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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶手段に記憶されたコンテンツデータを外部の記憶媒体に記録する記録手段と；
　前記記録手段の動作を管理する情報記録管理手段と；
　前記コンテンツデータが，正規のオーサリングシステムにより作成されたコンテンツで
あるかを認証する第１の内部認証手段と；
　前記記録手段と前記情報記録管理手段との相互認証を行う第２の内部認証手段と；
　前記情報記録管理手段は，前記第１の内部認証手段と前記第２の内部認証手段において
，それぞれ認証が通った場合に，前記記録手段に前記コンテンツデータを前記外部の記憶
媒体に記録させることと，
　から成り，
　前記第２の内部認証手段は，前記正規のオーサリングシステムがルート鍵（Ｋｒｏｏｔ
）をデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）を，
前記情報記録管理手段と前記記録手段にそれぞれ受け渡し，前記情報記録管理手段と前記
記録手段がそれぞれ有するデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）を用いてルート鍵（Ｋｒｏｏｔ
）を復号化させ，復号化されたルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）が相互に一致する場合に肯定的な
認証を行うことを特徴とする，情報配信端末。
【請求項２】
　前記第１の内部認証手段は，前記正規のオーサリングシステムが前記コンテンツデータ
に書き込んだＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を参
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照して検証を行うことを特徴とする，請求項１に記載の情報配信端末。
【請求項３】
　さらに，前記所定の記憶媒体に記録した前記コンテンツデータは暗号化されており，
　前記コンテンツデータを復号して再生可能状態とする再生制御手段を備えることを特徴
とする，請求項１に記載の情報配信端末。
【請求項４】
　前記再生制御手段は，前記記録手段が前記記憶媒体に複数のコンテンツデータを記録す
る場合には，前記複数のコンテンツデータ全ての記録が終了した後に，前記複数のコンテ
ンツデータを復号して再生可能状態とすることを特徴とする，請求項３に記載の情報配信
端末。
【請求項５】
　さらに，前記情報提供端末自身が正規の情報提供端末であるかを認証サーバと通信する
ことで認証する外部認証手段を備え；
　前記情報記録管理手段は，前記第１の内部認証手段と前記第２の内部認証手段，前記外
部認証手段において，それぞれ認証が通った場合に，前記記録手段に前記コンテンツデー
タを前記所定の記憶媒体に記憶させることを特徴とする，請求項１に記載の情報配信端末
。
【請求項６】
　前記外部認証手段による認証は，前記第１の内部認証手段による認証及び前記第２の内
部認証手段による認証に先立って行なわれることを特徴とする，請求項５に記載の情報配
信端末。
【請求項７】
　第１の外部認証鍵をセキュアに保持する鍵保持手段と；
　乱数を発生させる乱数発生手段と；
　前記第１の外部認証鍵を用いて前記乱数を暗号化し，第１の暗号化データを生成する暗
号化手段と；
　前記情報配信端末自身に前記乱数を送信する送信手段と；
　前記情報配信端末自身から前記第１の外部認証鍵と同一の第２の外部認証鍵を用いて前
記乱数を暗号化して得られる第２の暗号化データを受信する受信手段と；
　前記第１の暗号化データと第２の暗号化データを比較する比較手段と；
を更に備えることを特徴とする，請求項１に記載の情報配信端末。
【請求項８】
　前記受信手段は，前記情報配信端末自身が予め記憶していた前記第２の外部認証鍵を用
いて前記情報配信端末内において前記乱数を暗号化して得られた前記第２の暗号化データ
を受信することを特徴とする，請求項７に記載の情報配信端末。
【請求項９】
　前記受信手段は，前記情報配信端末自身が鍵管理装置から取得した前記第２の外部認証
鍵を用いて前記情報配信端末内において前記乱数を暗号化して得られた前記第２の暗号化
データを受信することを特徴とする，請求項７に記載の情報配信端末。
【請求項１０】
　前記受信手段は，前記情報配信端末を介して鍵管理装置に送信した乱数を前記鍵管理装
置内において前記第２の外部認証鍵を用いて暗号化して得られた前記第２の暗号化データ
を受信することを特徴とする，請求項７に記載の情報配信端末。
【請求項１１】
　コンピュータを，
　記憶手段に記憶されたコンテンツデータを外部の記憶媒体に記録する記録手段と；
　前記コンテンツデータが，正規のオーサリングシステムにより作成されたコンテンツで
あるかを認証する第１の内部認証手段と；
　前記記録手段と前記記録手段の動作を管理する情報記録管理手段との相互認証を行う第
２の内部認証手段と；
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　前記情報記録管理手段は，前記第１の内部認証手段と前記第２の内部認証手段において
，それぞれ認証が通った場合に，前記記録手段に前記コンテンツデータを前記外部の記憶
媒体に記録させることと，
　前記第２の内部認証手段は，前記正規のオーサリングシステムがルート鍵（Ｋｒｏｏｔ
）をデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）を，
前記情報記録管理手段と前記記録手段にそれぞれ受け渡し，前記情報記録管理手段と前記
記録手段がそれぞれ有するデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）を用いてルート鍵（Ｋｒｏｏｔ
）を復号化させ，復号化されたルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）が相互に一致する場合に肯定的な
認証を行うことと、
　として機能させることを特徴とする，コンピュータプログラム。
【請求項１２】
　コンテンツデータを外部の記憶媒体に記録する記録手段と，前記記録手段の動作を管理
する情報記録管理手段とを含む情報配信端末による情報提供方法おいて：
　前記コンテンツデータが，正規のオーサリングシステムにより作成されたコンテンツで
あるかを認証する第１の内部認証段階と；
　前記記録手段と前記情報記録管理手段との相互認証を行う第２の内部認証段階と；
　前記情報記録管理手段は，前記第１の内部認証手段と前記第２の内部認証手段において
，それぞれ認証が通った場合に，前記記録手段に前記コンテンツデータを外部の記憶媒体
に記録させる記録段階と；から成り，
　前記第２の内部認証段階は，前記正規のオーサリングシステムがルート鍵（Ｋｒｏｏｔ
）をデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）を，
前記情報記録管理手段と前記記録手段にそれぞれ受け渡し，前記情報記録管理手段と前記
記録手段がそれぞれ有するデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）を用いてルート鍵（Ｋｒｏｏｔ
）を復号化させ，復号化されたルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）が相互に一致する場合に肯定的な
認証を行うことを特徴とする，情報提供方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は，セキュアに楽曲などのコンテンツを配信する情報配信システムに係り，特にメ
モリスティックなどの記憶媒体にコンテンツをセキュアにダウンロードすることが可能な
情報提供装置，情報配信端末，情報提供方法，コンピュータプログラムおよび記憶媒体を
介して配信するコンテンツデータに対して，著作権保護の暗号化を施してオーサリングす
るオーサリングシステム，オーサリング用の鍵を生成するオーサリング鍵生成装置，コン
テンツを暗号化してオーサリングするオーサリング装置，オーサリング方法，コンピュー
タプログラムおよび記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年，インターネットなどのネットワークの普及とともに，音楽データ，画像（静止画お
よび動画を含む）データ，ゲームプログラムなどの様々な情報（以下，コンテンツという
。）をネットワークを介してユーザに対して配信する情報配信システムの構築が提案され
ている。かかる情報配信システムの構築には，各コンテンツに付随する著作権の保護をど
のように担保するかが重要な前提となる。すなわち，ネットワークを介することで，各コ
ンテンツの大量のデジタルコピーが可能となってしまう。そのため，コンテンツの違法コ
ピーを防ぐためのいくつかの著作権保護技術が開発されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
一般に，配信されるコンテンツを違法コピーから保護するためには，二つの暗号化段階が
必要であると言われている。第一の暗号化段階は，コンテンツをオーサリングする際に，
コンテンツを暗号化し，コンテンツ配信時の違法コピーを保護する段階である。第二の暗
号化段階は，キオスク端末などの情報配信端末を介して，ユーザが所有する記憶装置にコ
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ンテンツを書き出す際に，コンテンツを暗号化し，その後の違法コピーを防止する段階で
ある。
【０００４】
この点，従来のコンテンツ配信サービスにおいては，オーサリング時の暗号化方式と，書
き出し時の暗号方式が異なっていた。このため，ユーザが所有する記憶装置にコンテンツ
を書き出す際に，一旦コンテンツの復号化を行い，再び暗号化するというステップを踏ま
なければならず，処理に余計な時間を要していた。また，書き出し時の復号化の際に，一
時的にコンテンツが生の状態になってしまうためセキュリティ上も問題があった。
【０００５】
また，従来の情報配信システムにおいては，コンテンツの書き込みモジュールに，使用許
可認証機能が備わっていなかったため，書き込みモジュール自体の盗難に対しては無防備
であった。すなわち，盗難された書き込みモジュールにより，コンテンツの大量のデジタ
ルコピーを不正に行うことが可能となってしまうという問題もあった。
【０００６】
さらにまた，従来の情報配信システムにおいては，オーサリング処理自体のプロテクトが
甘く，オーサリングの仕様書を入手すれば，誰でもコンテンツのオーサリングが可能とな
ってしまうという問題もあった。
【０００７】
さらにまた，従来の情報配信システムにおいては，例えばコンテンツが音楽データの場合
には，ユーザが一旦コンテンツをユーザ所有の記憶装置にダウンロードした後に，他のメ
ディアにコンテンツを移動させたい場合に，正規にコンテンツを入手した正規ユーザであ
っても，音質を劣化させずに，自由にコンテンツを移動させることはできないという問題
もあった。
【０００８】
さらにまた，従来の情報配信システムにおいては，例えばコンテンツが音楽データである
場合には，楽曲とタイトルしかＭＤなどのメディアに記録できず，ジャケット写真や歌詞
データ等の付随データ（いわゆる，フリンジデータ）については，プリンタによりプリン
トアウトするなどして入手しなければならないという問題もあった。
【０００９】
本発明は，従来の情報配信システムが有する上記および以下に言及されるような各種問題
点を解決することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために，本発明のある観点によれば，記憶手段に記憶されたコンテ
ンツデータを外部の記憶媒体に記録する記録手段と，前記記録手段の動作を管理する情報
記録管理手段と，前記コンテンツデータが，正規のオーサリングシステムにより作成され
たコンテンツであるかを認証する第１の内部認証手段と；前記記録手段と前記情報記録管
理手段との相互認証を行う第２の内部認証手段と；前記情報記録管理手段は，前記第１の
内部認証手段と前記第２の内部認証手段において，それぞれ認証が通った場合に，前記記
録手段に前記コンテンツデータを前記外部の記憶媒体に記録させることとから成り，前記
第２の内部認証手段は，前記正規のオーサリングシステムがルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）をデ
バイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）を，前記情
報記録管理手段と前記記録手段にそれぞれ受け渡し，前記情報記録管理手段と前記記録手
段がそれぞれ有するデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）を用いてルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）を復
号化させ，復号化されたルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）が相互に一致する場合に肯定的な認証を
行うことを特徴とする，情報配信端末が提供される。
【００２０】
　前記第１の内部認証手段は，前記正規のオーサリングシステムが前記コンテンツデータ
に書き込んだＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を参
照して検証を行うように構成することができる。
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【００２２】
