格納しておき、必要に応じて、それ
らをメモリ２２にロードして使用することもできる。
【００８６】
ネットワーク接続装置２７は、ＬＡＮ、ＷＡＮ等の任意のネットワークＮ（回線）を介し
て外部の装置を通信し、通信に伴なうデータ変換を行う。また、必要に応じて、上述のプ
ログラムとデータを外部の装置から受け取り、それらをメモリ２２にロードして使用する
こともできる。
【００８７】
図２９は、図２８の情報処理装置２０にプログラムとデータを供給することのできるコン
ピュータで読み取り可能な記録媒体及び伝送信号を示している。
上述の実施形態において説明した販売装置１に相当する機能を汎用的なコンピュータに行
なわせることも可能である。そのためには、実施形態において説明した図１１から図１３
及び図２２から図２７に示すフローチャートにおいて、販売装置１により行なわれる処理
と同様のものをコンピュータに行なわせるプログラムを、コンピュータで読み取り可能な
記録媒体２９に予め記憶させておき、図２９に示すようにしてその記録媒体２９からその
プログラムをコンピュータ２０に読み出させて該コンピュータ２０のメモリ２２や外部記
憶装置２５に一旦格納させ、そのコンピュータ２０の有するＣＰＵ２１にこの格納された
プログラムを読み出させて実行させるように構成すればよい。
【００８８】
また、プログラム（データ）提供者３０からコンピュータ２０にプログラムをダウンロー
ドする際に回線３１（伝送媒体）を介して伝送される伝送信号自体も、上述した本発明の
実施形態において説明した販売装置１に相当する機能を有する汎用的なコンピュータで読
み取り可能なものである。
【００８９】
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されるも
のではなく、他の様々な変更が可能である。
例えば、実施形態において、場合によっては電子化された著作物を用いて説明したが、電
子化されていない著作物についても適用可能である。
【００９０】
また、例えば、販売装置は、購入者に対して購入した権利を証明する文書を発行する証明
文書発行部をさらに備えることとしても良い。この文書は、印刷された文書であっても良
いし、文書データであってもよい。また、文書データである場合、そのデータに電子透か
しを付加することとしても良い。
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【００９１】
また、例えば、販売装置が販売する著作物が電子化された著作物である場合、販売装置は
、著作物に購入者を証明する情報を付加する証明情報付加手段を更に備えることとしても
良い。この場合、購入者を証明する情報として、例えば、購入者の氏名を含む電子透かし
等が考えられる。
【００９２】
また、販売装置１を構成する各部及びデータベースは、お互いに連携して動作することに
より一連のビジネスプロセスを実現する。これら各部及びデータベースは同じサーバに設
けられてもよいし、異なるサーバに設けられネットワークを介して連携して動作すること
としてもよい。
【００９３】
（付記１）　著作物を販売する方法であって、
前記著作物を販売し、
ネットワークを介して前記著作物を購入した購入者に関する情報を提供する、
ことを特徴とする販売方法。
【００９４】
（付記２）　前記著作物を販売する際に、前記著作物についての著作権に基づく権利単位
に販売する、
ことを特徴とする付記１記載の販売方法。
【００９５】
（付記３）　前記購入者に関する情報を提供する際に、前記販売された権利単位に前記購
入者に関する情報を提供する、
ことを特徴とする付記２記載の販売方法。
【００９６】
（付記４）　前記著作物を販売する販売者に対して、前記著作物の種別に対応して著作権
に基づく権利を通知し、
前記通知された権利の中のうち販売対象とする権利に関する情報を前記販売者から取得す
る、
ことを特徴とする付記２記載の販売方法。
【００９７】
（付記５）　前記購入者に関する情報は、任意の者に対して提供される、
ことを特徴とする付記１記載の販売方法。
（付記６）　購入代金の入金を確認した後、前記購入者に関する情報を提供する、
ことを特徴とする付記１記載の販売方法。
【００９８】
（付記７）　著作物を購入する方法であって、
前記著作物を購入し、
前記著作物の購入者としてネットワークを介して公開されることにより、前記購入者とし
て証明を受ける、
ことを特徴とする購入方法。
【００９９】
（付記８）　著作物の販売を委託する方法であって、
前記著作物について著作権に基づく権利単位に販売を委託し、
前記権利を購入した購入者に関する情報の提供を受ける、
ことを特徴とする販売委託方法。
【０１００】
（付記９）　コンピュータに実行させることによって、著作物を販売する制御を該コンピ
ュータに行なわせるプログラムを記録した、コンピュータで読み取り可能な記録媒体であ
