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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを利用するライセンスを提供するライセンスサーバと、
　前記ライセンスサーバから提供されたライセンスに基づき、コンテンツを利用する端末
と
　を備える情報処理システムにおいて、
　前記ライセンスサーバは、
　　前記端末にライセンス照会要求を送信する第１の送信手段
　を有し、
　前記端末は、
　　ライセンスを記憶する記憶手段と、
　　前記ライセンスサーバからライセンス照会要求を受信する受信手段と、
　前記受信手段がライセンス照会要求を受信すると、前記ライセンス照会要求に含まれる
ライセンス識別情報が、前記記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、
一部又は完全に重複するかどうかを判定する判定手段と、
　　前記判定手段により、前記ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、前
記記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複すると
判定されたとき、前記ライセンスサーバに要求されるライセンスが既に有するライセンス
と重複する旨のライセンス重複を、前記ライセンスサーバへ送信する第２の送信手段と
　を有する



(2) JP 4343542 B2 2009.10.14

10

20

30

40

50

　ことを特徴とする情報処理システム。
【請求項２】
　ライセンスサーバから提供されたライセンスに基づき、コンテンツを利用する情報処理
装置において、
　ライセンスを記憶する記憶手段と、
　前記ライセンスサーバからライセンス照会要求を受信する受信手段と、
　前記受信手段がライセンス照会要求を受信すると、前記ライセンス照会要求に含まれる
ライセンス識別情報が、前記記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、
一部又は完全に重複するかどうかを判定する判定手段と、
　前記判定手段により、前記ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、前記
記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複すると判
定されたとき、前記ライセンスサーバに要求されるライセンスが既に有するライセンスと
重複する旨のライセンス重複を、前記ライセンスサーバへ送信する送信手段と
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　前記送信手段は、ユーザの操作に応じて、ライセンスの購入要求メッセージを前記ライ
センスサーバに送信し、
　前記判定手段は、前記送信手段が前記ライセンスサーバに対してライセンスの購入要求
メッセージを送信する前、または送信した後に、判定する
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記送信手段が前記ライセンス重複を送信する場合に、既に有するライセンスと重複す
るライセンスを購入するかどうかを確認するメッセージを表示する表示手段をさらに備え
る
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記ライセンス識別情報は、コンテンツ識別情報と利用規則情報とを含む
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示手段は、どのような重複が生じているのかを報知するメッセージを、さらに表
示する
　ことを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　ライセンスサーバから提供されたライセンスに基づき、コンテンツを利用する情報処理
装置の情報処理方法において、
　前記情報処理装置は、ライセンスを記憶する記憶手段を有し、
　前記情報処理装置の受信手段が、前記ライセンスサーバからライセンス照会要求を受信
する受信ステップと、
　前記情報処理装置の判定手段が、前記ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情
報が、前記記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重
複するかどうかを判定する判定ステップと、
　前記情報処理装置の送信手段が、前記ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情
報が、前記記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重
複すると判定されたとき、前記ライセンスサーバに要求されるライセンスが既に有するラ
イセンスと重複する旨のライセンス重複を、前記ライセンスサーバへ送信する送信ステッ
プと
　を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　ライセンスサーバから提供されたライセンスに基づき、コンテンツを利用する情報処理
を、情報処理装置のコンピュータに行わせるプログラムにおいて、
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　前記情報処理装置は、ライセンスを記憶する記憶手段を有し、
　前記ライセンスサーバからライセンス照会要求を受信する受信ステップと、
　前記ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、前記記憶手段に記憶された
ライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複するかどうかを判定する判定ス
テップと、
　前記ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、前記記憶手段に記憶された
ライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複すると判定されたとき、前記ラ
イセンスサーバに要求されるライセンスが既に有するライセンスと重複する旨のライセン
ス重複を、前記ライセンスサーバへ送信する送信ステップと
　を備える処理を、情報処理装置のコンピュータに行わせることを特徴とするプログラム
。
【請求項９】
　ライセンスサーバから提供されたライセンスに基づき、コンテンツを利用する情報処理
を、情報処理装置のコンピュータに行わせるプログラムが記録されている記録媒体におい
て、
　前記情報処理装置は、ライセンスを記憶する記憶手段を有し、
　前記ライセンスサーバからライセンス照会要求を受信する受信ステップと、
　前記ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、前記記憶手段に記憶された
ライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複するかどうかを判定する判定ス
テップと、
　前記ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、前記記憶手段に記憶された
ライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複すると判定されたとき、前記ラ
イセンスサーバに要求されるライセンスが既に有するライセンスと重複する旨のライセン
ス重複を、前記ライセンスサーバへ送信する送信ステップと
　を備える処理を、情報処理装置のコンピュータに行わせることを特徴とするプログラム
が記録されている
　ことを特徴とする記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理システム、情報処理装置および情報処理方法、並びにプログラムおよ
び記録媒体に関し、特に、コンテンツの利用に必要なライセンスの重複購入を防止するこ
とができるようにする情報処理システム、情報処理装置および情報処理方法、並びにプロ
グラムおよび記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、インターネットを介して、ユーザが、自分自身が保持している音楽データを他のユ
ーザに提供し、自分自身が保持していない音楽データを他のユーザから提供を受けるよう
にして、複数のユーザが無料で音楽データを交換しあうシステムが実現されている。
【０００３】
このようなシステムでは、理論的には、１つの音楽その他のコンテンツが存在すれば、他
の全てのユーザが、それを利用することが可能となり、多くのユーザがコンテンツを購入
しなくなる。従って、コンテンツに関する著作権者は、著作物としてのコンテンツが売れ
ないため、著作物の販売に伴い、本来受け取ることが可能な著作物の利用に対するロイヤ
リティ（ライセンス料）を受け取る機会を失うことになる。
【０００４】
このため、コンテンツの流通を妨げることなく、不正に利用されることを防止することが
、社会的に要請されている。
【０００５】
そこで、本件出願人は、コンテンツを利用するライセンスを提供するライセンスサーバと
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、ライセンスサーバにライセンスを要求して取得し、そのライセンスに基づき、コンテン
ツを利用するクライアントとについて、コンテンツが不正に利用されるのを防止するコン
テンツおよびライセンスの提供方法、並びにコンテンツの利用方法を、先に提案している
（例えば、特許文献１）。
【０００６】
【特許文献１】
特開2002-359616号公報。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、ライセンスには、コンテンツの利用形態などに応じて種々の種類のものがある
。即ち、例えば、あるコンテンツについては、そのコンテンツの再生回数や再生期間を制
限したライセンスがある。
【０００８】
従って、コンテンツを利用するクライアントのユーザは、あるコンテンツについて、例え
ば、再生回数が制限されているライセンスを購入した場合、そのライセンスによって許さ
れている再生回数だけ、コンテンツの再生を行ったときは、その後にコンテンツの再生を
行うには、そのコンテンツについて、新たなライセンスを購入しなければならない。
【０００９】
このため、クライアントのユーザは、誤って、重複するライセンスを購入してしまうこと
がある。即ち、例えば、クライアントのユーザが、あるコンテンツＣについて、所定回数
の再生が許されるライセンスＬ１を有しており、そのライセンスＬ１による再生回数が残
っている場合に、ユーザがライセンスＬ１による再生回数が残っていないものと勘違いし
て、コンテンツＣについて、所定回数の再生が許されるライセンスＬ２を新たに購入して
しまうことがある。
【００１０】
この場合、ライセンスＬ１による再生回数は、まだ残っており、ユーザは、そのライセン
スＬ１によって、コンテンツＣを再生することができるのにもかかわらず、そのライセン
スＬ１と重複するライセンスＬ２を購入することにより、いわば不要なライセンスの購入
費用を出費することとなる。
【００１１】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、ライセンスの重複購入を防止す
ることができるようにするものである。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明の情報処理システムは、ライセンスサーバは、端末にライセンス照会要求を送信
する第１の送信手段を有し、端末は、ライセンスを記憶する記憶手段と、ライセンスサー
バからライセンス照会要求を受信する受信手段と、受信手段がライセンス照会要求を受信
すると、ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたラ
イセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複するかどうかを判定する判定手段
と、判定手段により、ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に
記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複すると判定されたと
き、ライセンスサーバに要求されるライセンスが既に有するライセンスと重複する旨のラ
イセンス重複を、ライセンスサーバへ送信する第２の送信手段とを有することを特徴とす
る。
【００１３】
　本発明の情報処理装置は、ライセンスを記憶する記憶手段と、ライセンスサーバからラ
イセンス照会要求を受信する受信手段と、受信手段がライセンス照会要求を受信すると、
ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセンス
のライセンス識別情報と、一部又は完全に重複するかどうかを判定する判定手段と、判定
手段により、ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶され
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たライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複すると判定されたとき、ライ
センスサーバに要求されるライセンスが既に有するライセンスと重複する旨のライセンス
重複を、ライセンスサーバへ送信する送信手段とを備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明の情報処理方法は、情報処理装置は、ライセンスを記憶する記憶手段を有し、情
報処理装置の受信手段が、ライセンスサーバからライセンス照会要求を受信する受信ステ