　さらに，前記所定の記憶媒体に記録した前記コンテンツデータは暗号化されており，
　前記コンテンツデータを復号して再生可能状態とする再生制御手段を備えるように構成
してもよい。
【００２３】
　前記再生制御手段は，前記記録手段が前記記憶媒体に複数のコンテンツデータを記録す
る場合には，前記複数のコンテンツデータ全ての記録が終了した後に，前記複数のコンテ
ンツデータを復号して再生可能状態とするように構成してもよい。
【００２４】
　さらに，前記情報提供端末自身が正規の情報提供端末であるかを認証サーバと通信する
ことで認証する外部認証手段を備え，前記情報記録管理手段は，前記第１の内部認証手段
と前記第２の内部認証手段，前記外部認証手段において，それぞれ認証が通った場合に，
前記記録手段に前記コンテンツデータを前記所定の記憶媒体に記憶させるように構成して
もよい。
【００２５】
　前記外部認証手段による認証は，前記第１の内部認証手段による認証及び前記第２の内
部認証手段による認証に先立って行なわれるように構成してもよい。
【００２６】
　第１の外部認証鍵をセキュアに保持する鍵保持手段と，乱数を発生させる乱数発生手段
と，前記第１の外部認証鍵を用いて前記乱数を暗号化し，第１の暗号化データを生成する
暗号化手段と，前記情報配信端末自身に前記乱数を送信する送信手段と，前記情報配信端
末自身から前記第１の外部認証鍵と同一の第２の外部認証鍵を用いて前記乱数を暗号化し
て得られる第２の暗号化データを受信する受信手段と，前記第１の暗号化データと第２の
暗号化データを比較する比較手段と，を更に備えるように構成してもよい。
【００２７】
　前記受信手段は，前記情報配信端末自身が予め記憶していた前記第２の外部認証鍵を用
いて前記情報配信端末内において前記乱数を暗号化して得られた前記第２の暗号化データ
を受信するように構成することができる。
【００２８】
　前記受信手段は，前記情報配信端末自身が鍵管理装置から取得した前記第２の外部認証
鍵を用いて前記情報配信端末内において前記乱数を暗号化して得られた前記第２の暗号化
データを受信するように構成することができる。
【００２９】
　前記受信手段は，前記情報配信端末自身を介して鍵管理装置に送信した乱数を前記鍵管
理装置内において前記第２の外部認証鍵を用いて暗号化して得られた前記第２の暗号化デ
ータを受信するように構成することができる。
【００３０】
　さらに，本発明の別の観点によれば，コンピュータを，記憶手段に記憶されたコンテン
ツデータを外部の記憶媒体に記録する記録手段と；前記コンテンツデータが，正規のオー
サリングシステムにより作成されたコンテンツであるかを認証する第１の内部認証手段と
；前記記録手段と前記記録手段の動作を管理する情報記録管理手段との相互認証を行う第
２の内部認証手段と；前記情報記録管理手段は，前記第１の内部認証手段と前記第２の内
部認証手段において，それぞれ認証が通った場合に，前記記録手段に前記コンテンツデー
タを前記外部の記憶媒体に記録させることと，前記第２の内部認証手段は，前記正規のオ
ーサリングシステムがルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）をデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化
したコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）を，前記情報記録管理手段と前記記録手段にそれ
ぞれ受け渡し，前記情報記録管理手段と前記記録手段がそれぞれ有するデバイス鍵（Ｋｄ
ｅｖｉｃｅ）を用いてルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）を復号化させ，復号化されたルート鍵（Ｋ
ｒｏｏｔ）が相互に一致する場合に肯定的な認証を行うことと、として機能させることを
特徴とする，コンピュータプログラムが提供される。
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　さらに，本発明の別の観点によれば，コンテンツデータを外部の記憶媒体に記録する記
録手段と，前記記録手段の動作を管理する情報記録管理手段とを含む情報提供端末による
情報提供方法おいて：前記コンテンツデータが，正規のオーサリングシステムにより作成
されたコンテンツであるかを認証する第１の内部認証段階と；前記記録手段と前記情報記
録管理手段との相互認証を行う第２の内部認証段階と；前記情報記録管理手段は，前記第
１の内部認証手段と前記第２の内部認証手段において，それぞれ認証が通った場合に，前
記記録手段に前記コンテンツデータを外部の記憶媒体に記録させる記録段階と；から成り
，前記第２の内部認証段階は，前記正規のオーサリングシステムがルート鍵（Ｋｒｏｏｔ
）をデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）を，
前記情報記録管理手段と前記記録手段にそれぞれ受け渡し，前記情報記録管理手段と前記
記録手段がそれぞれ有するデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）を用いてルート鍵（Ｋｒｏｏｔ
）を復号化させ，復号化されたルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）が相互に一致する場合に肯定的な
認証を行うことを特徴とする，情報提供方法が提供される。
【００３５】
本発明のさらに別の目的，特徴，作用効果については，以下に述べる発明の実施形態およ
び添付図面により明らかになろう。
【００３６】
【発明の実施形態】
以下に添付図面を参照しながら，本発明にかかる情報配信システム等の好適な実施形態と
して，当該システムを音楽データをコンテンツとして配信する情報配信システムに適用し
た場合について説明する。なお，以下の説明および添付図面において，略同一の機能構成
を有する部材については，同一の符号を付することにより重複説明を省略することにする
。
【００３７】
（１．　配信対象となる情報）
まず，本実施の形態にかかる情報配信システムの理解を容易にするために，情報配信シス
テムの配信対象となる情報について説明する。
【００３８】
本実施の形態にかかる情報配信システムにおける配信対象となる情報は，「配信用コンテ
ンツ」である。配信用コンテンツは，メインコンテンツと付加情報を含んでいる。なお，
本明細書において，単に「コンテンツ（データ）」と称した場合には，後述するメインコ
ンテンツと付加情報の双方を含むものとする。
【００３９】
「メインコンテンツ（データ）（Ｍａｉｎ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｄａｔａ）」は，本実施の
形態にかかる情報配信システムにおける主たる配信対象となる情報である。より具体的に
は，コンテンツホルダにより制作される楽曲データ，画像データ（静止画像データおよび
動画像データを含む），ゲームプログラムなどである。
【００４０】
「付加情報」は，メインコンテンツに付随するデータである。例えば，メインデータが楽
曲データである場合には，それに付随したジャケット写真や歌詞などといったフリンジデ
ータ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｄａｔａ）や，楽曲のタイトルやアーティスト名などのメタデータ
（Ｍｅｔａｄａｔａ）や，他の装置へのチェックアウト（Ｃｈｅｃｋ　Ｏｕｔ）可能回数
やコンピュータ装置への移動（Ｉｍｐｏｒｔ）可能回数などの利用条件情報などを含んで
いる。
【００４１】
「パッケージ（データ）（パッケージ情報（Ｐａｃｋａｇｅ　Ｄａｔａ））」は，本実施
の形態にかかる情報配信システムにおいて，情報配信端末から配信する配信用コンテンツ
データに対して，著作権保護の暗号化を施してパッケージ化したものである。パッケージ
データは，オーサリングスタジオ３００のパッケージ情報生成部３１６により生成される
。パッケージには，メインコンテンツおよび付加情報を暗号化した暗号化コンテンツデー
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タ（Ｅ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ））に加えて，後述する第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）お
よびコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）なども含まれている。
【００４２】
（２．　情報配信システムの概要）
図１に，本実施の形態にかかる情報配信システム１００の概略構成を示す。図１に示すよ
うに，情報配信システム１００は，コンテンツホルダ部１２０と，コンテンツ流通部１４
０と，鍵管理装置１６０と，ユーザ部１８０とから主に構成されている。以下，各構成要
素について説明する。
【００４３】
（２．１　コンテンツホルダ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｈｏｌｄｅｒ）部１２０）
コンテンツホルダ部１２０は，レコード会社に所属するサーバのような情報処理装置群で
ある。コンテンツホルダ部は同様の機能を有する複数のコンテンツホルダ１２０ａ～１２
０ｎから構成されている。各コンテンツホルダ１２０ａ～１２０ｎは，例えば，図２に示
すように，コンテンツ管理部１２２と，コンテンツ作成部１２４と，コンテンツ出力部１
２６と，コンテンツデータベース１２８とを備えたコンピュータなどのサーバ装置である
。
【００４４】
（コンテンツ管理部１２２）
コンテンツ管理部１２２は，当該コンテンツホルダ１２０ａに関連するレコード会社など
により制作された楽曲データなどのコンテンツを管理する。ここで管理されるコンテンツ
には，コンテンツが音楽関連情報の場合には，楽曲データなどのメインコンテンツに加え
，ジャケット写真や歌詞データなどのフリンジデータや楽曲タイトルやアーティスト名な
どのメタデータや利用条件情報などの付加情報が含まれている。
【００４５】
（コンテンツ作成部１２４）
コンテンツ作成部１２４は，当該コンテンツホルダ１２０ａに関連するコンテンツを作成
する。ここで作成されるコンテンツには，コンテンツが音楽関連情報の場合には，楽曲デ
ータなどのメインコンテンツに加え，ジャケット写真や歌詞データなどのフリンジデータ
や楽曲タイトルやアーティスト名などのメタデータや利用条件情報などの付加情報が含ま
れている。
【００４６】
（コンテンツ出力部１２６）
コンテンツ出力部１２６は，当該コンテンツホルダ１２０ａにおいて作成管理されるコン
テンツを，後述するようなコンテンツ流通部１４０のコンテンツアグリゲータ２００に受
け渡す。コンテンツの受け渡しは，インターネットなどのネットワークを介して行っても
よいし，あるいは，ＣＤ－ＲやＤＶＤ－ＲＡＭなどの記憶メディアを介して行ってもよい
。
【００４７】
（コンテンツデータベース１２８）
コンテンツデータベース１２８は，コンテンツ作成部１２４により作成されたコンテンツ
を記憶する大容量記憶メディアである。ここで記憶され管理されるコンテンツには，コン
テンツが音楽関連情報の場合には，楽曲データなどのメインコンテンツに加え，ジャケッ
ト写真や歌詞データなどのフリンジデータや楽曲タイトルやアーティスト名などのメタデ
ータや利用条件情報などの付加情報が含まれている。
【００４８】
（２．２　コンテンツ流通部）
コンテンツ流通部１４０は，本実施の形態にかかる情報配信システムの中核をなす部分で
ある。このコンテンツ流通部１４０において，配信用コンテンツに対して著作権保護のた
めの暗号化が施され，パッケージデータとしてパッケージ化される。パッケージ化された
パッケージデータは，ネットワーク６００を介してキオスク端末などの情報配信端末４０
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０に送られ，情報配信端末４００からユーザが所有する記憶装置１８２に提供される。
【００４９】
コンテンツ流通部１４０は，コンテンツアグリゲータ部２００と，オーサリングスタジオ
部３００と，情報配信部（キオスク端末部）４００と，認証サーバ部５００と，ネットワ
ーク６００とから主に構成されている。
【００５０】
（２．２．１　コンテンツアグリゲータ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ａｇｇｒｅｇａｔｅｒ）２０
０）
コンテンツアグリゲータ２００は，コンテンツホルダ１２０から楽曲などのコンテンツを
収集し，企画編成する業務を行う。ここで収集されるコンテンツには，コンテンツが音楽
関連情報の場合には，楽曲データなどのメインコンテンツに加え，ジャケット写真や歌詞
データなどのフリンジデータや楽曲タイトルやアーティスト名などのメタデータや利用条
件情報などの付加情報が含まれている。
【００５１】
コンテンツアグリゲータ２００は，コンテンツ管理部２１０と，コンテンツ収集部２２０
と，コンテンツ出力部２３０と，コンテンツデータベース２４０とから主に構成されてい
る。
【００５２】
（コンテンツ管理部２１０）
コンテンツ管理部２１０は，コンテンツホルダ１２０ａ～１２０ｎが保持しているコンテ
ンツの中から，情報配信システム１００を利用して配信を行う魅力と価値のあるコンテン
ツを選択する。さらにコンテンツ管理部２１０は，コンテンツ収集部２２０に対して，所
定のコンテンツホルダ１２０ａに直接アクセスして，あるいは所定のコンテンツホルダ１
２０ａから配布されるメディアにアクセスして，コンテンツを収集するように指令を行う