って、
前記著作物を販売し、
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ネットワークを介して前記著作物を購入した購入者に関する情報を提供する、
ことを含む制御をコンピュータに行なわせるプログラムを記録した記録媒体。
【０１０１】
（付記１０）　ネットワークに接続され、著作物を販売する販売装置であって、
前記著作物を購入した購入者に関する情報を取得する購入情報取得手段と、
前記ネットワークを介して前記購入者に関する情報を提供する情報提供手段と
、
を備えることを特徴とする販売装置。
【０１０２】
（付記１１）　著作物を販売する制御をコンピュータに行なわせるコンピュータ・プログ
ラムを具現化する伝送信号であって、
前記コンピュータ・プログラムは、
前記著作物を販売し、
ネットワークを介して前記著作物を購入した購入者に関する情報を提供する、
ステップをコンピュータに実行させることを特徴とする伝送信号。
【０１０３】
（付記１２）　著作物を販売する制御をコンピュータに行なわせるコンピュータ・プログ
ラムを具現化する伝送媒体であって、
前記コンピュータ・プログラムは、
前記著作物を販売し、
ネットワークを介して前記著作物を購入した購入者に関する情報を提供する、
ステップをコンピュータに行なわせることを特徴とする伝送媒体。
【０１０４】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明によれば、著作物を権利単位に販売し、購入された権
利に関する情報を提供することにより、どこの誰がどの著作物のどのような権利を有して
いるのかが明らかになるため、著作物を販売しつつ、故意に著作権を侵害する者に対して
は、その行為を抑止し、著作権を十分理解していない購入者に対しては、知らずに著作権
を侵害することを防ぐことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態に係わる販売システムの構成図である。
【図２】著作権に基づく権利を示す図である。
【図３】作品種別テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図４】権利テーブルのデータ構造の一例を示す図である。
【図５】作者マスタのデータ構造の一例を示す図である。
【図６】作品マスタのデータ構造の一例を示す図である。
【図７】購入者情報ファイルのデータ構造の一例を示す図である。
【図８】銀行マスタのデータ構造の一例を示す図である。
【図９】支店マスタのデータ構造の一例を示す図である。
【図１０】データ変遷を説明する図である。
【図１１】販売装置で行う処理の大まかな流れを示すフローチャート（その１）である。
【図１２】販売装置で行う処理の大まかな流れを示すフローチャート（その２）である。
【図１３】販売装置で行う処理の大まかな流れを示すフローチャート（その３）である。
【図１４】作品種別選択画面の一例を示す図である。
【図１５】閲覧登録選択画面の一例を示す図である。
【図１６】作品展示画面の一例を示す図である。
【図１７】購入権利情報画面の一例を示す図である。
【図１８】購入画面の一例を示す図である。
【図１９】作品登録画面の一例を示す図である。
【図２０】作品の詳細情報画面の一例を示す図である。
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【図２１】作者詳細情報画面の一例を示す図である。
【図２２】販売している作品及び権利を展示する処理を示すフローチャートである。
【図２３】購入権利情報を提供する処理を示すフローチャートである。
【図２４】購入情報を取得する処理を示すフローチャートである。
【図２５】作品情報の入力を指示する際の処理を示すフローチャートである。
【図２６】作品情報を取得する処理を示すフローチャートである。
【図２７】入金を確認する処理を示すフローチャートである。
【図２８】情報処理装置の構成図である。
【図２９】コンピュータで読み取り可能な記録媒体を示す図である。
【符号の説明】
１　販売装置
２　作品情報取得部
３　情報提供部
４　作品情報提供部
５　購入権利情報提供部
６　入金確認部
７　購入情報取得部
１１　作品種別テーブル
１２　権利テーブル
１３　作者マスタ
１４　作品マスタ
１５　購入情報ファイル
１６　銀行マスタ
１７　支店マスタ
２０　情報処理装置
２１　ＣＰＵ
２２　メモリ
２３　入力装置
２４　出力装置
２５　外部記憶装置
２６　媒体駆動装置
２７　ネットワーク接続装置
２８　バス
２９　可搬記録媒体
３０　データベース
３１　回線
ＴＡ、ＴＢ　端末
Ｎ　ネットワーク
Ｓ　ステップ
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