ップと、情報処理装置の判定手段が、ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報
が、記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複する
かどうかを判定する判定ステップと、情報処理装置の送信手段が、ライセンス照会要求に
含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報
と、一部又は完全に重複すると判定されたとき、ライセンスサーバに要求されるライセン
スが既に有するライセンスと重複する旨のライセンス重複を、ライセンスサーバへ送信す
る送信ステップとを備えることを特徴とする。
【００１５】
　本発明のプログラムは、情報処理装置は、ライセンスを記憶する記憶手段を有し、ライ
センスサーバからライセンス照会要求を受信する受信ステップと、ライセンス照会要求に
含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報
と、一部又は完全に重複するかどうかを判定する判定ステップと、ライセンス照会要求に
含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報
と、一部又は完全に重複すると判定されたとき、ライセンスサーバに要求されるライセン
スが既に有するライセンスと重複する旨のライセンス重複を、ライセンスサーバへ送信す
る送信ステップとを備える処理を、情報処理装置のコンピュータに行わせることを特徴と
する。
【００１６】
　本発明の記録媒体は、情報処理装置は、ライセンスを記憶する記憶手段を有し、ライセ
ンスサーバからライセンス照会要求を受信する受信ステップと、ライセンス照会要求に含
まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と
、一部又は完全に重複するかどうかを判定する判定ステップと、ライセンス照会要求に含
まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と
、一部又は完全に重複すると判定されたとき、ライセンスサーバに要求されるライセンス
が既に有するライセンスと重複する旨のライセンス重複を、ライセンスサーバへ送信する
送信ステップとを備える処理を、情報処理装置のコンピュータに行わせることを特徴とす
るプログラムが記録されていることを特徴とする。
【００２５】
　本発明の情報処理システムにおいては、ライセンスサーバにおいて、端末にライセンス
照会要求が送信され、端末において、ライセンスサーバからライセンス照会要求を受信す
ると、ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライ
センスのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複するかどうかが判定される。そして
、ライセンス照会要求に含まれるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセン
スのライセンス識別情報と、一部又は完全に重複すると判定されたとき、ライセンスサー
バに要求されるライセンスが既に有するライセンスと重複する旨のライセンス重複が、ラ
イセンスサーバへ送信される。
【００２６】
　本発明の情報処理装置および情報処理方法、並びにプログラムおよび記録媒体において
は、ライセンスサーバからライセンス照会要求を受信すると、ライセンス照会要求に含ま
れるライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、
一部又は完全に重複するかどうかが判定される。そして、ライセンス照会要求に含まれる
ライセンス識別情報が、記憶手段に記憶されたライセンスのライセンス識別情報と、一部
又は完全に重複すると判定されたとき、ライセンスサーバに要求されるライセンスが既に
有するライセンスと重複する旨のライセンス重複が、ライセンスサーバへ送信される。
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【００２９】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明を適用したコンテンツ提供システムの構成例を示している。
【００３０】
インターネット２には、クライアント１－１，１－２（以下、これらのクライアントを個
々に区別する必要がない場合、単にクライアント１と称する）が接続されている。この例
においては、クライアントが２台のみ示されているが、インターネット２には、任意の台
数のクライアントが接続される。
【００３１】
また、インターネット２には、クライアント１に対してコンテンツを提供するコンテンツ
サーバ３、コンテンツサーバ３が提供するコンテンツを利用するのに必要なライセンスを
クライアント１に対して提供（販売）するライセンスサーバ４、およびクライアント１が
ライセンスを受け取った（購入した）場合に、そのクライアント１に対して課金処理を行
う課金サーバ５が接続されている。
【００３２】
これらのコンテンツサーバ３、ライセンスサーバ４、および課金サーバ５も、任意の台数
、インターネット２に接続される。
【００３３】
なお、クライアント１は、パーソナルコンピュータで構成することができることは勿論、
例えば、携帯電話機その他のPDA(Personal Digital Assistant)機器や、AV(Audio Visual
)機器や家電（家庭用電化製品）などのCE（Consumer Electronics）機器などで構成する
こともできる。即ち、クライアント１としては、インターネット２等を介した通信を行う
ことができるあらゆる装置を採用することができる。
【００３４】
図２はクライアント１のハードウェア構成例を表している。図２においては、クライアン
ト１は、例えばコンピュータをベースに構成されている。
【００３５】
CPU（Central Processing Unit）２１は、ROM（Read Only Memory）２２に記憶されてい
るプログラム、または記憶部２８からRAM（Random Access Memory）２３にロードされた
プログラムに従って各種の処理を実行する。タイマ２０は、計時動作を行い、時刻情報を
CPU２１に供給する。RAM２３にはまた、CPU２１が各種の処理を実行する上において必要
なデータなども適宜記憶される。
【００３６】
暗号化復号部２４は、コンテンツデータを暗号化するとともに、既に暗号化されているコ
ンテンツデータを復号する処理を行う。コーデック部２５は、例えば、ATRAC（Adaptive 
Transform Acoustic Coding）３方式などでコンテンツデータをエンコードし、入出力イ
ンタフェース３２を介してドライブ３０に接続されている半導体メモリ４４に供給し、記
録させる。あるいはまた、コーデック部２５は、ドライブ３０を介して半導体メモリ４４
より読み出した、エンコードされているデータをデコードする。
【００３７】
半導体メモリ４４は、例えば、メモリスティック（商標）などにより構成される。
【００３８】
CPU２１、ROM２２、RAM２３、暗号化復号部２４、およびコーデック部２５は、バス３１
を介して相互に接続されている。このバス３１にはまた、入出力インタフェース３２も接
続されている。
【００３９】
入出力インタフェース３２には、キーボード、マウスなどよりなる入力部２６、CRT（Cat
hode Ray Tube）、LCD（Liquid Crystal Display）などよりなるディスプレイ、並びにス
ピーカなどよりなる出力部２７、ハードディスクなどより構成される記憶部２８、モデム
、ターミナルアダプタなどより構成される通信部２９が接続されている。通信部２９は、
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インターネット２を介しての通信処理を行う。通信部２９はまた、他のクライアントとの
間で、アナログ信号またはデジタル信号の通信処理を行う。
【００４０】
入出力インタフェース３２にはまた、必要に応じてドライブ３０が接続され、磁気ディス
ク４１、光ディスク４２、光磁気ディスク４３、或いは半導体メモリ４４などが適宜装着
され、それらから読み出されたコンピュータプログラムが、必要に応じて記憶部２８にイ
ンストールされる。
【００４１】
なお、図示は省略するが、コンテンツサーバ３、ライセンスサーバ４、課金サーバ５も、
図２に示したクライアント１と基本的に同様の構成を有するコンピュータにより構成され
る。そこで、以下の説明においては、図２の構成は、コンテンツサーバ３、ライセンスサ
ーバ４、課金サーバ５などの構成としても引用される。
【００４２】
ここで、CPU２１が、各種のプログラムを実行することにより、図２のコンピュータは、
クライアント１、コンテンツサーバ３、ライセンスサーバ４、または課金サーバ５として
機能することとなる。
【００４３】
この場合、プログラムは、図２のコンピュータに内蔵されている記録媒体としてのROM２
２や記憶部２８に予め記録しておくことができる。
【００４４】
あるいはまた、プログラムは、磁気ディスク４１や、光ディスク４２、光磁気ディスク４
３、半導体メモリ４４などのリムーバブル記録媒体に、一時的あるいは永続的に格納（記
録）し、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することができる。
【００４５】
なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体から図２のコンピュータにイ
ンストールする他、ダウンロードサイトから、ディジタル衛星放送用の人工衛星を介して
、図２のコンピュータに無線で転送したり、LAN(Local Area Network)、インターネット
２といったネットワークを介して、図２のコンピュータに有線で転送してインストールす
ることもできる。
【００４６】
次に、図３のフローチャートを参照して、クライアント１がコンテンツサーバ３からコン
テンツの提供を受けるときに行うダウンロード処理について説明する。
【００４７】
ユーザが、入力部２６を操作することでコンテンツサーバ３に対するアクセスを指令する
と、CPU２１は、ステップＳ１において、通信部２９を制御し、インターネット２を介し
てコンテンツサーバ３にアクセスさせ、ステップＳ２に進む。ステップＳ２において、ユ
ーザが、入力部２６を操作して、提供を受けるコンテンツを指定すると、CPU２１は、こ
の指定情報を受け取り、通信部２９から、インターネット２を介してコンテンツサーバ３
に、指定されたコンテンツを通知し、ステップＳ３に進む。図４のフローチャートを参照
して後述するように、クライアント１から通知を受けたコンテンツサーバ３は、暗号化さ
れたコンテンツデータを送信してくるので、ステップＳ３において、CPU２１は、通信部
２９を介して、このコンテンツデータを受信し、ステップＳ４に進む。ステップＳ４では
、CPU２１は、ステップＳ３で受信した暗号化されているコンテンツデータを記憶部２８
に保存する、例えばハードディスクに供給して記憶させ、ダウンロード処理を終了する。
【００４８】
なお、コンテンツサーバ３が提供するコンテンツは、例えば、画像（動画、静止画）、音
声、コンピュータグラフィックス、コンピュータプログラム、テキスト、メタデータその
他の付加情報などの任意のデータから構成される。
【００４９】
次に、図４のフローチャートを参照し、クライアント１による図３のダウンロード処理に
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対応して、コンテンツサーバ３が行うコンテンツ提供処理について説明する。なお、以下
の説明において、図２のクライアント１の構成は、コンテンツサーバ３の構成としても引
用される。
【００５０】
コンテンツサーバ３のCPU２１は、インターネット２から通信部２９を介してクライアン
ト１よりアクセスを受けるまで待機し、アクセスを受けると、コンテンツ提供処理を開始
する。
【００５１】
即ち、コンテンツ提供処理では、まず最初に、ステップＳ２１において、コンテンツサー
バ３のCPU２１は、クライアント１から送信されてくるコンテンツを指定する指定情報を
取り込み（受信し）、ステップＳ２２に進む。この指定情報は、クライアント１が、図３
のステップＳ２においてコンテンツサーバ３に通知する情報である。
【００５２】
ステップＳ２２において、コンテンツサーバ３のCPU２１は、記憶部２８に記憶されてい
るコンテンツデータの中から、ステップＳ２１の処理で取り込まれた指定情報で指定され
たコンテンツを読み出し、ステップＳ２３に進む。CPU２１は、ステップＳ２３において
、記憶部２８から読み出されたコンテンツデータを、暗号化復号部２４に供給し、所定の
コンテンツキーKcを用いて暗号化させる。
【００５３】
記憶部２８に記憶されているコンテンツデータは、コーデック部２５により、既にATRAC
３方式によりエンコードされているので、このエンコードされているコンテンツデータが
暗号化されることになる。
【００５４】
なお、もちろん、記憶部２８に予め暗号化した状態でコンテンツデータを記憶させること
ができる。この場合には、ステップＳ２３の処理は省略することが可能である。
【００５５】
次に、ステップＳ２３からＳ２４に進み、コンテンツサーバ３のCPU２１は、暗号化した
コンテンツデータにヘッダ情報を付加し、ヘッダ情報付きのコンテンツデータを構成し、
ステップＳ２５に進む。ステップＳ２５では、コンテンツサーバ３のCPU２１は、ステッ
プＳ２４で構成したヘッダ情報付きのコンテンツデータを、通信部２９から、インターネ
ット２を介して、アクセスしてきたクライアント１に送信し、コンテンツ提供処理を終了
する。
【００５６】
図５は、図４のコンテンツ提供処理において、コンテンツサーバ３からクライアント１に