。コンテンツ管理部２１０は，コンテンツホルダ１２０から収集したコンテンツの企画編
成も同時に行う。
【００５３】
（コンテンツ収集部２２０）
コンテンツ収集部２２０は，コンテンツ管理部２１０からの指令を受けて，所定のコンテ
ンツホルダ１２０ａに直接アクセスして，あるいは所定のコンテンツホルダ１２０ａから
配布されるメディアにアクセスして，コンテンツを取り込み，コンテンツデータベース２
４０に記憶する。
【００５４】
（コンテンツデータベース２４０）
コンテンツデータベース２４０は，コンテンツ収集部２２０が取り込んだコンテンツを一
時的に記憶して管理する。またコンテンツデータベース２４０は，コンテンツアグリゲー
タ２００の動作に関する各種履歴を記憶して管理する。
【００５５】
（コンテンツ出力部２３０）
コンテンツ出力部２３０は，後述するオーサリングスタジオ３００からの要求に応じて，
コンテンツ収集部２２０が収集したコンテンツをコンテンツデータベース２４０から読み
出し，オーサリングスタジオ３００に対して出力する。オーサリングスタジオ３００への
コンテンツの出力は，インターネットなどの公衆回線網を介して行ってもよいし，よりセ
キュアな専用回線網を介しておこなってもよい。さらには，ＣＤ－ＲやＤＶＤ－ＲＡＭな
どの記憶媒体を介して行ってもよい。
【００５６】
（２．２．２　オーサリングスタジオ３００）
オーサリングスタジオ３００は，配布対象であるコンテンツを本実施の形態にかかる情報
配信システムに適合するように加工する機能を有する。より具体的に言えば，コンテンツ
データの加工は，コンテンツを配布しやすいように圧縮する第一段階と，オーサリングし
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て暗号化し，さらにパッケージ化する第二段階を経て行われる。
【００５７】
図４に示すように，オーサリングスタジオ３００は，オーサリング部３１０と商品管理部
３３０とデータベースサーバ３４０とから主に構成されている。
【００５８】
（オーサリング部３１０）
オーサリング部３１０は，例えばコンピュータ装置上で動作するコンピュータプログラム
であり，図５に示すように，コンテンツ管理部３１２と，データ圧縮部３１４と，パッケ
ージ生成モジュール３１６と，ＧＵＩ制作部３１８と，配信部３２０とを備えている。
【００５９】
（コンテンツ管理部３１２）
コンテンツ管理部３１２は，コンテンツアグリゲータ２００から受信したコンテンツを管
理する。ここで管理されるコンテンツには，コンテンツが音楽関連情報の場合には，楽曲
データなどのメインコンテンツに加え，ジャケット写真や歌詞データなどのフリンジデー
タや楽曲タイトルやアーティスト名などのメタデータや利用条件情報などの付加情報が含
まれている。
【００６０】
（データ圧縮部３１２）
データ圧縮部３１２は，例えば，コンテンツ管理部３１２から受け渡されたコンテンツを
圧縮加工するソフトウェアである。圧縮方式としては，例えばコンテンツが楽曲データで
あるような場合には，ＡＴＲＡＣ３方式を採用して，元データを約１／１０に圧縮加工す
ることが可能である。もちろん，圧縮方式は，ＡＴＲＡＣ３（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｔｒａ
ｎｓｆｏｒｍ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎｇ３）に限定されず，ＭＰ３（ＭＰＥＧ－
１　Ａｕｄｉｏ　Ｌａｙｅｒ３）方式，ＡＡＣ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｕｄｉｏ　Ｃｏｄ
ｉｎｇ）方式，ＷＭＡ（Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｍｅｄｉａ　Ａｕｄｉｏ）方式，Ｔｗｉｎ　Ｖ
Ｑ（Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ－Ｄｏｍａｉｎ　Ｗｅｉｇｈｔｅｄ　Ｉｎｔｅｒｌｅａｖｅ　Ｖ
ｅｃｔｏｒ　Ｑｕａｎｔｉｚａｔｉｏｎ）方式，ＱＤＸ方式などの音声圧縮方式を採用す
ることが可能であることはいうまでもない。
【００６１】
（パッケージ生成部（オーサリング装置）３１６）
パッケージ生成部（オーサリング装置）３１６は，例えば，データ圧縮部３１４において
圧縮加工されたコンテンツデータをオーサリングするために暗号化するとともにパッケー
ジ化する機能を有するソフトウェアとして構成される。すなわち，パッケージ生成部３１
６は，コンテンツデータをオーサリングするオーサリング装置として機能する。
【００６２】
オーサリング装置３１６の構成およびオーサリング装置で用いられるいくつかの鍵の詳細
については，オーサリング鍵生成装置１６０と関連して後述することとし，ここでは簡単
な説明にとどめる。
【００６３】
オーサリング装置３１６は，図６に示すように，コンテンツ鍵（Ｋｃ）復号化手段３１６
２と，コンテンツ暗号化手段３１６４と，パッケージ手段３１６６とから主に構成されて
いる。
【００６４】
（コンテンツ鍵（Ｋｃ）復号化手段３１６２）
コンテンツ鍵（Ｋｃ）復号化手段３１６２は，後述するオーサリング鍵生成装置１６０か
ら，オーサリング鍵（ＣＥＤ）と前記コンテンツ識別子（ＣＩＤ）と前記オーサリング鍵
使用鍵（ＣＥＫ）とを受け取る。そして，オーサリング鍵（ＣＥＤ）から，コンテンツ識
別子（ＣＩＤ）とオーサリング鍵使用鍵（ＣＥＫ）を用いて，コンテンツ鍵（Ｋｃ）と第
２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）とを復号化する。
【００６５】
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（コンテンツ暗号化手段３１６４）
コンテンツ暗号化手段３１６４は，コンテンツ鍵（Ｋｃ）復号化手段３１６２により復号
化した前記コンテンツ鍵（Ｋｃ）を用いて，コンテンツデータを暗号化し，暗号化コンテ
ンツデータ（Ｅ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ））を生成する。本実施の形態にかかる情報配信
システムでは，この暗号化コンテンツデータ（Ｅ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ））が所定の情
報とともにパッケージ化されて情報配信端末４００に送信される。
【００６６】
（パッケージ手段３１６６）
パッケージ手段３１６６は，コンテンツ暗号化手段３１６４によって得られる暗号化コン
テンツデータ（Ｅ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ））と，コンテンツ識別子（ＣＩＤ）と，第２
のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）とを一つのパッケージデータとしてパッケージ化する。パッケ
ージには，楽曲データなどのメインコンテンツに加え，ジャケット写真や歌詞データなど
のフリンジデータや楽曲タイトルやアーティスト名などのメタデータや利用条件情報など
の付加情報も含まれる。
【００６７】
（パッケージ生成部３１６の機能構成図）
図７には，パッケージ生成部３１６の機能をより具体的に示すブロック図が示されている
。図示のように，パッケージ生成部３１６は，Ｗｉｎｄｏｗｓ２０００のようなＯＳ３１
０ａ上で動作するオーサリングアプリケーション３１０ｂとして構成されている。オーサ
リングアプリケーション３１０ｂ内には，データ圧縮部３１４とパッケージ生成部３１６
などがＤＬＬ（Ｄｙｎａｍｉｃ　ＬｉｎｋＬｉｂｒａｒｙ）として，組み込まれている。
なお，オーサリングアプリケーション３１０ｂに組み込まれるコンテンツ管理部３１２な
どの他のアプリケーションは説明の便宜のため図示を省略している。
【００６８】
図示のように，所定の音声形式，例えばＷＡＶ形式で構成された圧縮前の楽曲データがデ
ータ圧縮部３１４に送られ，所定の圧縮形式，例えばＡＴＲＡＣ３形式で圧縮される。デ
ータ圧縮部３１４において圧縮された楽曲データなどのメインコンテンツは，パッケージ
生成部３１６に送られ，フリンジデータやメタデータや利用条件情報などから構成される
付加情報とともに，暗号化され，パッケージ化される。
【００６９】
このように，本実施の形態にかかるオーサリング装置（パッケージ生成装置）３１６によ
れば，オーサリング時に，データ圧縮，暗号化，パッケージ化といった処理を行ってしま
うことが可能である。その結果，コンテンツの流通時やコンテンツの販売時における演算
付加や通信負荷を軽減することができる。特に情報配布端末におけるダウンロード時間が
大幅に縮小可能であり，ユーザは，コンテンツのコピー時間とほとんど変わらない時間で
オーサリングされたコンテンツのダウンロードを行うことができる。
【００７０】
（ＧＵＩ制作部３１８）　再び図５を参照して，オーサリング部３１０のＧＵＩ制作部３
１８は，後述する情報配信端末であるキオスク端末に表示されるＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ
ａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を制作する機能を有する。ここで制作されたＧＵ
Ｉは，配信部３２０を介して，各キオスク端末に配布される。コンテンツをダウンロード
したいユーザは，このＧＵＩに基づいてキオスク端末上に表示される画面にナビゲートさ
れながら，コンテンツを購入し，所定の記憶媒体にダウンロードしたり，あるいはダウン
ロードしたコンテンツをコンピュータ装置などの移動（Ｉｍｐｏｒｔ）したり，そのコン
ピュータ装置などから他の再生装置や記憶媒体にチェックアウトしたりすることが可能で
ある。
【００７１】
（配信部３２０）
配信部３２０は，上記のようにデータ圧縮部３１４およびパッケージ生成部３１６を含む
パッケージアプリケーションにより圧縮され，パッケージ化されたコンテンツや，ＧＵＩ
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制作部３１８において制作されたＧＵＩを，キオスク端末などの情報配信端末４００に配
信する機能を有している。
【００７２】
（商品管理部３３０）
再び図４を参照して，商品管理部３３０は，オーサリング部３１０において，配信用に加
工されたコンテンツをパッケージ商品として管理する。具体的には，商品管理部３３０は
，パッケージ化されたコンテンツの流通を監視し，キオスク管理センタの販売管理部など
と連携して，商品の販売および代金回収業務を行う。また商品管理部３３０は，情報配信
端末であるキオスク端末４００における販売履歴などについても統計的に把握して管理し
，将来的な商品開発の資料とする。商品管理部３３０の業務履歴は，データベースサーバ
３４０に記憶される。
【００７３】
（データベースサーバ３４０）
データベースサーバ３４０は，オーサリングスタジオ３００に関連する各種データを記憶
して管理する。具体的には，データベースサーバ３４０は，オーサリング３１０において
，配信用に加工されたコンテンツを記憶する。ここで管理されるコンテンツには，コンテ
ンツが音楽関連情報の場合には，楽曲データなどのメインコンテンツに加え，ジャケット
写真や歌詞データなどのフリンジデータや楽曲タイトルやアーティスト名などのメタデー
タや利用条件情報などの付加情報が含まれている。
【００７４】
また，データベースサーバ３４０には，商品管理部３３０の業務履歴，すなわち，パッケ
ージ商品の販売情報や代金回収情報，情報配信端末であるキオスク端末における販売履歴
などについて記憶して管理する。
【００７５】
（２．２．３　情報配信端末４００）
情報配信端末４００は，キオスク端末とも称されるものであり，オーサリングスタジオ３
００から配信されたパッケージ化されたコンテンツを記憶し，ユーザ１８０からの要求に
応じて該当するコンテンツをユーザ１８０の記憶媒体１８２にダウンロードする機能を有
する。キオスク端末４００は，コンビニエンスストアやガソリンスタンドなどの人が集ま
りやすい場所に設置しても構わないし，各個人が利用する場所に設置されるパーソナルコ
ンピュータ装置を情報配信端末としても構わない。
【００７６】
情報配信端末４００は，図８に記載されているように，情報配信端末管理部４１０，情報
提供部４２０，リーダ／ライタ（Ｒ／Ｗ）４３０，販売管理部４４０，課金制御部４５０
，データベース４６０から主に構成されている。
【００７７】
（情報配信端末管理部４１０）
情報配信端末管理部４１０は，例えば，情報配信端末４００におけるさまざまな業務を管
理するソフトウェアである。情報配信端末管理部４１０は，情報提供部４２０およびリー
ダ／ライタ（Ｒ／Ｗ）４３０と連携して，情報配信端末装置の外部認証および内部認証を
管理するとともに，認証終了後には，リーダ／ライタ（Ｒ／Ｗ）４３０を介してメモリス
ティックなどの記憶装置１８２へのコンテンツの書き込みを許可する。
【００７８】
情報配信端末管理部４１０は，販売管理部４４０および課金制御部４５０と連携して，ユ
ーザ部１８０に対するコンテンツの販売業務および課金業務を管理する機能も有する。情
報配信管理部４１０は，さらに，パッケージ化されたコンテンツを格納したり，あるいは
販売業務や課金業務に関する履歴を格納するデータベース４６０を管理している。
【００７９】
（情報提供部４２０）
情報提供部４２０は，パッケージが正規のオーサリングシステムにより作成されたものか
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どうかなどの検証動作や認証動作を行い，認証が肯定的である場合に，コンテンツをリー