提供（送信）されるヘッダ情報付きのコンテンツデータのフォーマットを表している。ヘ
ッダ情報付きのコンテンツデータは、ヘッダ部（Header）とデータ部（Data）とにより構
成される。
【００５７】
ヘッダ部には、ヘッダ情報が配置され、データ部には、暗号化されたコンテンツが配置さ
れる。
【００５８】
ヘッダ情報は、コンテンツ情報（Content information）、デジタル権利管理情報（DRM（
Digital Right Management） information ）、暗号化キーＫK（ＫC）から構成される。
【００５９】
コンテンツ情報には、データ部に配置されているコンテンツ（データ）を識別するための
識別情報としてのコンテンツID（CID）、そのコンテンツのコーデック(Codec)の方式など
の情報が含まれている。
【００６０】
デジタル権利管理情報には、コンテンツの利用状態（Usage status）と、URL（Uniform R
esource Locator）が配置されている。ここで、ディジタル権利管理情報におけるコンテ
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ンツの利用状態としては、例えば、コンテンツの再生回数やコピー回数などが記述される
。従って、例えば、利用状態としての再生回数は、クライアント１にコンテンツがダウン
ロードされた直後においては、０回になっており、その後、クライアント１においてコン
テンツの再生が行われるごとに１ずつインクリメントされていく。ディジタル権利管理情
報におけるURLは、データ部に配置されたコンテンツを利用するのに必要なライセンスを
取得するときアクセスするアドレス情報であり、例えば、図１のライセンスサーバ４のホ
スト名を含むものとなっている。
【００６１】
暗号化キーＫK（Ｋc）は、データ部に配置されたコンテンツの暗号化を解除（復号）する
ためのコンテンツキーＫcを暗号化したものである。従って、暗号化キーＫK（Ｋc）を復
号し、コンテンツキーＫcを得て、さらに、そのコンテンツキーＫcを用いて、データ部に
配置されたコンテンツを復号することにより、そのコンテンツを視聴することができる。
【００６２】
図１のコンテンツ提供システムにおいて、クライアント１は、コンテンツサーバ３からコ
ンテンツを、無料で、自由に取得することができる。従って、コンテンツそのものは、大
量に配布される。しかしながら、クライアント１は、取得したコンテンツを利用する場合
、そのコンテンツの利用に必要なライセンスを保持している必要がある。
【００６３】
そこで、図６のフローチャートを参照して、クライアント１がコンテンツを再生する場合
に行われる再生処理について説明する。
【００６４】
再生処理は、例えば、図３のダウンロード処理によって、記憶部２８に記憶されたコンテ
ンツの中から、ユーザが視聴しようとするコンテンツを入力部２６を操作することにより
指示した場合に開始される。
【００６５】
再生処理では、ステップＳ４１において、クライアント１のCPU２１は、ユーザが入力部
２６を操作することで指示したコンテンツのコンテンツIDを取得する。ここで、コンテン
ツIDは、例えば、コンテンツのタイトルや、各コンテンツ毎に付与されている番号などに
より構成される。なお、ここでは、コンテンツIDは、ユニークなものであるとする。
【００６６】
さらに、ステップＳ４１では、CPU２１は、ユーザから指示されたコンテンツの利用に必
要なライセンス（のデータ）を、例えば、記憶部２８から検索し、ステップＳ４２に進む
。即ち、クライアント１のCPU２１は、後述するように、ライセンスサーバ４からライセ
ンスを取得（購入）すると、そのライセンス（のデータ）を、記憶部２８に記憶させる。
このため、ステップＳ４１において、CPU２１は、ユーザから指示されたコンテンツの利
用に必要なライセンスを、記憶部２８から検索する。なお、後述するように、ライセンス
には、そのライセンスによって利用可能なコンテンツのコンテンツIDが含まれており、CP
U２１は、ステップＳ４１において、ユーザから指示されたコンテンツのコンテンツIDと
同一のコンテンツIDを含むライセンスを、記憶部２８から検索する。
【００６７】
そして、ステップＳ４２において、CPU２１は、ユーザから指示されたコンテンツの利用
に必要なライセンスが取得されているかどうか、即ち、ステップＳ４１での検索の結果、
ユーザから指示されたコンテンツの利用に必要なライセンスを検出することができたかど
うかを判定する。ステップＳ４２において、ユーザから指示されたコンテンツの利用に必
要なライセンスが取得されていないと判定された場合、即ち、ユーザから指示されたコン
テンツのコンテンツIDを含むライセンスが、記憶部２８に記憶されていない場合、ステッ
プＳ４３に進み、CPU２１は、出力部２７のディスプレイに、例えば、コンテンツの利用
に必要なライセンスがない旨のメッセージを表示させ、再生処理を終了する。
【００６８】
従って、この場合、コンテンツは再生されず、クライアント１のユーザは、コンテンツを
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視聴することができない。
【００６９】
一方、ステップＳ４２において、ライセンスが既に取得されていると判定された場合、即
ち、ユーザから指示されたコンテンツのコンテンツIDを含むライセンスが、記憶部２８に
記憶されている場合、ステップＳ４４に進み、クライアント１のCPU２１は、そのライセ
ンスが有効なものであるかどうかを判定する。
【００７０】
ステップＳ４４において、記憶部２８に記憶されているライセンスが有効なものでないと
判定されたとき、即ち、記憶部２８に記憶されているライセンスにおいて、例えば、コン
テンツの再生を許可する期間が規定されている場合に、タイマ２０により計時されている
現在日時が、ライセンスで規定されている期間内の日時ではないとき、ステップＳ４５に
進み、CPU２１は、出力部２７のディスプレイに、例えば、ライセンスが有効でない旨の
メッセージを表示させ、再生処理を終了する。
【００７１】
従って、この場合も、コンテンツは再生されず、クライアント１のユーザは、コンテンツ
を視聴することができない。
【００７２】
一方、ステップＳ４４において、記憶部２８に記憶されているライセンスが有効なもので
あると判定されたとき、ステップＳ４６に進み、CPU２１は、ユーザから指示されたコン
テンツを、記憶部２８から読み出して、RAM２３に格納し、ステップＳ４７に進む。ステ
ップＳ４７では、CPU２１は、RAM２３に記憶されたコンテンツのヘッダ部における暗号化
キーＫK（Ｋc）を、そのコンテンツのライセンスに基づいて、いわゆる平文のコンテンツ
キーＫcに復号する。さらに、ステップＳ４７では、CPU２１は、復号したコンテンツキー
Ｋcと、RAM２３に記憶されたコンテンツとを、暗号化復号部２４に供給し、コンテンツキ
ーKcを用いて、コンテンツを復号させる。
【００７３】
そして、ステップＳ４７からＳ４８に進み、CPU２１は、暗号化復号部２４により復号さ
れたコンテンツデータを、入出力インタフェース３２から出力部２７に供給し、ディスプ
レイに表示させ、あるいは、スピーカから出力させて、再生処理を終了する。
【００７４】
図６の再生処理によれば、クライアント１がコンテンツのライセンスを有していない場合
や、有していても、そのライセンスが有効でない場合には、そのコンテンツの再生は行わ
れない。この場合、コンテンツの再生を行うには、クライアント１においてライセンスを
取得する必要がある。
【００７５】
そこで、クライアント１では、例えば、ユーザの指示（操作）に応じて、ライセンスサー
バ４からライセンスを取得（購入）するライセンス取得処理が行われる。
【００７６】
図７のフローチャートを参照して、クライアント１が行うライセンス取得処理の第１実施
の形態について説明する。
【００７７】
なお、クライアント１は、事前にライセンスサーバ４に登録することにより、ユーザID、
クライアントID、パスワードを取得しておくものとする。ここで、ユーザIDは、クライア
ント１のユーザを識別するためのものである。ユーザIDは、例えば、ユーザごとにユニー
クなものを採用することもできるし、いわゆるハンドルネームのように、ユーザが任意に
決定することも可能である。クライアントIDは、クライアント１を識別するためのもので
あり、ここでは、例えば、ユニークなものであるとする。ユニークなクライアントIDとし
ては、例えば、クライアント１としての装置の製造番号やMAC(Media Access Control)ア
ドレスなどを採用することができる。また、例えば、ライセンスサーバ４においてユニー
クな文字（数字、記号を含む）列を発行し、それを、クライアントIDとして採用すること
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も可能である。なお、ユーザIDやクライアントIDは、クライアント１がパーソナルコンピ
ュータである場合には、そのレジストリ(registry)などに格納しておくようにすることが
可能である。
【００７８】
ライセンス取得処理では、例えば、記憶部２８に記憶されたコンテンツの中から、ユーザ
がライセンスを取得しようとするものを選択すると、クライアント１のCPU２１は、ステ
ップＳ６１において、ユーザが選択したコンテンツのヘッダ部（図５）におけるURLを取
得し、ステップＳ６２に進む。上述したように、このURLは、データ部のコンテンツを利
用するライセンスを取得するときアクセスすべきアドレスを表す。そこで、ステップＳ６
２では、CPU２１は、ステップＳ６１で取得したURLにアクセスする。具体的には、通信部
２９によりインターネット２を介してライセンスサーバ４にアクセスが行われる。このと
き、ライセンスサーバ４は、クライアント１に対して、ユーザID、クライアントID、パス
ワードの入力を要求するライセンス購入初期画面を送信してくるので、CPU２１は、その
ライセンス購入初期画面を受信して、出力部２７のディスプレイに表示させる。ユーザは
、入力部２６を操作して、ライセンス購入初期画面に対し、ユーザID、クライアントID、
およびパスワードを入力する。なお、このユーザID、クライアントID、パスワードは、ク
ライアント１のユーザが、インターネット２を介してライセンスサーバ４にアクセスし、
事前に取得しておいたものである。
【００７９】
CPU２１は、上述したように、ユーザがユーザID、クライアントID、およびパスワードを
入力するのを待って、ステップＳ６２からＳ６３に進み、ライセンス取得処理の開始時に
ユーザが選択したコンテンツのコンテンツIDを取得し、ステップＳ６４に進む。ステップ
Ｓ６４では、CPU２１は、ユーザがライセンス購入初期画面に対して入力したユーザID、
クライアントID、およびパスワードを取得し、ステップＳ６５に進む。ステップＳ６５で
は、CPU２１は、通信部２９を制御し、購入するライセンスを選択するライセンス選択画
面を要求するメッセージに、ステップＳ６３で取得したコンテンツIDと、ステップＳ６４
で取得したユーザID、クライアントID、およびパスワードを含め、インターネット２を介
してライセンスサーバ４に送信する。
【００８０】
後述するように、ライセンス選択画面を要求するメッセージを受信したライセンスサーバ
４は、インターネット２を介し、クライアント１に対して、ライセンス選択画面を送信し
てくるので、クライアント１のCPU２１は、ライセンスサーバ４からライセンス選択画面
が送信されてくるのを待って、ステップＳ６５からＳ６６に進み、そのライセンス選択画
面を受信して表示する。
【００８１】
そして、ステップＳ６６からＳ６７に進み、CPU２１は、ユーザが入力部２６を操作する
ことにより、ライセンス選択画面において購入するライセンスを選択し、そのライセンス
の購入の要求がされるのを待って、そのライセンスの購入を要求するメッセージに、ライ
センスの購入によって利用するコンテンツのコンテンツID（ライセンス取得処理の開始時
にユーザが選択したコンテンツのコンテンツID）を含め、インターネット２を介して、ラ
イセンスサーバ４に送信する。
【００８２】
その後、ステップＳ６７からＳ６８に進み、CPU２１は、ユーザがライセンスを重複して
購入することを防止するための重複購入防止処理を行う。なお、ステップＳ６８の重複購
入防止処理の詳細については、後述する。
【００８３】
ライセンスサーバ４は、ステップＳ６７でクライアント１が送信するライセンスの購入を
要求するメッセージを受信すると、クライアント１のユーザに問題等がない場合には、そ
のライセンスを、インターネット２を介して、クライアント１に送信してくる。そこで、
クライアント１のCPU２１は、ステップＳ６８からＳ６９に進み、ライセンスサーバ４か
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らライセンスが送信されてきたか否かを判定する。ステップＳ６９において、ライセンス
が送信されてきたと判定された場合、ステップＳ７０に進み、クライアント１は、そのラ
イセンスを受信し、記憶部２８に供給して記憶させ、ライセンス取得処理を終了する。こ
の場合、クライアント１において、ライセンスを取得することができたので、そのライセ
ンスを必要とするコンテンツを、そのライセンスで規定されている制限内で利用すること
が可能となる。
【００８４】
一方、ステップＳ６９において、ライセンスサーバ４からライセンスが送信されてこない
と判定された場合、ステップＳ７１に進み、CPU２１は、エラー処理を実行し、具体的に
は、例えば、ライセンスを得ることができなかった旨のメッセージを表示し、ライセンス
取得処理を終了する。この場合、クライアント１において、ライセンスを取得することが
できなかったので、そのライセンスを必要とするコンテンツは利用することができない。
【００８５】
なお、クライアント１では、コンテンツサーバ３からコンテンツを取得する前に、そのコ
ンテンツのライセンスを、ライセンスサーバ４から取得することも可能である。
【００８６】
次に、図８は、ライセンスサーバ４が管理し、クライアント１に提供（販売）されるライ
センス（のデータ）を示している。
【００８７】
図８において、ライセンスは、そのライセンスによって利用可能になるコンテンツのコン
テンツID、そのライセンスによってコンテンツを利用することができる制限または範囲を
表す利用規則(usage rule)、そのライセンスによって利用することができるコンテンツの
暗号化キーＫK（Ｋc）（図５）を復号するのに必要な鍵情報から構成されている。
【００８８】
ここで、ライセンスには、１以上のコンテンツIDが含まれる。即ち、ライセンスは、１つ
のコンテンツに対して１つだけ与えられる場合、複数のコンテンツに対して１つだけ与え
られる場合、１つのコンテンツに対して複数与えられる場合がある。１つのコンテンツに
対して１つのライセンスが与えられる場合には、そのライセンスには、対応する１つのコ
ンテンツのコンテンツIDが配置される。また、１つのコンテンツに対して複数のライセン
スが与えられる場合、即ち、１つのコンテンツを利用するのに、複数のライセンスが必要
な場合、その複数のライセンスそれぞれには、対応する１つのコンテンツのコンテンツID
が配置される。さらに、複数のコンテンツに対して１つのライセンスが与えられる場合、
即ち、複数のコンテンツを利用するのに、１つのライセンスがあれば足りる場合、その１
つのライセンスには、対応する複数のコンテンツそれぞれのコンテンツIDが配置される。
【００８９】
利用規則には、ライセンスによってコンテンツを利用するときの様々な制限を記述するこ
とができる。図８のライセンスにおいては、利用規則として、視聴期間／回数、視聴可能
範囲、コピー制限、視聴可能地域、拡張制限の６つの項目が設けられている。
【００９０】
視聴期間／回数は、コンテンツを利用することができる期間（絶対的な日時によって指定
される期間であっても良いし、ライセンスの取得日時等を基準とする相対的な期間であっ
ても良い）や、コンテンツを利用することができる回数を規定する。
【００９１】
視聴可能範囲は、利用することができるコンテンツの部分（範囲）を、例えば、コンテン
ツに付随するタイムコードなどによって規定する。視聴可能範囲が、あるタイムコードの
範囲に規定されているライセンスでは、コンテンツは、その視聴可能範囲で規定されてい
る範囲しか利用することができない。従って、この場合、コンテンツのすべてを利用する
には、視聴可能範囲がコンテンツの全範囲となるように、複数のライセンスを取得しなけ
ればならない。なお、このような場合が、１つのコンテンツを利用するのに、複数のライ
センスが必要な場合に該当する。
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【００９２】
コピー制限は、コンテンツのコピー（チェックアウト）に関する制限を規定する。コピー
に関する制限としては、例えば、コピー先や、コピー回数、コピー品質の制限などがある
。コピー先は、コンテンツのコピーを許可または禁止するコピー先の機器等を規定する。
コピー回数は、コンテンツをコピーすることができる回数を規定する。コピー先が０回と
されている場合には、コンテンツをコピーすることはできない。コピー品質は、コピーす
るときのコンテンツの品質を規定する。コンテンツの品質としては、例えば、コンテンツ
をアナログ出力またはディジタル出力のうちのいずれかによってコピーしたときの品質を
採用することができる。
【００９３】
ここで、コピー先の機器等としては、内蔵HDD(Hard Disk Drive)、ポータブルデバイス(P
ortable Device)、ポータブルメディア(Portable Media)、iLink(IEEE(Institute of Ele
ctrical and Electronics Engineers)1394)、家庭内ネットワーク、アナログ出力、ディ
ジタル出力、USB(Universal Serial Bus)などがある。また、内蔵HDD、アナログ出力、US
Bは、ノンセキュア(non secured)であるが、ポータブルデバイス、ポータブルメディア、
iLink、家庭内ネットワーク、ディジタル出力は、ノンセキュアなものと、セキュア(secu
red)なものがある。セキュアなポータブルデバイスとしては、例えば、net-MD(Mini Disc
)（商標）プレーヤがあり、ノンセキュアなポータブルデバイスとしては、例えば、MP3(M
PEG(Moving Picture Experts Group)-1 Audio Layer 3)プレーヤがある。また、セキュア
なポータブルメディアとしては、例えば、net-MDがあり、ノンセキュアなポータブルメデ
ィアとしては、例えば、CD-R(Compact Disc Recordable)がある。さらに、セキュアなiLi
nkとしては、例えば、DTCP(Digital Transmission Content Protection)がある。また、
ディジタル出力としては、例えば、DVI(Digital Visual Interface)があり、そのノンセ
キュアなものとしては、例えば、光オーディオ出力がある。
【００９４】
視聴可能地域は、コンテンツを利用することができる国などの地域を規定する。
【００９５】
拡張制限は、コンテンツを利用するときのその他の制限を規定する。拡張制限においては
、例えば、コンテンツを同時に視聴する人数（例えば、一人でのみ視聴することができる
とか、所定の人数まで同時に視聴することができるなど）や、コンテンツを利用すること
ができる時間帯（例えば、日中のある時間帯だけ利用することができるなど）などを規定
することができる。
【００９６】
ここで、図８に示したライセンスにおいては、例えば、コンテンツIDと利用規則によって
、そのライセンスを識別するユニークなライセンスID(License ID)が構成されている。従
って、ある２つのライセンスにおけるコンテンツIDおよび利用規則どうしが一致する場合
、その２つのライセンスは、同一のライセンスである。なお、ライセンスには、そのコン
テンツIDおよび利用規則の部分が異なるごとに、そのコンテンツIDおよび利用規則とは別
のユニークなライセンスIDを含めるようにすることが可能である。
【００９７】
以上のように、利用規則には、ライセンスによってコンテンツを利用するときの様々な制
限を記述することができるので、ライセンスどうしの間には種々の重複が生じることがあ
る。
【００９８】
まず、ライセンスの重複は、同一のコンテンツIDを含むライセンスどうしの間で生じうる
。即ち、ある２つのライセンスそれぞれに含まれるコンテンツIDが異なる場合には、その
２つのライセンスは、異なるコンテンツを利用するのに必要なものであるから、ライセン
スの重複は生じない。従って、ライセンスの重複が生じるのは、ある２つのライセンスが
、同一のコンテンツIDを含む場合だけである。
【００９９】
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さらに、ライセンスの重複には、種々の態様がある。
【０１００】
即ち、ライセンスの重複には、大きく分けて、ライセンスが完全に重複する場合と、ライ
センスの一部が重複する場合とがある。
【０１０１】
ライセンスが完全に重複する場合とは、ある２つのライセンスにおいて、それぞれの利用
規則が完全に一致する場合である。
【０１０２】
ライセンスの一部が重複する場合とは、ある２つのライセンスにおいて、それぞれの利用
規則の一部の項目の内容が一致する場合や、それぞれの利用規則のある項目の内容の一部
が重複する場合を意味する。
【０１０３】
即ち、ある２つのライセンスＬ１とＬ２について、それぞれの利用規則の一部の項目の内
容が一致する場合とは、ライセンスＬ１とＬ２が完全に重複してはいないが、例えば、ラ
イセンスＬ１の利用規則の項目「視聴期間／回数」において、コンテンツを再生すること
ができる期間が、「２００３年１月１日から１年間」と規定されており、ライセンスＬ２
の利用規則の項目「視聴期間／回数」においても、コンテンツを再生することができる期
間が、「２００３年１月１日から１年間」と規定されている場合である。
【０１０４】
また、ある２つのライセンスＬ１とＬ２について、それぞれの利用規則の一部の項目の内
容が重複する場合とは、例えば、ライセンスＬ１の利用規則の項目「視聴期間／回数」に
おいて、コンテンツを再生することができる期間が、「２００３年１月１日から１年間」
と規定されており、ライセンスＬ２の利用規則の項目「視聴期間／回数」において、コン
テンツを再生することができる期間が、「２００３年７月１日から１年間」と規定されて
いる場合である。この場合、ライセンスＬ１とＬ２は、コンテンツを２００３年７月１日
から同年１２月３１までの期間再生することができる点において重複する。
【０１０５】
さらに、例えば、ライセンスＬ１の利用規則の項目「視聴可能地域」において、コンテン
ツを再生することができる地域が、「日本」と規定されており、ライセンスＬ２の利用規
則の項目「視聴可能地域」において、コンテンツを再生することができる地域が、「アジ
ア」と規定されている場合も、ライセンスＬ１とＬ２の利用規則の一部の項目の内容が重
複する場合に該当する。即ち、この場合、ライセンスＬ１とＬ２は、コンテンツを日本と
いう地域で再生することができる点において重複する。但し、いまのケースでは、説明を
簡単にするために、コンテンツを再生することができる期間は、特に制限されていないも
のとする。
【０１０６】
クライアント１においては、図７で説明したライセンス取得処理が行われる場合に、クラ
イアント１のユーザが重複するライセンスを購入することを防止するために、ステップＳ
６８において、重複購入防止処理が行われる。
【０１０７】
そこで、図９のフローチャートを参照して、図７のステップＳ６８で行われる重複購入防
止処理について説明する。
【０１０８】
図９の重複購入防止処理では、まず最初に、ステップＳ８１において、ライセンスサーバ
４からインターネット２を介して送信されてくるライセンスIDの照会要求のメッセージ（
以下、適宜、ライセンスID照会要求メッセージという）を受信する。
【０１０９】
即ち、クライアント１は、ライセンスを購入する場合、上述したように、図７のステップ
Ｓ６７において、ライセンスの購入を要求するメッセージ（以下、適宜、ライセンス購入
要求メッセージという）に、そのライセンスによって利用するコンテンツのコンテンツID
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を含めて、ライセンスサーバ４に送信するが、このライセンス購入要求メッセージを受信
したライセンスサーバ４は、後述するように、そのライセンス購入要求メッセージによっ
て要求されるライセンスのライセンスIDを、そのライセンスIDの照会を要求するライセン
スID照会要求メッセージに含めて、クライアント１に送信する。ステップＳ８１では、ク
ライアント１は、このようにしてライセンスサーバ４から送信されてくるライセンスID照
会要求メッセージを受信する。
【０１１０】
その後、ステップＳ８１からＳ８２に進み、クライアント１は、ライセンスID照会要求メ
ッセージにしたがい、そのライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDのラ
イセンスと重複するライセンスを有しているかどうかを判定する。
【０１１１】
即ち、クライアント１は、ライセンスを購入した場合、上述したように、図７のステップ
Ｓ７０において、その購入したライセンスを、ライセンスを記憶部２８に記憶させる。ス
テップＳ８２では、クライアント１は、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライ
センスIDのライセンスと重複するライセンスが記憶部２８に記憶されているかどうかによ
って、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDのライセンスと重複する
ライセンスを有しているかどうかを判定する。
【０１１２】
なお、ここでは、上述したように、ライセンスIDは、ライセンスによって利用するコンテ
ンツのコンテンツIDと、そのコンテンツを利用するときの制限である利用規則とから構成
される。従って、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDのライセンス
と重複するライセンスを有しているかどうかの判定は、記憶部２８に記憶されているライ
センスの中から、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDを構成するコ
ンテンツIDと同一のコンテンツIDを含むライセンスIDのライセンスを検索し、そのような
ライセンスが検索された場合には、その検索されたライセンスの利用規則と、ライセンス
ID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDを構成する利用規則とを比較することによ
り行うことができる。
【０１１３】
ステップＳ８２において、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDのラ
イセンスと重複するライセンスを有していると判定された場合、即ち、ライセンスID照会
要求メッセージに含まれるライセンスIDのライセンスと重複するライセンスが記憶部２８
に記憶されている場合、ステップＳ８３に進み、クライアント１は、購入しようとしてい
るライセンスが既に有するライセンスと重複する旨のメッセージ（以下、適宜、重複あり
メッセージという）を、インターネット２を介して、ライセンスサーバ４に送信し、ステ
ップＳ８５に進む。
【０１１４】
また、ステップＳ８２において、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンス
IDのライセンスと重複するライセンスを有していないと判定された場合、即ち、ライセン
スID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDのライセンスと重複するライセンスが記
憶部２８に記憶されていない場合、ステップＳ８４に進み、クライアント１は、購入しよ
うとしているライセンスが既に有するライセンスと重複しない旨のメッセージ（以下、適
宜、重複なしメッセージという）を、インターネット２を介して、ライセンスサーバ４に
送信し、ステップＳ８５に進む。
【０１１５】
ステップＳ８５では、クライアント１は、ライセンスサーバ４からインターネット２を介
して購入レスポンスメッセージが送信されてくるのを待って、その購入レスポンスメッセ
ージを受信し、ステップＳ８６に進む。
【０１１６】
ここで、後述するように、ライセンスサーバ４は、クライアント１からライセンス購入要
求メッセージを受信すると、ライセンス購入要求メッセージに対するレスポンスとして、
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ライセンスの販売の拒否または許可を表す購入レスポンスメッセージを、ライセンス購入
要求メッセージを送信してきたクライアント１に返す。ステップＳ８５では、このように
してライセンスサーバ４から送信されてくる購入レスポンスメッセージが受信される。
【０１１７】
ステップＳ８６では、クライアント１は、ステップＳ８５で受信した購入レスポンスメッ
セージが、ライセンスの販売の拒否を表しているかどうかを判定する。ステップＳ８６に
おいて、購入レスポンスメッセージが、ライセンスの販売の拒否を表していないと判定さ
れた場合、即ち、購入レスポンスメッセージが、ライセンスの販売の許可を表している場
合、ステップＳ８７およびＳ８８をスキップして、ステップＳ８９に進み、クライアント
１は、図７のステップＳ６７で、ライセンス購入要求メッセージによって要求したライセ
ンスの購入を確認するライセンス購入確認メッセージを、インターネット２を介してライ
センスサーバ４に送信し、リターンする。
【０１１８】
ライセンス購入確認メッセージを受信したライセンスサーバ４は、後述するように、クラ
イアント１が図７のステップＳ６７でライセンス購入要求メッセージによって要求したラ
イセンスを送信してくるので、クライアント１は、上述したように、図７のステップＳ７
０で、そのライセンスを受信する。
【０１１９】
一方、ステップＳ８６において、クライアント１がステップＳ８５で受信したライセンス
サーバ４からの購入レスポンスメッセージが、ライセンスの販売の拒否を表していると判
定された場合、ステップＳ８７に進み、クライアント１は、出力部２７（図２）のディス
プレイに、購入しようとしているライセンスが既に有するライセンスと重複している旨の
重複メッセージを表示する。
【０１２０】
即ち、上述したように、クライアント１は、ライセンスID照会要求メッセージに含まれる
ライセンスIDのライセンスと重複するライセンスを有している場合には、ステップＳ８３
において重複ありメッセージをライセンスサーバ４に送信し、ライセンスID照会要求メッ
セージに含まれるライセンスIDのライセンスと重複するライセンスを有していない場合に
は、ステップＳ８４において重複なしメッセージをライセンスサーバ４に送信する。そし
て、ライセンスサーバ４は、後述するように、クライアント１から重複ありメッセージを
受信した場合には、ライセンスの販売の拒否を表す購入レスポンスメッセージを、クライ
アント１に送信し、クライアント１から重複ないメッセージを受信した場合には、ライセ
ンスの販売の許可を表す購入レスポンスメッセージを、クライアント１に送信する。
【０１２１】
従って、購入レスポンスメッセージが、ライセンスの販売の拒否を表している場合は、ク
ライアント１において購入しようとしているライセンスが既に有するライセンスと重複し
ている場合であるから、クライアント１は、ステップＳ８７において、その旨を表す重複
メッセージを表示し、これにより、重複するライセンスを購入しようとしていることを、
クライアント１のユーザに報知する。
【０１２２】
クライアント１は、ステップＳ８７において重複メッセージを表示した後、ステップＳ８
８に進み、ユーザが、ライセンス購入要求メッセージによって要求したライセンスを購入
する操作（以下、適宜、購入操作という）を行ったかどうかを判定する。
【０１２３】
ステップＳ８８において、購入操作が行われていないと判定された場合、即ち、ステップ
Ｓ８７で、重複するライセンスを購入しようとしていることを報知されたユーザが、ライ
センス購入要求メッセージによって要求したライセンスの購入を取り止めた場合、図９の
重複購入防止処理を終了し、さらに、図７のライセンス取得処理も終了する。
【０１２４】
従って、この場合、ユーザが、最初に、ライセンス購入要求メッセージによって要求した
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ライセンスの購入は行われないので、ユーザが、重複するライセンスを購入することを防
止することができる。
【０１２５】
一方、ステップＳ８８において、購入操作が行われたと判定された場合、即ち、ステップ
Ｓ８７で、重複するライセンスを購入しようとしていることを報知したのにもかかわらず
、ユーザが、その重複するライセンスを購入する意思表示としての購入操作を行い、これ
により、重複するライセンスを購入することの確認がとれた場合、ステップＳ８９に進み
、上述したように、クライアント１は、ライセンス購入要求メッセージによって要求した
ライセンスの購入を確認するライセンス購入確認メッセージを、インターネット２を介し
てライセンスサーバ４に送信し、リターンする。
【０１２６】
この場合、上述したように、ライセンス購入確認メッセージを受信したライセンスサーバ
４は、クライアント１がライセンス購入要求メッセージによって要求したライセンスを送
信してくるので、クライアント１は、上述したように、図７のステップＳ７０で、そのラ
イセンスを受信する。即ち、この場合、ユーザは、既に有するライセンスと重複するライ
センスを購入することとなる。しかしながら、いまの場合は、ユーザに、重複するライセ
ンスを購入しようとしていることを報知し、それでも、ユーザが、その重複するライセン
スを購入した場合であるから、特に問題はない。
【０１２７】
次に、図１０は、図７のステップＳ７０においてライセンスが記憶されるクライアント１
の記憶部２８（図２）の記憶内容を示している。
【０１２８】
クライアント１の記憶部２８においては、ライセンスの一覧であるライセンスリストが記
憶されており、クライアント１で購入されたライセンスは、そのライセンスリストに登録
される。
【０１２９】
図９のステップＳ８２では、ライセンスリストの中から、ライセンスID照会要求メッセー
ジに含まれるライセンスIDを構成するコンテンツIDと同一のコンテンツIDを含むライセン
スIDのライセンスが検索され、そのようなライセンスが検索された場合には、その検索さ
れたライセンスの利用規則と、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンスID
を構成する利用規則とを比較することにより、ライセンスID照会要求メッセージに含まれ
るライセンスIDのライセンスと重複するライセンスを有しているかどうかが判定される。
【０１３０】
即ち、ライセンスリストの中から、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセン
スIDを構成するコンテンツIDと同一のコンテンツIDを含むライセンスIDのライセンスを検
索することができなかった場合は、クライアント１において重複するライセンスを有して
いないと判定される。また、ライセンスリストの中から、ライセンスID照会要求メッセー
ジに含まれるライセンスIDを構成するコンテンツIDと同一のコンテンツIDを含むライセン
スIDのライセンスを検索することができた場合であっても、その検索されたライセンスの
利用規則と、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDを構成する利用規
則とにおいて、任意の項目の内容が一致せず、かつ任意の項目の内容の一部が重複しない
ときは、やはり、クライアント１において重複するライセンスを有していないと判定され
る。
【０１３１】
一方、ライセンスリストの中から、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセン
スIDを構成するコンテンツIDと同一のコンテンツIDを含むライセンスIDのライセンスを検
索することができ、さらに、その検索されたライセンスの利用規則と、ライセンスID照会
要求メッセージに含まれるライセンスIDを構成する利用規則とにおいて、任意の項目の内
容が一致する場合や、任意の項目の内容の一部が重複する場合は、クライアント１におい
て重複するライセンスを有すると判定される。
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【０１３２】
次に、図１１Ａおよび図１１Ｂは、クライアント１において、図７のステップＳ６６で表
示されるライセンス選択画面を示している。
【０１３３】
ライセンス選択画面においては、図１１Ａに示すように、ライセンスによって利用するこ
とができるコンテンツを表す情報として、そのコンテンツのタイトルなどが表示されると
ともに、そのコンテンツを利用するのに必要な１種類以上のライセンスを購入するときに
操作される購入ボタン５１が表示される。
【０１３４】
ここで、図１１Ａのライセンス選択画面においては、購入ボタン５１として、ライセンス
Ａ，Ｂ，Ｃを購入するときにそれぞれ操作されるボタン５１Ａ，５１Ｂ，５１Ｃが設けら
れている。ライセンスＡ乃至Ｃそれぞれは、同一のコンテンツを利用するのに必要なライ
センスではあるが、その利用規則が異なるものとなっている。即ち、例えば、ライセンス
Ａは、コンテンツの再生のみが可能なライセンスであり、ライセンスＢは、コンテンツの
再生の他、１回だけのコピーも可能なライセンスであり、ライセンスＣは、コンテンツを
買い取り状態（コンテンツの自由な利用か可能な状態）とするライセンスである。ライセ
ンスＡ乃至Ｃは、同一のコンテンツを利用するのに必要なライセンスではあるが、コンテ
ンツを利用するときに課される制限が異なる。従って、ライセンスＡ乃至Ｃは、その値段
も異なる。
【０１３５】
なお、ここでは、あるコンテンツについて、３種類のライセンスＡ乃至Ｃが存在するもの
としたが、１つのコンテンツについてのライセンスは、３種類に限定されるものではなく
、１または２種類であっても良いし、４種類以上であっても良い。
【０１３６】
クライアント１では、図７のステップＳ６６において、図１１Ａに示したライセンス選択
画面が表示される。そして、ユーザが、ライセンス選択画面における購入ボタン５１（図
１１Ａでは、ボタン５１Ａ乃至５１Ｃのうちのいずれか）を操作することにより、購入す
るライセンスを選択すると、上述したように、図７のステップＳ６７において、そのライ
センスの購入を要求するライセンス購入メッセージが、クライアント１からライセンスサ
ーバ４に送信される。
【０１３７】
その後、クライアント１では、図７のステップＳ６８において重複購入防止処理が行われ
るが、その重複購入防止処理（図９）のステップＳ８５において、クライアント１が、ラ
イセンスサーバ４から、ライセンスの販売を拒否する旨の購入レスポンスメッセージを受
信すると、ステップＳ８７において、図１１Ｂに示すように、購入しようとしているライ
センスが既に有するライセンスと重複している旨の重複メッセージとしてのダイアログ５
２が、例えば、ライセンス選択画面上に表示される。
【０１３８】
ダイアログ５２には、購入続行ボタン５３と購入中止ボタン５４が設けられており、ユー
ザが、購入続行ボタン５３を操作した場合には、図９のステップＳ８８において購入操作
が行われたと判定される。一方、ユーザが、購入中止ボタン５４を操作した場合には、図
９のステップＳ８８において購入操作が行われていないと判定される。
【０１３９】
次に、図１２のフローチャートを参照して、クライアント１が行う図７のライセンス取得
処理に対応して実行されるライセンスサーバ４のライセンス提供処理について説明する。
なお、上述したように、図２のハードウェア構成は、ライセンスサーバ４の構成としても
引用する。
【０１４０】
ライセンスサーバ４のCPU２１は、ステップＳ１０１において、クライアント１よりアク
セスを受けるまで待機し、アクセスを受けたとき、ステップＳ１０２に進み、アクセスし
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てきたクライアント１に、ライセンス購入初期画面を送信し、そのライセンス購入初期画
面に対して、クライアント１が図７のステップＳ６５で送信してくるユーザID、クライア
ントID、パスワード、およびコンテンツIDを含む、ライセンス選択画面を要求するメッセ
ージ（以下、適宜、ライセンス選択画面要求メッセージという）を、通信部２９を介して
受信する（取り込む）。
【０１４１】
そして、ライセンスサーバ４のCPU２１は、ステップＳ１０２からＳ１０３に進み、通信
部２９から課金サーバ５にアクセスし、ステップＳ１０２で受信したユーザID、クライア
ントID、およびパスワードに対応するユーザの与信処理を要求し、ステップＳ１０４に進
む。ここで、課金サーバ５は、インターネット２を介してライセンスサーバ４から与信処
理の要求を受けると、そのユーザID、クライアントID、およびパスワードに対応するユー
ザの過去の支払い履歴などを調査し、そのユーザが、過去にライセンスの対価の不払いの
実績があるか否かなどを調べ、そのような実績がない場合には、ライセンスの付与を許容
する与信結果を送信し、不払いの実績などがある場合には、ライセンス付与の不許可の与