ダ／ライタ（Ｒ／Ｗ）４３０を介してメモリスティックなどの記憶装置１８２への書き込
みを行う機能を有している。
【００８０】
情報提供部４２０は，図９に示すように，外部認証部４２２と，内部認証部４２４と，再
生制御部４２８とから主に成るソフトウェアとして構成することができる。
【００８１】
情報提供部４２０は，例えば，情報配布端末４００に組み込まれたＤＬＬ（Ｄｙｎａｍｉ
ｃ　Ｌｉｎｋ　Ｌｉｂｒａｒｙ）として構成される。情報提供部４２０を，所定のＯＳ，
例えばＷｉｎｄｏｗｓ２０００上で動作するアプリケーションとして組み込んだ一例を図
１２に示す。なお，図１２に示す情報提供部４２０は，理解を容易にするために，ＧＵＩ
アプリケーション部４２３と，セキュアモジュール部４２５と，インタフェース部４２７
とから構成している。
【００８２】
（外部認証部４２２）
再び図９を参照して，外部認証部４２２は，情報提供部４２０が正規のものであるか，す
なわち情報配布端末４００が記憶しているコンテンツを外部に提供する権限を有するかど
うかを，情報提供部４２０が予め保管する第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））と，認
証サーバ５００が保管する第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））とを用いて，比較認証
する機能を有している。
【００８３】
外部認証は，情報提供部４２０を起動するたびに必ず行う必要がある。ただし，一度認証
が通れば，情報提供部４２０の起動中は再度行わなくてもよい。
【００８４】
外部認証部４２２は，図１０に示すように，外部認証管理部４２２１と，鍵保持手段４２
２２と，乱数発生手段４２２３と，第１の暗号化手段４２２４と，第２の暗号化手段４２
２５と，比較手段４２２６と，送受信手段４２２７とから主に構成されている。
【００８５】
（外部認証管理部４２２１）
外部認証管理部４２２１は，外部認証部４２２における認証動作を全体的に管理する。外
部認証管理部４２２１は，情報提供部４２０が起動されると，後述する外部認証を行い，
外部認証が成功すると，内部認証部４２４に処理を受け渡すように動作する。
【００８６】
（鍵保持手段４２２２）
鍵保持手段４２２２は，第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））をセキュアに保持する。
第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））は，認証サーバ部５００から事前に，情報提供部
４２０に配布されるが，この第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））は，情報提供部４２
０の認証部（セキュアモジュール）内にタンパレジスタント（Ｔａｍｐｅｒ　Ｒｅｓｉｓ
ｔａｎｔ）に隠蔽されているので，リバースエンジニアリングしても値を調べることが困
難である。
【００８７】
（乱数発生手段４２２３）
乱数発生手段４２２３は，外部認証用の乱数を発生する。乱数発生手段４２２３で発生さ
れた乱数は，一方で，第１の暗号化手段４２２４に送られ第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ
（１））により暗号化され第１の暗号化データを生成する。他方で，乱数発生手段４２２
３で発生された乱数は，第２の暗号化手段４２２４に送られ第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔ
ｈ（２））により暗号化され第２の暗号化データを生成する。
【００８８】
（第１の暗号化手段４２２４）
第１の暗号化手段４２２４は，基本的には，情報提供部４２０内に組み込まれているソフ
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トウェアである。第１の暗号化手段４２２４は，乱数発生手段４２２３が発生した乱数を
，鍵保持手段４２２２にセキュアに保持された第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））を
用いて暗号化し第１の暗号化データを生成する。
【００８９】
（第２の暗号化手段４２２５）
第２の暗号化手段４２２５は，乱数発生手段４２２３が発生した乱数を，第１の暗号化手
段４２２４とは別のルートで，第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））と同一の第２の外
部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を用いて暗号化して第２の暗号化データを取得する。
【００９０】
第２の暗号化手段４２２５による第２の暗号化データ取得の構成は，要求されるセキュリ
ティレベルに応じて，さまざまな実施形態を採用可能である。
【００９１】
（ローカル外部認証）
最もセキュリティレベルが低い実施形態は，図１３に示すように，ローカルで，すなわち
情報提供部４２０内において外部認証を行う。この実施形態においては，第２の暗号化手
段４２２５も情報提供部４２０内に組み込まれ，情報提供部４２０内に事前に組み込まれ
た第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を用いて乱数を暗号化して第２の暗号化データ
を取得する。
【００９２】
しかしながら，かかるローカルな外部認証の態様では，情報配布端末４００を悪意に操作
する者に第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））が盗まれる可能性がある。また情報配布
端末４００自体を盗まれた場合には，情報配布端末４００内に記憶されたパッケージのダ
ウンロードが可能になってしまう。したがって，上記のようなローカルな外部認証は，情
報配布端末自体を盗まれないように設計してある場合や，盗まれるとデータが破壊される
ように設計している場合には有効である。なお，図１３に示す実施形態における外部認証
動作については後述する。
【００９３】
（リモート外部認証）
これに対して，最もセキュリティレベルの高い実施形態は，図１４に示すように，リモー
トで，すなわち情報提供部４２０の外部にある認証サーバ５００を利用して外部認証を行
う。この実施形態においては，認証サーバ部５００は，認証サーバ部５００内に上記乱数
を取り込んで，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を用いて第２の暗号化データを生
成する。
【００９４】
したがって，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））が盗まれることがなく，また情報配
布端末４００自体を盗まれた場合であっても，情報配布端末４００内に記憶されたパッケ
ージのダウンロードを行うことはできない。なお，図１４に示す実施形態における外部認
証動作については後述する。
【００９５】
（セミローカル外部認証）
さらに，図１３に示す実施形態と図１４に示す実施形態との中位のセキュリティレベルを
有する実施形態を図１５に示す。この実施形態においては，認証サーバ部５００は，必要
に応じて，例えばダウンロードを行う際に，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を情
報提供部４２０に一時的に受け渡される。情報提供部４２０は認証サーバ部５００から受
け渡された第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を用いて乱数を暗号化し，第２の暗号
化データを生成する。第２の暗号化データが生成された後に，あるいは情報配布端末４０
０への電源が遮断されるごとに，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））は情報提供部４
２０から消去される。
【００９６】
この実施形態によれば，ダウンロードなどの必要な時にのみ，第２の外部認証鍵（Ｋａｕ
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ｔｈ（２））が情報配布端末４００に一時的に受け渡されるので，第２の外部認証鍵（Ｋ
ａｕｔｈ（２））自体の盗難による被害のおそれが著しく軽減される。また情報配布端末
４００自体を盗まれた場合であっても，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を，情報
配布端末４００の電源が遮断された時点で消去されるように構成すれば，情報配布端末４
００内に記憶されたパッケージのダウンロードを行うことはできない。なお，図１５に示
す実施形態における外部認証動作については後述する。
【００９７】
（比較手段４２２６）
比較手段４２２６は，第１の暗号化手段４２２４が生成した第１の暗号化データと第２の
暗号化手段４２２５が生成した第２の暗号化データとを比較する。比較の結果，第１の暗
号化データと第２の暗号化データとが一致する場合に，外部認証が完了する。
【００９８】
（送受信手段４２２７）
送受信手段４２２７は，外部認証部４２２における情報の送受信を行う。送受信手段４２
２７は，例えば，乱数発生手段４２２３が発生した乱数を外部に送信したり，認証サーバ
５００などから第２の暗号化手段４２２５が取得した第２の暗号化データを取り込んだり
する。
【００９９】
（内部認証部４２４）
内部認証部４２４は，情報提供部４２０の外部認証完了後に行われる内部認証を行う機能
を有する。内部認証部４２４は，図１１に示すように，第１の認証手段４２４２と，第２
の認証手段４２４４とから構成されている。
【０１００】
（第１の認証手段４２４２）
第１の認証手段４２４２は，配布対象であるコンテンツデータが，正規のオーサリングシ
ステム（オーサリングスタジオ３００）により作成されたコンテンツであるかを認証する
ための手段を提供する。具体的には，第１の認証は，正規のオーサリングシステムが前記
コンテンツデータに書き込んだＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
　Ｃｏｄｅ）値を検証して行われる。
【０１０１】
ＭＡＣ値は，メインコンテンツに付随する付随データのうち利用条件情報をコンテンツ鍵
（Ｋｃ）を用いて計算される。そのため，ＭＡＣ値は，コンテンツ鍵（Ｋｃ）およびルー
ト鍵（Ｋｒｏｏｔ）を知らないと計算することができないため，情報提供部４２０とオー
サリング鍵（ＣＥＤ）を供給された者でないとパッケージデータを作成できない。
【０１０２】
（第２の認証手段４２４４）
第２の認証手段４２４４は，記録手段であるリーダ／ライタ４３０と情報記録管理手段で
ある情報提供装置４２０との相互認証を行うための手段を提供する。第２の認証手段４２
４４は，まず，正規のオーサリングシステム３００がルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）をデバイス
鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）を，リーダ／ライ
タ４３０と情報提供装置４２０との双方に受け渡す。リーダ／ライタ４３０と情報提供装
置４２０は，それぞれがセキュアに保持するデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）を用いてルー
ト鍵（Ｋｒｏｏｔ）を復号化させる。そして，復号化されたルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）が相
互に一致する場合に肯定的な認証を行う。
【０１０３】
（再生制御部４２８）
再生制御部４２８は，内部認証の結果，ルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）の共有が認証されたメモ
リスティックなどの所定の記憶媒体においてコンテンツデータを再生可能とするものであ
る。再生制御部４２８は，リーダ／ライタ４３０が記憶媒体に複数のコンテンツデータを
一括して記録する場合には，複数のコンテンツ全ての記録が終了した後に，複数のコンテ
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ンツの再生を可能とするように構成されている。
【０１０４】
（リーダ／ライタ（Ｒ／Ｗ）４３０）
リーダ／ライタ（Ｒ／Ｗ）４３０は，メモリスティック，メモリカード，スマートメディ
アなどの記憶媒体に，コンテンツをダウンロードするためのハードウェアである。すでに
説明したように，ダウンロードを行う前に，情報提供部４２０とリーダ／ライタ（Ｒ／Ｗ
）４３０間において，内部認証を行い，相互に正規の装置であることを確認した上で，ダ
ウンロードを行う。
【０１０５】
（販売管理部４４０）
販売管理部４４０は，パッケージ化されたコンテンツの販売時に生じる様々業務を管理す
る。販売管理部４４０は，さらに，販売履歴を管理して，販売情報を収集する。販売管理
部４４０は，例えば，どの時間帯に，どのような年齢層の男性または女性に，どの程度の
値段の，どのようなジャンルのコンテンツが，どの程度の数量販売されたかなどについて
の統計的情報を収集し，将来的な商品開発に役立てることができる。
【０１０６】
（課金制御部４５０）
課金制御部４５０は，パッケージ化されたコンテンツの販売時に生じる課金ベースの業務
を管理する。課金制御部４５０は，例えばユーザが現金で支払を行う場合には，つり銭な
どの精算業務を管理する。課金制御部４５０は，例えばユーザがクレジットカードなどで
支払を行う場合には，本人照合や信用照会などの業務を管理する。
【０１０７】