信結果を送信する。
【０１４２】
ステップＳ１０４において、ライセンスサーバ４のCPU２１は、課金サーバ５からの与信
結果が、ライセンスを付与することを許容する与信結果であるか否かを判定し、ライセン
スの付与が許容されている場合には、ステップＳ１０５に進み、クライアント１から送信
されてきたライセンス選択画面要求メッセージに含まれるコンテンツIDのコンテンツを利
用するのに必要なライセンスを選択するライセンス選択画面（図１１Ａ）を構成し、イン
ターネット２を介して、クライアント１に送信する。
【０１４３】
ライセンス選択画面を受信したクライアント１は、上述したように、図７のステップＳ６
７において、ユーザが選択したライセンスの購入を要求するライセンス購入要求メッセー
ジを送信してくるので、ライセンスサーバ４のCPU２１は、クライアント１からライセン
ス購入要求メッセージが送信されてくるのを待って、ステップＳ１０５からＳ１０６に進
み、そのライセンス購入要求メッセージを受信し、ステップＳ１０７に進む。
【０１４４】
ステップＳ１０７では、ライセンスサーバ４のCPU２１は、クライアント１が図７のステ
ップＳ６８で重複購入防止処理を行うのに対応して、重複したライセンスの販売を防止す
るための重複販売防止処理を行う。なお、ステップＳ１０７の重複販売防止処理の詳細に
ついては、後述する。
【０１４５】
ステップＳ１０７の処理後は、ステップＳ１０８に進み、ライセンスサーバ４のCPU２１
は、ステップＳ１０６で受信したライセンス購入要求メッセージで要求されているライセ
ンスを、記憶部２８に記憶されているライセンスの中から選択し、ステップＳ１０９に進
む。
【０１４６】
即ち、ライセンスサーバ４では、その記憶部２８に、コンテンツサーバ３が提供するコン
テンツのライセンス（のデータ）が記憶されており、ライセンスサーバ４は、ステップＳ
１０８において、記憶部２８に記憶されているライセンスの中から、クライアント１から
送信されていたライセンス購入要求メッセージで要求されているライセンスを選択し、ス
テップＳ１０９に進む。
【０１４７】
ステップＳ１０９では、ライセンスサーバ４のCPU２１は、そのライセンス（図８）を、
通信部２９からインターネット２を介してクライアント１に送信させ、ステップＳ１１０
に進む。
【０１４８】
ステップＳ１１０において、ライセンスサーバ４のCPU２１は、ステップＳ１０９で送信
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したライセンスのライセンスIDを、ステップＳ１０２で受信したライセンス選択画面要求
メッセージに含まれるユーザID、クライアントID、およびパスワードと対応付け、記憶部
２８に供給して記憶させる。従って、記憶部２８には、ライセンスを購入したユーザを特
定するユーザID、クライアントID、およびパスワードと、そのユーザが購入したライセン
スを特定するライセンスIDとが対応付けられて記憶される。
【０１４９】
そして、ステップＳ１１０からＳ１１１に進み、ライセンスサーバ４のCPU２１は、課金
処理を実行し、ライセンス提供処理を終了する。
【０１５０】
ここで、ステップＳ１１１では、ライセンスサーバ４のCPU２１は、通信部２９から課金
サーバ５に、クライアント１から送信されてきたライセンス選択画面要求メッセージに含
まれるユーザID、クライアントID、およびパスワードに対応するユーザに対する課金処理
を要求する。この場合、課金サーバ５は、ライセンスサーバ４からの課金の要求にしたが
い、そのユーザに対する課金処理を実行する。上述したように、この課金処理に対して、
そのユーザが支払いを行わなかったような場合には、以後、そのユーザは、ライセンスの
付与を要求したとしても、ライセンスの提供を受けることができないことになる。
【０１５１】
すなわち、この場合には、課金サーバ５からライセンスサーバ４に、ライセンスの付与を
不許可とする与信結果が送信されてくるので、ステップＳ１０４からステップＳ１１２に
進み、CPU２１は、エラー処理を実行する。具体的には、ライセンスサーバ４のCPU２１は
、通信部２９を制御してアクセスしてきたクライアント１に対して、ライセンスを付与す
ることができない旨のメッセージを出力し、ライセンス提供処理を終了する。
【０１５２】
この場合、上述したように、クライアント１はライセンスを取得することができないので
、そのコンテンツを利用すること（暗号を復号すること）ができないことになる。
【０１５３】
次に、図１３のフローチャートを参照して、ライセンスサーバ４が図１２のステップＳ１
０７で行う重複販売防止処理について説明する。
【０１５４】
重複販売防止処理では、ライセンスサーバ４は、まず最初に、ステップＳ１２１において
、クライアント１が図７のステップＳ６７で送信してくるライセンス購入要求メッセージ
によって要求されるライセンスのライセンスIDを検索し、ステップＳ１２２に進む。
【０１５５】
ステップＳ１２２では、ライセンスサーバ４は、ステップＳ１２１で検索したライセンス
IDの照会を要求するライセンスID照会要求メッセージを、インターネット２を介して、ク
ライアント１に送信し、ステップＳ１２３に進む。
【０１５６】
ステップＳ１２３では、ライセンスサーバ４は、クライアント１が図７のステップＳ８３
または８４で重複ありメッセージまたは重複なしメッセージを送信してくるのを待って、
その重複ありメッセージまたは重複なしメッセージ（以下、適宜、重複あり／なしメッセ
ージという）を受信し、ステップＳ１２４に進む。
【０１５７】
ステップＳ１２４では、ライセンスサーバ４は、ステップＳ１２３で受信した重複あり／
なしメッセージに応じて、ライセンスの販売の拒否または許可を表す購入レスポンスメッ
セージを送信する。即ち、ライセンスサーバ４は、ステップＳ１２３で受信した重複あり
／なしメッセージが重複ありメッセージである場合には、ライセンスの販売の拒否を表す
購入レスポンスメッセージを送信する。また、ライセンスサーバ４は、ステップＳ１２３
で受信した重複あり／なしメッセージが重複なしメッセージである場合には、ライセンス
の販売の許可を表す購入レスポンスメッセージを送信する。
【０１５８】
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ステップＳ１２４で購入レスポンスメッセージが送信された後は、ステップＳ１２５に進
み、ライセンスサーバ４は、クライアント１からライセンス購入確認メッセージが送信さ
れてきたかどうかを判定する。
【０１５９】
ステップＳ１２５において、クライアント１からライセンス購入確認メッセージが送信さ
れてこないと判定された場合、ライセンスサーバ４は、図１３の重複販売防止処理を終了
し、さらに、図１２のライセンス提供処理も終了する。
【０１６０】
従って、この場合、ライセンスサーバ４からクライアント１に対し、そのクライアント１
が要求してきたライセンスは販売されない。
【０１６１】
一方、ステップＳ１２５において、クライアント１からライセンス購入確認メッセージが
送信されてきたと判定された場合、ライセンスサーバ４は、図１２のステップＳ１０８に
リターンする。
【０１６２】
従って、この場合、ライセンスサーバ４からクライアント１に対し、そのクライアント１
が要求してきたライセンスが販売される。
【０１６３】
以上のように、クライアント１において、ライセンスサーバ４に要求したライセンスが、
クライアント１が既に有するライセンスと重複するかどうかを判定し、その判定結果に対
応して、ライセンスサーバ４に要求したライセンスがクライアント１が既に有するライセ
ンスと重複する旨を報知するようにしたので、クライアント１のユーザが重複するライセ
ンスを購入することを防止することができる。
【０１６４】
次に、図１４のフローチャートを参照して、クライアント１が行うライセンス取得処理の
第２実施の形態について説明する。
【０１６５】
図７のライセンス取得処理においては、ユーザがライセンス選択画面において購入するラ
イセンスを選択し、そのライセンスの購入を要求するライセンス購入要求メッセージがク
ライアント１からライセンスサーバ４に送信（図７のステップＳ６７）された後に、即ち
、クライアント１およびライセンスサーバ４において、ライセンス購入のためのトランザ
クションが開始された後に、ライセンスの重複購入を防止する重複購入防止処理（図７の
ステップＳ６８）が行われるようになっていたが、図１４では、クライアント１およびラ
イセンスサーバ４において、ライセンス購入のためのトランザクションが開始される前に
、重複購入防止処理が行われるようになっている。
【０１６６】
図１４のライセンス取得処理では、ステップＳ１６１乃至Ｓ１６６において、図７のステ
ップＳ６１乃至Ｓ６６における場合とそれぞれ同様の処理が行われる。
【０１６７】
即ち、図１４のライセンス取得処理でも、図７における場合と同様に、ユーザが、例えば
、記憶部２８に記憶されたコンテンツの中からライセンスを取得しようとするものを選択
すると、クライアント１は、ステップＳ１６１において、ユーザが選択したコンテンツの
ヘッダ部（図５）におけるURLを取得し、ステップＳ１６２に進む。ステップＳ１６２で
は、クライアント１は、ステップＳ１６１で取得したURLにアクセスし、これにより、図
７のステップＳ６２における場合と同様に、ライセンス購入初期画面を表示する。
【０１６８】
そして、クライアント１は、ユーザが、ライセンス購入初期画面に対して、ユーザID、ク
ライアントID、およびパスワードを入力するのを待って、ステップＳ１６２からＳ１６３
に進み、ライセンス取得処理の開始時にユーザが選択したコンテンツのコンテンツIDを取
得し、ステップＳ１６４に進む。ステップＳ１６４では、クライアント１は、ユーザがラ
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イセンス購入初期画面に対して入力したユーザID、クライアントID、およびパスワードを
取得し、ステップＳ１６５に進む。ステップＳ１６５では、クライアント１は、ライセン
ス選択画面要求メッセージに、ステップＳ１６３で取得したコンテンツIDと、ステップＳ
１６４で取得したユーザID、クライアントID、およびパスワードを含め、インターネット
２を介してライセンスサーバ４に送信する。そして、クライアント１は、ライセンスサー
バ４からライセンス選択画面が送信されてくるのを待って、ステップＳ１６５からＳ１６
６に進み、そのライセンス選択画面を受信して表示し、ステップＳ１６７に進む。
【０１６９】
ステップＳ１６７では、クライアント１は、ユーザがライセンスを重複して購入すること
を防止するための重複購入防止処理を行い、その重複購入防止処理からリターンすると、
ステップＳ１６８に進む。なお、ステップＳ１６７の重複購入防止処理の詳細については
、後述する。
【０１７０】
そして、ステップＳ１６８では、クライアント１は、ユーザが入力部２６を操作すること
により、ライセンス選択画面において購入するライセンスを選択し、そのライセンスの購
入の要求がされるのを待って、そのライセンスの購入を要求するライセンス購入要求メッ
セージに、ライセンスの購入によって利用するコンテンツのコンテンツID（ライセンス取
得処理の開始時にユーザが選択したコンテンツのコンテンツID）を含め、インターネット
２を介して、ライセンスサーバ４に送信する。
【０１７１】
ライセンスサーバ４は、ステップＳ１６８でクライアント１が送信するライセンス購入要
求メッセージを受信すると、ライセンス販売のためのトランザクションを開始し、クライ
アント１のユーザに問題等がない場合には、そのライセンスを、インターネット２を介し
て、クライアント１に送信してくる。そこで、クライアント１は、ステップＳ１６８から
Ｓ１６９に進み、以下、ステップＳ１６９乃至Ｓ１７１において、図７のステップＳ６９
乃至Ｓ７１における場合とそれぞれ同様の処理が行われる。
【０１７２】
即ち、ステップＳ１６９では、クライアント１は、ライセンスサーバ４からライセンスが
送信されてきたか否かを判定し、送信されてきたと判定した場合、ステップＳ１７０に進
み、クライアント１は、そのライセンスを受信し、記憶部２８に供給して記憶させ、ライ
センス取得処理を終了する。この場合、クライアント１において、ライセンスを取得する
ことができたので、そのライセンスを必要とするコンテンツを、そのライセンスで規定さ
れている制限内で利用することが可能となる。
【０１７３】
一方、ステップＳ１６９において、ライセンスサーバ４からライセンスが送信されてこな
いと判定された場合、ステップＳ７１に進み、クライアント１は、図７のステップＳ７１
における場合と同様に、エラー処理を実行し、ライセンス取得処理を終了する。この場合
、クライアント１において、ライセンスを取得することができなかったので、そのライセ
ンスを必要とするコンテンツは利用することができない。
【０１７４】
次に、図１５のフローチャートを参照して、図１４のステップＳ１６７で行われる重複購
入防止処理について説明する。
【０１７５】
図１５の重複購入防止処理では、まず最初に、ステップＳ１８１において、ライセンスサ
ーバ４からインターネット２を介して送信されてくるライセンスIDの照会要求のライセン
スID照会要求メッセージを受信する。
【０１７６】
即ち、クライアント１は、上述したように、図１４のステップＳ１６５において、ライセ
ンス選択画面要求メッセージに、これから購入するライセンスによって利用するコンテン
ツのコンテンツIDを含めて、ライセンスサーバ４に送信するが、このライセンス選択画面
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要求メッセージを受信したライセンスサーバ４は、後述するように、そのライセンス選択
画面要求メッセージに含まれるコンテンツIDのコンテンツの利用に必要なライセンスのラ
イセンスIDを、そのライセンスIDの照会を要求するライセンスID照会要求メッセージに含
めて、クライアント１に送信する。ステップＳ１８１では、クライアント１は、このよう
にしてライセンスサーバ４から送信されてくるライセンスID照会要求メッセージを受信す
る。
【０１７７】
なお、あるコンテンツIDのコンテンツの利用に必要なライセンスは、複数存在する場合が
あるが、この場合、ライセンスサーバ４は、その複数のライセンスそれぞれのライセンス
IDの照会を要求するライセンスID照会要求メッセージを、クライアント１に送信する。
【０１７８】
その後、ステップＳ１８１からＳ１８２に進み、クライアント１は、図９のステップＳ８
２における場合と同様に、ライセンスID照会要求メッセージにしたがい、そのライセンス
ID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDのライセンスと重複するライセンスを有し
ているかどうかを判定する。
【０１７９】
なお、上述したように、ライセンスサーバ４からクライアント１に送信されてくるライセ
ンスID照会要求メッセージが、複数のライセンスIDの照会を要求するものである場合があ
るが、この場合、ステップＳ１８２では、その複数のライセンスIDそれぞれについて、そ
のライセンスIDのライセンスと重複するライセンスをクライアント１が有しているかどう
かが判定される。
【０１８０】
ステップＳ１８２において、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセンスIDの
ライセンスと重複するライセンスを有していないと判定された場合、ステップＳ１８３お
よびＳ１８４をスキップして、図１４のステップＳ１６８にリターンする。
【０１８１】
この場合、図１４のステップＳ１６８以降の処理が行われ、これにより、クライアント１
では、基本的に、図１４のステップＳ１７０で、ライセンスサーバ４から送信されてくる
ライセンスが受信されるので、ユーザはライセンスを購入することができる。
【０１８２】
一方、ステップＳ１８２において、ライセンスID照会要求メッセージに含まれるライセン
スIDのライセンスと重複するライセンスを有していると判定された場合、ステップＳ１８
３に進み、クライアント１は、図９のステップＳ８７における場合と同様に、購入しよう
としているライセンスが既に有するライセンスと重複している旨の重複メッセージを表示
し、これにより、重複するライセンスを購入しようとしていることを、クライアント１の
ユーザに報知して、ステップＳ１８４に進む。
【０１８３】
ステップＳ１８４では、クライアント１は、ユーザが、ライセンスを購入する購入操作を
行ったかどうかを判定する。
【０１８４】
ステップＳ１８４において、購入操作が行われていないと判定された場合、即ち、ステッ
プＳ１８３で、重複するライセンスを購入しようとしていることを報知されたユーザが、
ライセンスの購入を取り止めた場合、図１５の重複購入防止処理を終了し、さらに、図１
４のライセンス取得処理も終了する。
【０１８５】
従って、この場合、ライセンスの購入は行われないので、ユーザが、重複するライセンス
を購入することを防止することができる。
【０１８６】
一方、ステップＳ１８４において、購入操作が行われたと判定された場合、即ち、ステッ
プＳ１８３で、重複するライセンスを購入しようとしていることを報知したのにもかかわ
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らず、ユーザが、その重複するライセンスを購入する意思表示としての購入操作を行った
場合、図１４のステップＳ１６８にリターンする。
【０１８７】
この場合、図１４のステップＳ１６８以降の処理が行われ、これにより、クライアント１
では、基本的には、図１４のステップＳ１７０で、ライセンスサーバ４から送信されてく
るライセンスが受信される。即ち、この場合、ユーザは、既に有するライセンスと重複す
るライセンスを購入することとなる。しかしながら、いまの場合は、ユーザに、重複する
ライセンスを購入しようとしていることを報知し、それでも、ユーザが、その重複するラ
イセンスを購入した場合であるから、特に問題はない。
【０１８８】
次に、図１６のフローチャートを参照して、クライアント１が行う図１４のライセンス取
得処理に対応して実行されるライセンスサーバ４のライセンス提供処理について説明する
。
【０１８９】
ライセンスサーバ４では、ステップＳ２０１乃至Ｓ２０５において、図１２のステップＳ
１０１乃至Ｓ１０５における場合とそれぞれ同様の処理が行われる。
【０１９０】
即ち、ライセンスサーバ４は、ステップＳ２０１において、クライアント１よりアクセス
を受けるまで待機し、アクセスを受けたとき、ステップＳ２０２に進み、アクセスしてき
たクライアント１に、ライセンス購入初期画面を送信し、そのライセンス購入初期画面に
対して、クライアント１が図１４のステップＳ１６５で送信してくるユーザID、クライア
ントID、パスワード、およびコンテンツIDを含むライセンス選択画面要求メッセージを受
信する。
【０１９１】
そして、ライセンスサーバ４は、ステップＳ２０２からＳ２０３に進み、課金サーバ５に
アクセスし、ユーザID、クライアントID、およびパスワードに対応するユーザの与信処理
を要求し、ステップＳ２０４に進む。
【０１９２】
ステップＳ２０４では、ライセンスサーバ４は、課金サーバ５から与信結果が送信されて
くるのを待って受信し、その与信結果が、ライセンスを付与することを許容するものであ
るか否かを判定する。ステップＳ２０４において、与信結果が、ライセンスを付与するこ
とを許容するものでないと判定された場合、ステップＳ２１３に進み、図１２のステップ
Ｓ１１２における場合と同様に、エラー処理が行われ、ライセンス提供処理を終了する。
【０１９３】
また、ステップＳ２０４において、与信結果が、ライセンスを付与することを許容するも
のであると判定された場合、ステップＳ２０５に進み、ライセンスサーバ４は、クライア
ント１から図１４のステップＳ１６５でライセンス選択画面要求メッセージが送信されて
くるのを待って、そのライセンス選択画面要求メッセージを受信し、そのライセンス選択
画面要求メッセージに含まれるコンテンツIDのコンテンツを利用するのに必要なライセン
スを選択するライセンス選択画面（図１１Ａ）を構成して、インターネット２を介して、
クライアント１に送信する。
【０１９４】
その後、ステップＳ２０６に進み、ライセンスサーバ４は、クライアント１が図１４のス
テップＳ１６７で行う重複購入防止処理に対応する重複販売防止処理を行い、その重複販
売防止処理からリターンすると、ステップＳ２０７に進む。なお、ステップＳ２０６の重
複販売防止処理の詳細については、後述する。
【０１９５】
ステップＳ２０７では、ライセンスサーバ４は、クライアント１が図１４のステップＳ１
６８で送信するライセンス購入要求メッセージが送信されてきたかどうかを判定する。ス
テップＳ２０７において、クライアント１からライセンス購入要求メッセージが送信され
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てこないと判定された場合、即ち、クライアント１において、例えば、図１４のステップ
Ｓ１６７の重複購入防止処理が行われることにより、重複するライセンスの購入を防止す
るために、図１４のライセンス取得処理が終了された場合、ライセンスサーバ４は、ライ
センス提供処理を終了する。
【０１９６】
また、ステップＳ２０７において、クライアント１からライセンス購入要求メッセージが
送信されてきたと判定された場合、ステップＳ２０８に進み、ライセンスサーバ４は、そ
のライセンス購入要求メッセージを受信し、ステップＳ２０９に進む。
【０１９７】
ステップＳ２０９乃至Ｓ２１２では、図１２のステップＳ１０８乃至Ｓ１１１における場
合とそれぞれ同様の処理が行われる。
【０１９８】
即ち、ステップＳ２０９では、ライセンスサーバ４は、ステップＳ２０８で受信したライ
センス購入要求メッセージで要求されているライセンスを、記憶部２８に記憶されている
ライセンスの中から選択し、ステップＳ２１０に進む。ステップＳ２１０では、ライセン
スサーバ４は、記憶部２８に記憶されているライセンスの中から選択したライセンスを、
クライアント１に送信し、ステップＳ２１１に進む。ステップＳ２１１では、ライセンス
サーバ４は、ステップＳ２１０で送信したライセンスのライセンスIDを、ステップＳ２０
２で受信したライセンス選択画面要求メッセージに含まれるユーザID、クライアントID、
およびパスワードと対応付け、記憶部２８に供給して記憶させ、ステップＳ２１２に進む
。ステップＳ２１２では、ライセンスサーバ４は、課金処理を実行し、ライセンス提供処
理を終了する。
【０１９９】
次に、図１７のフローチャートを参照して、ライセンスサーバ４が図１６のステップＳ２
０６で行う重複販売防止処理について説明する。
【０２００】
重複販売防止処理では、ライセンスサーバ４は、まず最初に、ステップＳ２３１において
、図１６のステップＳ２０２で受信した、クライアント１からのライセンス選択画面要求
メッセージに含まれるコンテンツIDのコンテンツを利用するのに必要なライセンスのライ
センスID、即ち、ライセンス選択画面要求メッセージに含まれるコンテンツIDを有するラ
イセンスIDを検索し、ステップＳ２３２に進む。
【０２０１】
ステップＳ２３２では、ライセンスサーバ４は、ステップＳ２３１で検索したライセンス
IDの照会を要求するライセンスID照会要求メッセージを、クライアント１に送信し、リタ
ーンする。
【０２０２】
以上の図１４乃至図１７で説明したように、クライアント１とライセンスサーバ４それぞ
れにおいて、ライセンスの購入と販売のためのトランザクションが開始される前に、重複
購入防止処理と重複販売防止処理を行うことによっても、クライアント１のユーザが重複
するライセンスを購入することを防止することができる。
【０２０３】
次に、上述の場合においては、クライアント１がライセンスサーバ４に要求したライセン
スが、クライアント１が既に有するライセンスと重複するかどうかを、クライアント１に
おいて判定するようにしたが、クライアント１がライセンスサーバ４に要求したライセン
スが、クライアント１が既に有するライセンスと重複するかどうかは、ライセンスサーバ
４において判定し、クライアント１では、そのライセンスサーバ４による判定結果に対応
して、ライセンスサーバ４に要求したライセンスがクライアント１が既に有するライセン
スと重複する旨を報知するようにすることも可能である。
【０２０４】
即ち、図１８は、クライアント１が行うライセンス取得処理の第３実施の形態を示すフロ
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ーチャートである。
【０２０５】
図１８のライセンス取得処理では、ステップＳ２６１乃至Ｓ２７１において、基本的に、
図７のステップＳ６１乃至Ｓ７１における場合とそれぞれ同様の処理が行われる。但し、
図１８のステップＳ２６８では、図７のステップＳ６８で行われるのと異なる重複購入防
止処理が行われる。
【０２０６】
そこで、図１９のフローチャートを参照して、図１８のステップＳ２６８で行われる重複
購入防止処理について説明する。
【０２０７】
図１８の重複購入防止処理では、まず最初に、ステップＳ２８１において、クライアント
１は、ライセンスサーバ４からインターネット２を介して購入レスポンスメッセージが送
信されてくるのを待って、その購入レスポンスメッセージを受信する。
【０２０８】
即ち、本実施の形態では、ライセンスサーバ４は、クライアント１からライセンス購入要
求メッセージを受信すると、後述する図２０のステップＳ３０７で行う重複販売防止処理
において、クライアント１のユーザが購入しようとしているライセンスが、そのクライア
ント１が既に有するライセンスと重複しているかどうかを判定し、その判定結果に応じて
、ライセンスの販売の拒否または許可を表す購入レスポンスメッセージを、ライセンス購
入要求メッセージに対するレスポンスとしてクライアント１に返す。ステップＳ２８１で
は、このようにしてライセンスサーバ４から送信されてくる購入レスポンスメッセージが
受信される。
【０２０９】
クライアント１は、ステップＳ２８１で購入レスポンスメッセージを受信した後、ステッ
プＳ２８２に進み、購入レスポンスメッセージが、ライセンスの販売の拒否を表している
かどうかを判定する。ステップＳ２８２において、購入レスポンスメッセージが、ライセ
ンスの販売の拒否を表していないと判定された場合、即ち、購入レスポンスメッセージが
、ライセンスの販売の許可を表している場合、ステップＳ２８３およびＳ２８４をスキッ
プして、ステップＳ２８５に進み、クライアント１は、図１８のステップＳ２６７で、ラ
イセンス購入要求メッセージによって要求したライセンスの購入を確認するライセンス購
入確認メッセージを、インターネット２を介してライセンスサーバ４に送信し、図１８の
ステップＳ２６９にリターンする。
【０２１０】
ライセンス購入確認メッセージを受信したライセンスサーバ４は、後述するように、クラ
イアント１が図１８のステップＳ２６７でライセンス購入要求メッセージによって要求し
たライセンスを送信してくるので、クライアント１は、図１８のステップＳ２７０で、そ
のライセンスを受信する。
【０２１１】
一方、ステップＳ２８２において、クライアント１がステップＳ２８１で受信したライセ
ンスサーバ４からの購入レスポンスメッセージが、ライセンスの販売の拒否を表している
と判定された場合、ステップＳ２８３に進み、クライアント１は、出力部２７（図２）の
ディスプレイに、購入しようとしているライセンスが既に有するライセンスと重複してい
る旨の重複メッセージを表示する。
【０２１２】
即ち、ライセンスサーバ４は、後述するように、クライアント１がライセンス購入要求メ
ッセージによって要求したライセンスが、クライアント１が既に有するライセンスと重複
するかどうかを判定し、重複する場合には、ライセンスの販売の拒否を表す購入レスポン