データベース４６０は，情報配信端末４００に関連する各種情報を格納し管理する。デー
タベース４６０には，例えば，本実施の形態にかかる情報配布システム１００の配布対象
であるパッケージ化されたコンテンツや，販売履歴や課金履歴などの各種履歴情報などが
格納されている。
【０１０８】
（２．２．４　認証サーバ部５００）
認証サーバ部５００は，ある情報配信端末４００がコンテンツのダウンロードを行う権限
を有する正規の情報配信端末であるか外部認証を行う機能を有している。本実施の形態に
かかる情報配信システム１００においては，情報配信端末４００は，所定のパッケージ化
されたコンテンツをダウンロードする前に，所定の記憶媒体にダウンロード許可権限を有
する情報提供部４２０が正規の装置であるか否かを外部認証する必要がある。
【０１０９】
認証サーバ部５００は，情報提供部４２０の外部認証を行う機能を有している。外部認証
は，後述するように，一方で，情報提供部４２０内において，乱数発生手段４２３により
発生された乱数を鍵保持手段４２２内にセキュアに保持された第１の外部認証鍵（Ｋａｕ
ｔｈ（１））を用いて暗号化し，第１の暗号化データを生成する。第１の外部認証鍵（Ｋ
ａｕｔｈ（１））は，認証サーバ部５００から事前に，情報提供部４２０に配布されるが
，この第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））は，情報提供部４２０の認証部（セキュア
モジュール）内にタンパレジスタント（Ｔａｍｐｅｒ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ）に隠蔽され
ているので，リバースエンジニアリングしても値を調べることは困難である。
【０１１０】
他方，別のルートで，第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））と同一の第２の外部認証鍵
（Ｋａｕｔｈ（２））を用いて同様の乱数を暗号化して第２の暗号化データを取得する。
そして，情報提供部４２０内において発生された第１の暗号化データと，第１の暗号化デ
ータとは別ルートで生成された第２の暗号化データとを比較し，両者が一致した場合に，
情報提供部４２０が正規のものであると外部認証するように構成されている。
【０１１１】
認証サーバ部５００は，基本的には，上記外部認証工程において，第２の外部認証鍵（Ｋ
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ａｕｔｈ（２））を管理している。後述するように，ある実施形態においては，認証サー
バ部５００は，認証サーバ部５００内に上記乱数を取り込んで第２の外部認証鍵（Ｋａｕ
ｔｈ（２））を用いて第２の暗号化データを生成する。別の実施形態においては，認証サ
ーバ部５００は，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を情報提供部４２０に受け渡し
て第２の暗号化データを生成する。なお，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を情報
提供部４２０内にセキュアに保持する別の実施形態においては，認証サーバ部５００が事
前に第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））に配布する。
【０１１２】
なお，認証サーバ部５００が管理する第１および第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））
（２）の発行および管理に関しては，権限のある鍵管理装置１６０に委託することが可能
である。鍵管理装置１６０は，第１および第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））（２）
を発行するのみならず，例えば，情報配信端末４００が盗難にあったような場合には，第
１および第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））（２）の内容を更新し，盗まれた情報配
信端末４００の情報提供部４２０を無効化することが可能である。
【０１１３】
（２．２．５　ネットワーク部６００）
ネットワーク部６００は，オーサリングスタジオ３００においてパッケージ化されたコン
テンツを情報配信端末４００に配信する通信網である。ネットワーク部６００は，衛星通
信網のような無線通信網６００ａと，専用回線網６００ｂの双方を含んでいる。セキュリ
ティを確保するためには，ネットワーク部６００は，閉鎖系である専用回線網６００ｂか
ら構成することが好ましいが，もちろん，インターネットなどの開放系のネットワークと
して構成しても構わない。また，多数の情報配信端末４００に同時に配信を行うのであれ
ば，衛星通信網のような無線通信網６００ａの利用が好適である。
【０１１４】
（２．３　鍵管理装置）
鍵管理装置１６０は，本実施の形態にかかる情報配信システムの各段階において利用され
る鍵を管理する権限のある管理者である。鍵管理装置１６０は，オーサリング装置３１６
に対してはオーサリング鍵生成装置として機能する。ここで管理される鍵および鍵関連情
報は以下の通りである。また，鍵情報は，定期的にまたは必要に応じて更新され，環境変
化に対応するとともに，セキュリティの向上が図られる。
【０１１５】
（２．３．１　オーサリングスタジオ３００において使用される鍵情報）
「コンテンツ鍵（Ｋｃ）」は，オーサリングスタジオ３００において，コンテンツを暗号
化する際に使用される鍵である。コンテンツ鍵（Ｋｃ）はルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）により
暗号化され，ルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）に加工される。
【０１１６】
「コンテンツ識別子（ＣＩＤ）」は，コンテンツ毎に割り振られる識別子である。コンテ
ンツＩＤ（ＣＩＤ）は，各コンテンツに固有の識別子であり，重複して設定されることは
ない。コンテンツ識別子（ＣＩＤ）の生成は，オーサリング作業の現場ではなく，オーサ
リング鍵生成装置１６０において管理するので，コンテンツ識別子（ＣＩＤ）のユニーク
性を完全に保証することができる。
【０１１７】
「ルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）」は，コンテンツ鍵（Ｋｃ）を暗号化する際に使用される鍵で
ある。ルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）は，「コンテンツ鍵暗号化鍵」とも称されることがある。
共通に使用されるルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）は非常に重要な鍵であるが，本システムによれ
ば，このルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）をオーサリング装置３１６に直接渡すことなく，コンテ
ンツ鍵（Ｋｃ），ルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）のセットをオーサ
リング鍵（ＣＥＤ）としてオーサリング装置３１６に渡すことにより，セキュリティを向
上させるとともに，組み合わせの間違いを防止することができる。
【０１１８】
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「ルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）」は，コンテンツ鍵（Ｋｃ）をル
ート鍵（Ｋｒｏｏｔ）で暗号化したものである。ＥＫｃ＝Ｅ（Ｋｒｏｏｔ，Ｋｃ）と表現
できる。コンテンツ鍵（Ｋｃ）とルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）と
をセットにしてオーサリング鍵（ＣＥＤ）として生成することにより，組み合わせの間違
いを回避できる。
【０１１９】
「デバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）」は，パッケージ化されたコンテンツを利用可能な再生
装置に関する鍵情報である。デバイス鍵は，各再生装置がハードウェア的にあるいはタン
パレジスタントソフトにより，セキュアに保持している鍵情報である。
【０１２０】
「コンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ：Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｋｅｙ　Ｂｌｏｃｋ」は，ルー
ト鍵（Ｋｒｏｏｔ）をデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したものである。コンテン
ツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）には，Ｅ（ＫｄｅｖｉｃｅＡ，Ｋｒｏｏｔ），Ｅ（Ｋｄｅｖｉ
ｃｅＢ，Ｋｒｏｏｔ）といったデータが格納されており，再生装置Ａ（ＤｅｖｉｃｅＡ）
は，Ｅ（ＫｄｅｖｉｃｅＡ，Ｋｒｏｏｔ）を解くことによりＫｒｏｏｔを知ることが可能
である。同様に，再生装置Ｂ（ＤｅｖｉｃｅＢ）は，Ｅ（ＫｄｅｖｉｃｅＢ，Ｋｒｏｏｔ
）を解くことによりＫｒｏｏｔを知ることが可能である。
【０１２１】
「オーサリング鍵使用鍵（ＣＥＫ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｋｅｙ））は，
コンテンツをオーサリングする事業者と管理者との間で共有される共有秘密情報（鍵）で
ある。オーサリングする事業者毎に異なり，管理者によって発行され管理される。オーサ
リングする際に，オーサリング鍵（ＣＥＤ）と共に用いられる。
【０１２２】
「オーサリング鍵（ＣＥＤ（Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｄａｔａ））は，コン
テンツをオーサリングする時に使用される鍵である。権限のある管理者によって発行され
管理される。コンテンツＩＤ（ＣＩＤ）と関連付けされており，一つのコンテンツに一つ
のオーサリング鍵（ＣＥＤ）を用いてオーサリングを行う。オーサリング鍵は，コンテン
ツ鍵（Ｋｃ）およびルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）をコンテンツＩ
Ｄ（ＣＩＤ）とオーサリング鍵使用鍵（ＣＥＫ）で暗号化したものである。
【０１２３】
「冗長コンテンツ鍵ブロック（ＲＫｃＢ（Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　Ｋｃ　Ｂｌｏｃｋ））」
は，オーサリング鍵（ＣＥＤ）の中に含まれるべき，コンテンツ鍵（Ｋｃ），ルート鍵で
暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ），コンテンツ使用可能化鍵のバージョン情報（
ＥＫＢ－Ｖｅｒｓｉｏｎ）を連結し，さらに不正な解読を困難とするために冗長な乱数情
報を付加したデータブロックである。オーサリング鍵（ＣＥＤ）を生成する際に，その生
成過程で生成する。オーサリング鍵（ＣＥＤ）を生成する処理過程で使用するデータで，
ユーザやアプリケーション開発者には意識されない。
【０１２４】
「チェックサム付冗長コンテンツ鍵ブロック（ＣＲＫｃＢ）」は，冗長コンテンツ鍵ブロ
ック（ＲＫｃＢ）のチェックサム（ＣＳ）を計算し，冗長コンテンツ鍵ブロック（ＲＫｃ
Ｂ）に連結して得られるデータブロックである。
【０１２５】
「最終暗号化鍵（Ｋｃｉｄ）」は，オーサリング鍵（ＣＥＤ）作成フローにおいて，最後
の暗号化に使用する鍵データである。コンテンツＩＤ（ＣＩＤ）とオーサリング鍵使用鍵
（ＣＥＫ）から生成される。最終暗号化鍵（Ｋｃｉｄ）自体は，オーサリング鍵（ＣＥＤ
）を生成する処理過程使用するデータであるので，ユーザやアプリケーション開発者には
意識されない。オーサリング鍵（ＣＥＤ）を使用する際には，コンテンツＩＤ（ＣＩＤ）
とオーサリング鍵使用鍵（ＣＥＫ）が分かれば，モジュール内部でＫｃｉｄを生成するこ
とにより，オーサリング鍵（ＣＥＤ）に含まれるコンテンツ鍵（Ｋｃ），ルート鍵で暗号
化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ），コンテンツ使用可能化鍵のバージョン情報（ＥＫ
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Ｂ－Ｖｅｒｓｉｏｎ）を獲得することができる。
【０１２６】
（２．３．２　情報配信端末４００において使用される鍵情報および鍵関連情報）
情報配信端末４００においては，暗号化コンテンツデータの（Ｅ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ
））復号時，外部認証時，内部認証時に，それぞれ鍵情報および鍵関連情報が使用される
。
【０１２７】
（復号時に使用される情報）
「暗号化コンテンツデータ（Ｅ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ））」は，デバイス鍵（Ｋｄｅｖ
ｉｃｅ）およびコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ），第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）から
獲得されるコンテンツ鍵（Ｋｃ）を利用して復号化される。
【０１２８】
「デバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）」は，パッケージ化されたコンテンツを利用可能な再生
装置に関する鍵情報である。デバイス鍵は，各再生装置がハードウェア的にあるいはタン
パレジスタントソフトにより，セキュアに保持している鍵情報である。
【０１２９】
「コンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）」は，ルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）をデバイス鍵（Ｋｄ
ｅｖｉｃｅ）で暗号化したものである。コンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）には，Ｅ（Ｋ
ｄｅｖｉｃｅＡ，Ｋｒｏｏｔ），Ｅ（ＫｄｅｖｉｃｅＢ，Ｋｒｏｏｔ）といったデータが
格納されており，再生装置Ａ（ＤｅｖｉｃｅＡ）は，Ｅ（ＫｄｅｖｉｃｅＡ，Ｋｒｏｏｔ
）を解くことによりＫｒｏｏｔを知ることが可能である。同様に，再生装置Ｂ（Ｄｅｖｉ
ｃｅＢ）は，Ｅ（ＫｄｅｖｉｃｅＢ，Ｋｒｏｏｔ）を解くことによりＫｒｏｏｔを知るこ
とが可能である。
【０１３０】
（外部認証時に使用される鍵情報）
情報提供部４２０の外部認証時には，第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））と第２の外
部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））が使用される。
【０１３１】
「第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））」は，認証サーバ部５００から事前に，情報提
供部４２０に配布される外部認証鍵である。この第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））
は，情報提供部４２０の認証部（セキュアモジュール）内にタンパレジスタント（Ｔａｍ
ｐｅｒ　Ｒｅｓｉｓｔａｎｔ）に隠蔽されているので，リバースエンジニアリングしても
値を調べることは困難である。第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））は，第１の暗号化
手段４２２４が乱数を暗号化して第１の暗号化データを生成する際に用いられる。
【０１３２】
「第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））」は，認証サーバ部５００により発行される第
１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））と同一の鍵である。第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ
（２））は，第２の暗号化手段４２２５が乱数を暗号化して第２の暗号化データを生成す
る際に用いられる。
【０１３３】
（内部認証時に使用される鍵情報）
情報提供部４２０の内部認証時には，情報提供部４２０とリーダ／ライタ４３０とがそれ
ぞれ有するデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）でコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）を復号し
て得られたルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）が参照される。
【０１３４】
（２．４　ユーザ部）
ユーザ部１８０は，キオスク端末などの情報配布端末４００にアクセスし，気に入ったコ
ンテンツをダウンロードする機能を有しているコンピュータ装置などの情報処理端末であ
る。
【０１３５】
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ユーザ部１８０は，図１に示すように，メモリスティックなどの記憶媒体１８２と再生装
置１８４を主な構成要素としている。さらに，ユーザ部１８０は，他の記憶媒体および／
または再生装置１８６を備える場合もあり，許可された回数内で，記憶媒体１８２にダウ
ンロードしたコンテンツを，他の記憶媒体および／または再生装置１８６に対して，チェ
ックアウトまたはムーブすることが可能である。
【０１３６】
（３　オーサリング動作）
次に，オーサリングスタジオ３００におけるオーサリング動作について説明する。本実施
の形態にかかる情報配信システム１００においては，オーサリング時にコンテンツの暗号
化とパッケージ化を行うこと，およびオーサリング鍵を生成するオーサリング鍵生成装置
１６０と実際にオーサリング鍵を用いてコンテンツの暗号化を行うオーサリング装置３１
６とを別構成にしたこと，さらに，ルート鍵を直接オーサリング装置３１６に渡さずにコ
ンテンツの暗号化を可能にしたことなどを特徴としている。
【０１３７】
また，オーサリングを行う際に，オーサリング鍵の内容は知る必要が無いため，オーサリ
ング鍵の生成とオーサリング作業を完全に分離することが可能である。さらに，オーサリ
ング作業とオーサリング鍵生成を分離することにより，オーサリング作業で正しく生成で
きるパッケージの数を，オーサリング作業の外で制御することが可能である。
【０１３８】
さらに，オーサリング鍵生成時に使用する暗号化の鍵として，コンテンツ識別子（ＣＩＤ
）に加えてオーサリング鍵生成時に任意に指定できるオーサリング鍵使用鍵（ＣＥＫ）を
付加することにより，生成したオーサリング鍵を正しく使用できる人をオーサリング鍵使
用鍵（ＣＥＫ）を知っている人に限定することができる。
【０１３９】
さらに，オーサリング時に設定した，利用条件等の内容に対して，正しいシステムのみ知
り得る鍵を使用したＭＡＣ値を付加することにより，パッケージの改ざんを防止すること
ができる。
【０１４０】
（３．１　オーサリング鍵の生成動作）
オーサリング鍵生成装置（鍵管理装置）１６０におけるオーサリング鍵の生成動作につい
て説明する。
【０１４１】
オーサリング鍵（ＣＥＤ）には，基本的に，コンテンツ鍵（Ｋｃ），ルート鍵で暗号化し
た第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）の情報が含まれる。なお，ＥＫｃは，Ｅ（Ｋｒｏｏｔ，
Ｋｃ）と表現することが可能である。また，ルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）は，コンテンツ鍵（
Ｋｃ）を暗号化するために使用される鍵であり，セキュリティのために非常に重要な鍵で
ある。後述するように，本システムによれば，共通に使用されるルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）
をオーサリング装置３１６に直接渡すことなく，コンテンツ鍵（Ｋｃ），ルート鍵で暗号
化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）のセットをオーサリング鍵（ＣＥＤ）としてオーサ
リング装置３１６に渡すことにより，セキュリティを向上させるとともに，組み合わせの
間違いを防止することができる。
【０１４２】
図１７（１）に示すように，オーサリング鍵（ＣＥＤ）は，コンテンツデータを暗号化す
るためのコンテンツ鍵（Ｋｃ）とルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）を
，コンテンツデータ毎にユニークに割り当てられるコンテンツ識別子（ＣＩＤ）とオーサ
リング装置３１６毎にユニークに割り当てられるオーサリング鍵使用鍵（ＣＥＫ）で暗号
化したものである。
【０１４３】
図６に示すオーサリング鍵生成手段１６６において，オーサリング鍵（ＣＥＤ）の生成に
必要となるものは，コンテンツ識別子生成手段１６２により生成されたコンテンツ識別子
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（ＣＩＤ）と，コンテンツ鍵（Ｋｃ）と，ルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）で暗号化したコンテン
ツ鍵（ＥＫｃ）と，オーサリング鍵使用鍵生成手段１６４によりオーサリング鍵使用鍵（
ＣＥＫ）である。
【０１４４】
図１６に，オーサリング鍵生成手段１６６において実施されるオーサリング鍵（ＣＥＤ）
の生成工程の詳細なフローを示す。
【０１４５】
まず，ステップＳ１６０２において，オーサリング鍵（ＣＥＤ）の中に含まれるべき，コ
ンテンツ鍵（Ｋｃ），ルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ），コンテンツ
使用可能化鍵のバージョン情報（ＥＫＢ－Ｖｅｒｓｉｏｎ）を連結し，さらに不正な解読
を困難とするために冗長な乱数情報を付加したデータブロックである，冗長コンテンツ鍵
ブロック（ＲＫｃＢ（Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　Ｋｃ　Ｂｌｏｃｋ））を生成する。
【０１４６】
なお，コンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）は，ルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）をデバイス鍵（Ｋ
ｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したものであり，コンテンツ使用可能化鍵のバージョン情報（Ｅ
ＫＢ－Ｖｅｒｓｉｏｎ）は，コンテンツ使用可能化鍵のバージョン情報である。このよう
に，あるコンテンツ鍵（Ｋｃ）に対して特定されるべきルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）のバージ
ョン（Ｖｅｒｓｉｏｎ）を示す情報をもセットにすることにより，コンテンツ鍵（Ｋｃ）
，ルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ），ルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）の組み
合わせの間違いを防ぐことができる。
【０１４７】
次いでステップＳ１６０４において，冗長コンテンツ鍵ブロック（ＲＫｃＢ）のチェック
サム（ＣＳ）を計算し，例えば，チェックサム（ＣＳ）を冗長コンテンツ鍵ブロック（Ｒ
ＫｃＢ）の後ろに連結することによりチェックサム付冗長コンテンツ鍵ブロック（ＣＲＫ
ｃＢ）を獲得する。
【０１４８】
このようにオーサリング鍵（ＣＥＤ）を生成する過程において，コンテンツ鍵（Ｋｃ）と
ルート鍵で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）以外にチェックサム情報を負荷する
ことにより，誤ったコンテンツ識別子（ＣＩＤ）によるオーサリング鍵（ＣＥＤ）による
使用を非常に高い確率で防止することができる。
【０１４９】
次いでステップＳ１６０６において，コンテンツ識別子（ＣＩＤ）とオーサリング鍵使用
鍵（ＣＥＫ）から最終暗号化鍵（Ｋｃｉｄ）を生成する。図１７（２）に関連して後述す
るように，オーサリング鍵（ＣＥＤ）を使用する際には，コンテンツＩＤ（ＣＩＤ）とオ
ーサリング鍵使用鍵（ＣＥＫ）が分かれば，モジュール内部でＫｃｉｄを生成することに
より，オーサリング鍵（ＣＥＤ）に含まれるコンテンツ鍵（Ｋｃ），ルート鍵で暗号化し
た第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ），コンテンツ使用可能化鍵のバージョン情報（ＥＫＢ－
Ｖｅｒｓｉｏｎ）を獲得することができる。
【０１５０】
ここで，最終暗号化鍵（Ｋｃｉｄ）を生成する過程において，コンテンツ毎にユニークな
コンテンツ識別子（ＣＩＤ）を使用することにより，オーサリング鍵による暗号化作業の
際に，正しいコンテンツ識別子（ＣＩＤ）を使用した場合に正しいオーサリング作業が可
能となるので，オーサリングの精度を高めることが可能となる。また，コンテンツ識別子
（ＣＩＤ）の生成を，オーサリング鍵生成装置１６０において管理することにより，コン
テンツ識別子（ＣＩＤ）のユニーク性を完全に保証することができる。
【０１５１】
最後にステップＳ１６０８において，チェックサム付冗長コンテンツ鍵ブロック（ＣＲＫ
ｃＢ）を最終暗号化鍵（Ｋｃｉｄ）で暗号化することによりオーサリング鍵（ＣＥＤ）を
生成する。
【０１５２】
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（３．２　オーサリング鍵による暗号化動作）
次に，図１８を参照しながら，オーサリング鍵生成装置（鍵管理装置）１６０において生
成されたオーサリング鍵によるコンテンツの暗号化動作について説明する。
【０１５３】
まずステップＳ１９０２に示すように，オーサリング装置３１６のコンテンツ鍵復号化手
段３１６２は，オーサリング鍵生成装置（鍵管理装置）１６０から共有秘密鍵であるオー
サリング鍵使用鍵（ＣＥＫ）を取得する。なお，以下において，オーサリング鍵を生成す
るオーサリング鍵生成装置とオーサリング鍵などの鍵情報を管理する鍵管理装置を同一の
装置として説明するが，オーサリング鍵生成装置と鍵管理装置とは別体に構成しても構わ
ない。
【０１５４】
次いで，ステップＳ１９０４において，コンテンツ鍵復号化手段３１６２は，オーサリン
グ鍵生成装置（鍵管理装置）１６０からオーサリングするコンテンツ用にコンテンツ識別
子（ＣＩＤ）とオーサリング鍵（ＣＥＤ）のペアを取得する。
【０１５５】
ステップＳ１９０２およびＳ１９０４に関して，オーサリング鍵（ＣＥＤ）は，コンテン
ツ識別子（ＣＩＤ）とオーサリング鍵（ＣＥＤ）のペアと同じタイミングで取得する必要
は無い。コンテンツ識別子（ＣＩＤ）とオーサリング鍵（ＣＥＤ）のペアはコンテンツ毎
に異なるが，オーサリング鍵使用鍵（ＣＥＫ）はオーサリング装置３１６にユニークな値
なので，オーサリング処理に先立って一度取得しておけばよい。
【０１５６】
また，コンテンツ識別子（ＣＩＤ）とオーサリング鍵（ＣＥＤ）のペアに関しても，各コ
ンテンツをオーサリングする度にその都度取得する必要はない。複数のコンテンツをオー
サリングする場合には，一括取得するように構成しても構わない。
【０１５７】
次いで，ステップＳ１９０６において，コンテンツ鍵復号化手段３１６２は，図１７（２
）に示すように，オーサリング鍵（ＣＥＤ）から，コンテンツ識別子（ＣＩＤ）とオーサ
リング鍵使用鍵（ＣＥＫ）を用いて，コンテンツ鍵（Ｋｃ）とルート鍵で暗号化した第２
のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）とを復号化する。
【０１５８】
次いで，ステップＳ１９０８において，オーサリング装置３１６のコンテンツ暗号化手段
３１６４は，コンテンツ鍵復号化手段３１６２により復号化したコンテンツ鍵（Ｋｃ）を
用いてコンテンツデータを暗号化して暗号化コンテンツデータＥ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ
）を生成する。
【０１５９】
次いで，ステップＳ１９１０において，パッケージ手段３１６６により，暗号化コンテン
ツデータＥ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ）とともに，コンテンツ識別子（ＣＩＤ）とルート鍵
で暗号化した第２のコンテンツ鍵（ＥＫｃ）とをパッケージ化して一連のオーサリング作
業を終了する。
【０１６０】
（４　情報配信動作）
以上のようにしてオーサリング処理が終了したコンテンツは，図１に示すように所定のネ
ットワーク６００を介してキオスク端末などの情報配信端末４００に送信される。情報配
信端末４００には，図１９に示すように，暗号化コンテンツ（Ｅ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ
）），ルート鍵で暗号化されたコンテンツ鍵（ＥＫｃ）およびコンテンツ使用可能化鍵（
ＥＫＢ）が送られる。なお，暗号化コンテンツＥ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ）のヘッダ部に
は，改ざん防止用に，コンテンツ鍵Ｋｃを用いて計算したＭＡＣ値が付加される。
【０１６１】
情報配信端末４００においては，外部認証および内部認証から成る所定の認証動作が完了
した後に，復号化処理がなされ，所定の記憶媒体１８２にダウンロードが行われる。以下
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，図２０に示すフローに沿って情報配信動作の詳細について説明する。
【０１６２】
（４．１　外部認証動作）
すでに説明したように，情報配信端末４００の外部認証部４２２は，情報提供部４２０が
正規のものであるか，すなわち情報配布端末４００が記憶しているコンテンツを外部に提
供する権限を有するかどうかを，情報提供部４２０が予め保管する第１の外部認証鍵（Ｋ
ａｕｔｈ（１））と，認証サーバ５００が保管する第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２）
）とを用いて，比較認証する（ステップＳ２１０２）。ステップＳ２１０２において，外
部認証に成功すれば，ステップＳ２１０４以下において行われる内部認証に進むが，外部
認証に失敗すれば，コンテンツの情報配信（ＤＬ）動作は拒絶される（ステップＳ２１１
２）。
【０１６３】
外部認証は，情報提供部４２０を起動するたびに必ず行う必要がある。ただし，一度認証
が通れば，情報提供部４２０の起動中は再度行わなくてもよい。
【０１６４】
なお外部認証は，要求されるセキュリティレベルに応じて，第２の暗号化手段４２２５に
よる第２の暗号化データ取得の態様を変更することにより，さまざまな実施形態を採用可
能である。
【０１６５】
（４．１．１　ローカル外部認証動作）
最もセキュリティレベルが低い実施形態は，図１３に示すように，ローカルで，すなわち
情報提供部４２０内において外部認証を行う。この実施形態においては，第２の外部認証
鍵（Ｋａｕｔｈ（２））が情報提供部４２０内のアプリケーション内に組み込まれている
。
【０１６６】
まず第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））をセキュアに保持するセキュアモジュール４
２５は，乱数発生手段４２２３により生成した乱数を第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１
））により暗号化し，第１の暗号化データを得る。
【０１６７】
乱数発生手段４２２３により発生された乱数は，アプリケーションインタフェース４２３
介してアプリケーション４２１に送られる。アプリケーション４２１は，予め記憶してい
る第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を用いて乱数を暗号化し，第２の暗号化データ
を得る。
【０１６８】
第２の暗号化データは，アプリケーションインタフェース４２３を介して，セキュアモジ
ュール４２５に戻される。セキュアモジュール４２５内において，第１の暗号化データと
第２の暗号化データとが比較され，両者が一致した場合に，本実施の形態にかかる外部認
証作業が終了する。
【０１６９】
しかしながら，かかるローカル外部認証の態様では，情報配布端末４００を悪意に操作す
る者に第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））が盗まれる可能性がある。また情報配布端
末４００自体を盗まれた場合には，情報配布端末４００内に記憶されたパッケージのダウ
ンロードが可能になってしまう。
【０１７０】
（４．１．２　リモート外部認証動作）
これに対して，最もセキュリティレベルの高い実施形態は，図１４に示すように，リモー
トで，すなわち情報提供部４２０の外部にある認証サーバ５００を利用して外部認証を行
う。
【０１７１】
まず第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））をセキュアに保持するセキュアモジュール４



(23) JP 4151246 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

２５は，乱数発生手段４２２３により発生した乱数を第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１
））により暗号化し，第１の暗号化データを得る。
【０１７２】
乱数発生手段４２２３により発生された乱数は，アプリケーションインタフェース４２３
，アプリケーション４２１を介して認証サーバ部５００に送られる。認証サーバ部５００
は，認証サーバ部５００内に上記乱数を取り込んで，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２
））を用いて第２の暗号化データを生成する。
【０１７３】
第２の暗号化データは，アプリケーションインタフェース４２３を介して，セキュアモジ
ュール４２５に戻される。セキュアモジュール４２５内において，第１の暗号化データと
第２の暗号化データとが比較され，両者が一致した場合に，本実施の形態にかかる外部認
証作業が終了する。
【０１７４】
このように本実施の形態にかかる外部認証動作によれば，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ
（２））が盗まれることがなく，また情報配布端末４００自体を盗まれた場合であっても
，情報配布端末４００内に記憶されたパッケージのダウンロードを行うことはできない。
【０１７５】
（４．１．３　セミローカル外部認証動作）
さらに，図１３に示す実施形態と図１４に示す実施形態との中位のセキュリティレベルを
有する実施形態を図１５に示す。この実施形態においては，認証サーバ部５００は，必要
に応じて，例えばダウンロードを行う際に，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を情
報提供部４２０に一時的に受け渡される。
【０１７６】
まず第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（１））をセキュアに保持するセキュアモジュール４
２５は，乱数発生手段４２２３により発生された乱数を第１の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（
１））により暗号化し，第１の暗号化データを得る。
【０１７７】
乱数発生手段４２２３により発生された乱数は，アプリケーションインタフェース４２３
介してアプリケーション４２１に送られる。アプリケーション４２１は，予め記憶してい
る第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を用いて乱数を暗号化し，第２の暗号化データ
を得る。
【０１７８】
ここで，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））は認証サーバ部５００が管理しており，
情報提供部４２０を起動する度に，アプリケーション４２１は認証サーバ部５００から第
２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））を受け取り，乱数に対して暗号化処理を行う。第２
の暗号化データが生成された後に，あるいは情報配布端末４００への電源が遮断されるご
とに，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））は情報提供部４２０から消去される。
【０１７９】
第２の暗号化データは，アプリケーションインタフェース４２３を介して，セキュアモジ
ュール４２５に戻される。セキュアモジュール４２５内において，第１の暗号化データと
第２の暗号化データとが比較され，両者が一致した場合に，本実施の形態にかかる外部認
証作業が終了する。
【０１８０】
この実施形態によれば，ダウンロードなどの必要な時にのみ，第２の外部認証鍵（Ｋａｕ
ｔｈ（２））が情報配布端末４００に一時的に受け渡されるので，第２の外部認証鍵（Ｋ
ａｕｔｈ（２））自体の盗難の可能性が著しく軽減される。また情報配布端末４００自体
を盗まれた場合であっても，第２の外部認証鍵（Ｋａｕｔｈ（２））が情報配布端末４０
０の電源を遮断した時点で消去されてしまう構成を採用すれば，情報配布端末４００内に
記憶されたパッケージのダウンロードを行うことはできない。
【０１８１】
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（４．２　内部認証動作）
内部認証部４２４による内部認証動作は，情報提供装置４２０の外部認証完了後に行われ
る。内部認証動作は，第１の認証手段４２４２によって行われるコンテンツの検証動作（
第１の認証動作）と，第２の認証手段４２４４によって行われる第２の認証動作とから構
成されている。
【０１８２】
図２０のステップＳ２１０４に示すコンテンツの検証動作は，配布対象であるコンテンツ
データが，正規のオーサリングシステム（オーサリングスタジオ３００）により作成され
たコンテンツであるかを検証するための手段を提供する。具体的には，第１の認証は，正
規のオーサリングシステムが前記コンテンツデータに書き込んだＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ
　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を参照して行われる。ステップＳ２１０４
において，コンテンツの検証に成功すれば，ステップＳ２１０６において行われる第２の
内部認証に進むが，コンテンツの検証に失敗すれば，コンテンツの情報配信（ＤＬ）動作
は拒絶される（ステップＳ２１１２）。
【０１８３】
ステップＳ２１０６において，第２の認証手段４２４４は，記録手段であるリーダ／ライ
タ４３０と情報記録管理手段である情報提供装置４２０との相互認証を行うための手段を
提供する。第２の認証手段４２４４は，まず，正規のオーサリングシステム３００が，ル
ート鍵（Ｋｒｏｏｔ）をデバイス鍵（Ｋｄｅｖｉｃｅ）で暗号化したコンテンツ使用可能
化鍵（ＥＫＢ）を，リーダ／ライタ４３０と情報提供装置４２０との双方に受け渡す。リ
ーダ／ライタ４３０と情報提供装置４２０は，それぞれがセキュアに保持するデバイス鍵
（Ｋｄｅｖｉｃｅ）を用いてルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）を復号化させる。そして，復号化さ
れたルート鍵（Ｋｒｏｏｔ）が相互に一致する場合に肯定的な認証を行う。ステップＳ２
１０６において，第２の内部認証に成功すれば，ステップＳ２１０８においてダウンロー
ドが許可されるが，第２の内部認証に失敗すれば，コンテンツの情報配信（ＤＬ）動作は
拒絶される（ステップＳ２１１２）。
【０１８４】
（４．３　ダウンロード動作）
以上のようにして，図２０に示すステップＳ２１０６において内部認証が完了した後に，
ステップＳ２２０６において，メモリスティックなどの所定の記憶媒体にコンテンツをダ
ウンロードする。
【０１８５】
以下，図２２を参照しながら，内部認証，復号化処理，ダウンロード処理の連携関係につ
いて詳細に説明する。
【０１８６】
まずデバイス鍵（ＫｄｅｖｉｃｅＡ）をセキュアに保持する情報提供装置４２０は，ダウ
ンロード対象のパッケージのＭＡＣ値をチェックして，ダウンロード対象のパッケージが
正規のオーサリングシステムにより作成されたものであり改ざん等がされていないことを
確認する。
【０１８７】
情報提供装置４２０は，パッケージに含まれるコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）をデバ
イス鍵（ＫｄｅｖｉｃｅＡ）で復号してルート鍵（ＫｒｏｏｔＡ）を取得する。情報提供
装置４２０は，コンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）をリーダ／ライタ４３０に送信する。
リーダ／ライタ４３０も，情報提供装置４２０と同様に，デバイス鍵（ＫｄｅｖｉｃｅＢ
）をセキュアに保持している。リーダ／ライタ４３０は，情報提供装置４２０から受け取
ったコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）をデバイス鍵（ＫｄｅｖｉｃｅＢ）で復号化して
，ルート鍵（ＫｒｏｏｔＢ）を取得する。
【０１８８】
情報提供装置４２０とリーダ／ライタ４３０は，双方のルート鍵（ＫｒｏｏｔＡ，Ｋｒｏ
ｏｔＢ）を比較し，第２の内部認証を行う。
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【０１８９】
内部認証に成功すると，さらにコンテンツの正当性をチェックしてから，リーダ／ライタ
４３０により，メモリスティックなどの記憶媒体にコンテンツをコピーする。
【０１９０】
この段階では，コンテンツはまだコンテンツ鍵（Ｋｃ）により暗号化されており，再生は
不可能である。そこで，コンテンツ鍵（Ｋｃ）を用いて，コピーしたコンテンツを再生制
御装置により再生可能状態にすることにより，ユーザは，自己所有の再生装置１８４によ
りコンテンツを楽しむことが可能となる。
【０１９１】
（４．４　複数コンテンツの一括ダウンロード動作）
図２２に示す例では，一つのコンテンツをコピーする例を示したが，本実施の形態にかか
る情報配布システムにおいては，複数のコンテンツを同時にダウンロードすることも可能
である。
【０１９２】
図２３を参照しながら，複数コンテンツの一括ダウンロード動作について説明する。所定
の認証動作が成功した後に，情報提供装置４２０は，リーダ／ライタ４３０を介して，所
定の記憶媒体１８２に対して，第１のパッケージをコピーする。この段階では，第１のパ
ッケージにかかるコンテンツの再生は不可能である。次いで，情報提供装置４２０は，リ
ーダ／ライタ４３０を介して，所定の記憶媒体１８２に対して，第２および第３のパッケ
ージをコピーする。このようにして，複数のコンテンツの一括ダウンロードが完了すると
，再生制御装置は，ダウンロードが完了した複数のコンテンツをまとめて再生可能状態に
する。
【０１９３】
このように，ダウンロードする度に１曲１曲再生可能にするのではなく，例えば３曲のダ
ウンロード要求に対して３曲書き込んだ後に３曲分一括に再生可能にすることにより，複
数のコンテンツを一括ダウンロードする際の認証等の手間を大幅に軽減することができる
。
【０１９４】
（４．５　ダウンロード後のコンテンツの流れ）
次に図２４を参照しながら，本実施の形態にかかる情報配信システムによりダウンロード
したコンテンツのその後の流れについて説明する。
【０１９５】
図２４に示すように，本システムによれば，キオスク端末（情報配信装置）４００から一
旦メモリスティックのような記憶媒体にパッケージ化されたコンテンツはダウンロードさ
れる。パッケージ内には，コンテンツの利用条件に関する情報も含まれており，この条件
に従って，ダウンロード後のコンテンツの処理方法が決定される。
【０１９６】
通常は，メモリスティックなどの記憶媒体１８２からパーソナルコンピュータなどの端末
装置１９０にコンテンツをインポートする。そして，端末装置１９０から再び再生機能を
有する携帯機器１９２，１９４，１９６にコンテンツをチェックアウトすることが可能で
ある。チェックアウトの回数は，著作権保護のために，制限されており，図示の例では，
３回のチェックアウトが許可されている。したがって，３種類の携帯機器１９２，１９４
，１９６に対してダウンロードしたコンテンツをコピーすることが可能である。
【０１９７】
チェックアウト回数を超えて，上記携帯機器１９２，１９４，１９６以外の再生装置にコ
ンテンツをコピーしたい場合には，いずれかの携帯機器１９２，１９４，１９６から一旦
コンテンツをパーソナルコンピュータ１９０にチェックインした後に，許可されたチェッ
クアウトの回数内でコピーすることが可能となる。
【０１９８】
以上説明したように，本実施の形態にかかる情報配信システムによれば，オーサリング時
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点でコンテンツを暗号化しているので，情報配信端末側でのダウンロード時間を短縮し，
情報配信端末側の負荷を軽減することができる。
【０１９９】
本実施の形態にかかる情報配信システムによれば，情報配信端末側では，正規のオーサリ
ング装置で作成したコンテンツしかダウンロードできないように制限をかけているので，
オーサリング後に中身を一部手で書き換えるといったような不正行為を防止できる。また
不正にオーサリングしたコンテンツを情報配信端末に持ってきてもそのコンテンツをダウ
ンロードすることができない。
【０２００】
本実施の形態にかかる情報配信システムによれば，正規のコンテンツであっても，単純に
記憶媒体にコピーしただけでは再生可能にはならない。再生可能にするには，情報提供装
置側において外部認証および内部認証が必要となるため，不正コピーを防止できる。
【０２０１】
本実施の形態にかかる情報配信システムによれば，正規購入したコンテンツファイルは何
回でもダウンロード可能であり，また正規にダウンロードしたコンテンツファイルをＰＣ
に移動させ，ＰＣと他の装置との間でチェックアウト／チェックインすることができる。
【０２０２】
本実施の形態にかかる情報配信システムによれば，楽曲ファイルなどのメインコンテンツ
以外にも，ジャケット写真等の付随データもメインコンテンツに関連付けて処理すること
ができる。
【０２０３】
以上，添付図面を参照しながら本発明にかかる情報配信システム等の好適な実施形態につ
いて説明したが本発明はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば
，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において，各種の変更例または修正例
に想到し得ることは明らかであるが，それらについても当然に本発明の技術的範囲に属す
るものと了解される。
【０２０４】
例えば，上記実施形態においては，本発明にかかる情報配信システム等の好適な実施形態
として，当該システムを音楽データを配信用コンテンツとして配信するシステムに適用し
た場合について説明したが，本発明はかかる例に限定されない。例えば，当該システムは
，音楽データ以外にも，画像（静止画および動画を含む）データ，ゲームプログラムなど
の様々なコンテンツデータをネットワークを介してユーザに対して配信する情報配信シス
テムにも適用可能であることはいうまでもない。
【０２０５】
【発明の効果】
以上説明したように，本発明によれば，不正なコピーを有効に防止して楽曲データなどの
配信することが可能な情報配信システムを構築できる。すなわち，本発明によれば，オー
サリング時の不正操作，配信時の不正操作，情報配信端末の不正操作，ダウンロード時の
不正操作を有効に防止することが可能である。さらに，本発明によれば，オーサリング時
に圧縮および暗号化を行うので，ダウンロードに時間がかからない情報配信システムを構
築することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の概略構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００のコンテンツホルダ１２
０の概略構成を示すブロック図である。
【図３】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００のコンテンツアグリゲー
タ２００の概略構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００のオーサリングスタジオ
３００の概略構成を示すブロック図である。
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【図５】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００におけるオーサリングス
タジオ３００ののオーサリング部３１０の概略構成を示すブロック図である。
【図６】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００のオーサリングシステム
におけるオーサリング装置３１６とオーサリング鍵生成装置１６０との関係の概略構成を
示すブロック図である。
【図７】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００のオーサリングシステム
の構築例を示すブロック図である。
【図８】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００の
概略構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報提供部４２０の概
略構成を示すブロック図である。
【図１０】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報提供部４２０の
外部認証部４２２の概略構成を示すブロック図である。
【図１１】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報提供部４２０の
内部認証部４２４概略構成を示すブロック図である。
【図１２】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
のシステム構成例を示すブロック図である。
【図１３】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
において行われる外部認証（ローカル）の一例を示すブロック図である。
【図１４】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
において行われる外部認証（リモート）の一例を示すブロック図である。
【図１５】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
において行われる外部認証（セミローカル）の一例を示すブロック図である。
【図１６】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００のオーサリング鍵生成
工程を示すフローチャートである。
【図１７】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００のオーサリング鍵生成
工程を示す説明図である。
【図１８】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００のオーサリング工程を
示すフローチャートである。
【図１９】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の配信対象である暗号
化コンテンツ（Ｅ（Ｋｃ，Ｃｏｎｔｅｎｔ）），ルート鍵で暗号化されたコンテンツ鍵（
ＥＫｃ）およびコンテンツ使用可能化鍵（ＥＫＢ）の構成を示す説明図である。
【図２０】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
における情報配信工程を示すフローチャートである。
【図２１】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
におけるコンテンツ復号工程を示すフローチャートである。
【図２２】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
におけるパッケージのダウンロード工程を示すフローチャートである。
【図２３】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
における複数のパッケージを一括してダウンロードするダウンロード工程を示すフローチ
ャートである。
【図２４】本発明の実施の一形態にかかる情報配信システム１００の情報配信端末４００
において一旦ダウンロードしたコンテンツのその後の処理について示す説明図である。
【符号の説明】
１００　　情報配信システム
１２０　　コンテンツホルダ
１４０　　コンテンツ流通部
１６０　　鍵管理装置（オーサリング鍵生成装置）
１８０　　ユーザ
２００　　コンテンツアグリゲータ
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３００　　オーサリングスタジオ
４００　　情報配信端末（キオスク端末）
５００　　認証サーバ
６００　　ネットワーク

【図１】 【図２】
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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】
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