スメッセージを、クライアント１に送信し、重複しない場合には、ライセンスの販売の許
可を表す購入レスポンスメッセージを、クライアント１に送信する。
【０２１３】
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従って、購入レスポンスメッセージが、ライセンスの販売の拒否を表している場合は、ク
ライアント１において購入しようとしているライセンスが既に有するライセンスと重複し
ている場合であるから、クライアント１は、ステップＳ２８３において、図９のステップ
Ｓ８７における場合と同様に、その旨を表す重複メッセージを表示し、これにより、重複
するライセンスを購入しようとしていることを、クライアント１のユーザに報知する。
【０２１４】
クライアント１は、ステップＳ２８３において重複メッセージを表示した後、ステップＳ
２８４に進み、クライアント１は、ユーザが、ライセンス購入要求メッセージによって要
求したライセンスを購入する購入操作を行ったかどうかを判定する。
【０２１５】
ステップＳ２８４において、購入操作が行われていないと判定された場合、即ち、ステッ
プＳ２８３で、重複するライセンスを購入しようとしていることを報知されたユーザが、
ライセンス購入要求メッセージによって要求したライセンスの購入を取り止めた場合、図
１９の重複購入防止処理を終了し、さらに、図１８のライセンス取得処理も終了する。
【０２１６】
従って、この場合、ユーザが、最初に、ライセンス購入要求メッセージによって要求した
ライセンスの購入は行われないので、ユーザが、重複するライセンスを購入することを防
止することができる。
【０２１７】
一方、ステップＳ２８４において、購入操作が行われたと判定された場合、即ち、ステッ
プＳ２８３で、重複するライセンスを購入しようとしていることを報知したのにもかかわ
らず、ユーザが、その重複するライセンスを購入する意思表示としての購入操作を行った
場合、ステップＳ２８５に進み、上述したように、クライアント１は、ライセンス購入要
求メッセージによって要求したライセンスの購入を確認するライセンス購入確認メッセー
ジを、インターネット２を介してライセンスサーバ４に送信し、図１８のステップＳ２６
９にリターンする。
【０２１８】
この場合、上述したように、ライセンス購入確認メッセージを受信したライセンスサーバ
４は、クライアント１がライセンス購入要求メッセージによって要求したライセンスを送
信してくるので、クライアント１は、図１８のステップＳ２７０で、そのライセンスを受
信する。即ち、この場合、ユーザは、既に有するライセンスと重複するライセンスを購入
することとなる。しかしながら、いまの場合は、ユーザに、重複するライセンスを購入し
ようとしていることを報知し、それでも、ユーザが、その重複するライセンスを購入した
場合であるから、特に問題はない。
【０２１９】
次に、図２０のフローチャートを参照して、クライアント１が行う図１８のライセンス取
得処理に対応して実行されるライセンスサーバ４のライセンス提供処理について説明する
。
【０２２０】
図２０のライセンス提供処理では、ステップＳ３０１乃至Ｓ３１２において、基本的に、
図１２のステップＳ１０１乃至Ｓ１１２における場合とそれぞれ同様の処理が行われる。
但し、図２０のステップＳ３０７では、図１２のステップＳ１０７で行われるのと異なる
重複販売防止処理が行われる。
【０２２１】
即ち、図２０のステップＳ３０７では、ライセンスサーバ４は、クライアント１から購入
の要求があったライセンスが、クライアント１が既に有するライセンスと重複するかどう
かを判定し、その判定結果を、購入レスポンスメッセージとして、クライアント１に返す
ようになっている。
【０２２２】
従って、この場合、ライセンスサーバ４では、クライアント１から購入の要求があったラ
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イセンスが、クライアント１が既に有するライセンスと重複するかどうかを判定するため
に、クライアント１が購入したライセンスの一覧が必要となる。
【０２２３】
ところで、図１２のステップＳ１１０に対応する図２０のステップＳ３１０では、ライセ
ンスサーバ４は、クライアント１のユーザが購入したライセンスのライセンスIDと、その
クライアント１から送信されてきたユーザID、クライアントID、およびパスワードと対応
付け、記憶部２８（図２）に記憶させる。
【０２２４】
図２１は、ライセンスサーバ４の記憶部２８において、ライセンスIDと、ユーザID、クラ
イアントID、およびパスワードとが対応付けて登録されるユーザ管理テーブルを示してい
る。
【０２２５】
図２１において、ユーザ管理テーブルは、例えば、その左からユーザIDの欄、クライアン
トIDの欄、パスワードの欄、購入LIDリストの欄が配置されて構成される。図２０のステ
ップＳ３１０では、ライセンスサーバ４は、ユーザ管理テーブルから、クライアント１か
ら送信されてきたユーザID、クライアントID、およびパスワードが登録されているエント
リ（行）を検索し、そのエントリを注目エントリとする。なお、ユーザ管理テーブルに、
クライアント１から送信されてきたユーザID、クライアントID、およびパスワードが登録
されたエントリが存在しない場合には、ライセンスサーバ４は、クライアント１から送信
されてきたユーザID、クライアントID、およびパスワードを登録したエントリを新たに生
成し、注目エントリとする。そして、ライセンスサーバ４は、注目エントリの購入LIDリ
ストの欄に、クライアント１に送信したライセンスIDを追加登録する。
【０２２６】
従って、ユーザ管理テーブルには、ユーザID、クライアントID、およびパスワードによっ
て特定されるクライアント１のユーザが過去に購入したライセンスのライセンスIDが登録
されているから、ライセンスサーバ４では、ユーザ管理テーブルを参照することにより、
クライアント１から購入の要求があったライセンスが、そのクライアント１が既に有する
（購入した）ライセンスと重複するかどうかを判定することができる。
【０２２７】
次に、図２２のフローチャートを参照して、図２０のステップＳ３０７で行われる重複販
売防止処理について説明する。
【０２２８】
ライセンスサーバ４は、まず最初に、ステップＳ３３１において、クライアント１からの
ライセンス購入要求メッセージによって要求されたライセンスのライセンスIDを取得し、
ステップＳ３３２に進む。ステップＳ３３２では、ライセンスサーバ４は、クライアント
１のユーザが過去に購入したライセンスのライセンスIDの照会を行う。即ち、ステップＳ
３３２では、ライセンスサーバ４は、図２１に示したユーザ管理テーブルから、クライア
ント１から送信されてきたユーザID、クライアントID、およびパスワードが登録されてい
るエントリを注目エントリとして検索し、その注目エントリに登録されているライセンス
IDを取得する。
【０２２９】
その後、ステップＳ３３２からＳ３３３に進み、ライセンスサーバ４は、ステップＳ３３
１で取得したライセンスIDのライセンスが、ステップＳ３３２で取得したライセンスIDの
ライセンスと重複するかどうか、即ち、クライアント１からのライセンス要求メッセージ
によって要求されたライセンスが、クライアント１のユーザが過去に購入したライセンス
と重複するかどうかを判定する。なお、ステップＳ３３３の判定処理は、図９のステップ
Ｓ８２における場合と同様にして行うことができる。
【０２３０】
ステップＳ３３３において、クライアント１からのライセンス要求メッセージによって要
求されたライセンスが、クライアント１のユーザが過去に購入したライセンスと重複しな
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いと判定された場合、ステップＳ３３４に進み、ライセンスサーバ４は、ライセンスの販
売の許可を表す購入レスポンスメッセージを、クライアント１に送信し、ステップＳ３３
６に進む。
【０２３１】
また、ステップＳ３３３において、クライアント１からのライセンス要求メッセージによ
って要求されたライセンスが、クライアント１のユーザが過去に購入したライセンスと重
複すると判定された場合、ステップＳ３３５に進み、ライセンスサーバ４は、ライセンス
の販売の拒否を表す購入レスポンスメッセージを、クライアント１に送信し、ステップＳ
３３６に進む。
【０２３２】
ステップＳ３３６では、ライセンスサーバ４は、クライアント１からライセンス購入確認
メッセージが送信されてきたかどうかを判定する。
【０２３３】
ステップＳ３３６において、クライアント１からライセンス購入確認メッセージが送信さ
れてこないと判定された場合、ライセンスサーバ４は、図２２の重複販売防止処理を終了
し、さらに、図２０のライセンス提供処理も終了する。
【０２３４】
従って、この場合、ライセンスサーバ４からクライアント１に対し、そのクライアント１
が要求してきたライセンスは販売されない。
【０２３５】
一方、ステップＳ３３６において、クライアント１からライセンス購入確認メッセージが
送信されてきたと判定された場合、ライセンスサーバ４は、図２０のステップＳ３０８に
リターンする。
【０２３６】
従って、この場合、ライセンスサーバ４からクライアント１に対し、そのクライアント１
が要求してきたライセンスが販売される。
【０２３７】
以上のように、ライセンスサーバ４において、クライアント１が要求したライセンスが、
クライアント１が既に有するライセンスと重複するかどうかを判定し、その判定結果に対
応して、クライアント１が要求したライセンスがクライアント１が既に有するライセンス
と重複する旨を報知する場合においても、クライアント１のユーザが重複するライセンス
を購入することを防止することができる。
【０２３８】
なお、上述の場合には、ライセンスサーバ４において、図２１に示したユーザ管理テーブ
ルを管理するようにしたが、ユーザ管理テーブルは、ライセンスサーバ４以外のサーバで
管理するようにすることが可能である。
【０２３９】
即ち、図２３は、図１のコンテンツ提供システムに、図２１のユーザ管理テーブルを管理
するユーザ管理サーバ６を設けたコンテンツ提供システムの一実施の形態の構成例を示し
ている。
【０２４０】
図２３のコンテンツ提供システムでは、クライアント１において、図１８のライセンス取
得処理が行われるとともに、ライセンスサーバ４において、図２０のライセンス提供処理
が行われる。但し、ライセンスサーバ４は、クライアント１のユーザが購入したライセン
スのライセンスIDと、そのクライアント１についてのユーザID、クライアントID、および
パスワードとを、図２１のユーザ管理テーブルに登録する図２０のステップＳ３１０の処
理を、ユーザ管理サーバ６とインターネット２を介して通信することにより、ユーザ管理
サーバ６に行わせる。さらに、ライセンスサーバ４は、ユーザ管理テーブルから、クライ
アント１から送信されてきたユーザID、クライアントID、およびパスワードが登録されて
いるエントリに登録されているライセンスIDを取得する図２２のステップＳ３３２の処理
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、並びにクライアント１からのライセンス購入要求メッセージによって要求されたライセ
ンスが、ステップＳ３３２で取得されたライセンスIDのライセンスと重複するかどうかを
判定するステップＳ３３３の処理も、ユーザ管理サーバ６とインターネット２を介して通
信することにより、ユーザ管理サーバ６に行わせる。
【０２４１】
この場合も、ユーザが、重複したライセンスを購入することを防止することができる。
【０２４２】
なお、本実施の形態においては、ユーザが購入しようとしているライセンスが、既に購入
しているライセンスと重複する場合には、ライセンスが重複する旨のメッセージを表示す
るようにしたが、この場合、さらに、どのような重複が生じているのかを報知するメッセ
ージ（例えば、コンテンツを再生することができる期間が重複しているなど）を表示する
ようにすること等も可能である。
【０２４３】
ここで、本明細書において、CPU２１に各種の処理を行わせるためのプログラムを記述す
る処理ステップは、必ずしもフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理
する必要はなく、並列的あるいは個別に実行される処理（例えば、並列処理あるいはオブ
ジェクトによる処理）も含むものである。
【０２４４】
また、プログラムは、１の装置により処理されるものであっても良いし、複数の装置によ
って分散処理されるものであっても良い。さらに、プログラムは、遠方の装置に転送され
て実行されるものであっても良い。
【０２４５】
【発明の効果】
以上の如く、本発明によれば、重複したライセンスの購入を防止することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を提供したコンテンツ提供システムの一実施の形態の構成例を示す図であ
る。
【図２】クライアント１のハードウェア構成例を示すブロック図である。
【図３】ダウンロード処理を説明するフローチャートである。
【図４】コンテンツ提供処理を説明するフローチャートである。
【図５】ヘッダ情報付きのコンテンツデータのフォーマットを示す図である。
【図６】再生処理を説明するフローチャートである。
【図７】ライセンス取得処理の第１実施の形態を説明するフローチャートである。
【図８】ライセンス（のデータ）のフォーマットを示す図である。
【図９】ステップＳ６８の重複購入防止処理の詳細を説明するフローチャートである。
【図１０】ライセンスリストを示す図である。
【図１１】ライセンス選択画面と重複メッセージを示す図である。
【図１２】ライセンス提供処理の第１実施の形態を説明するフローチャートである。
【図１３】ステップＳ１０７の重複販売防止処理の詳細を説明するフローチャートである
。
【図１４】ライセンス取得処理の第２実施の形態を説明するフローチャートである。
【図１５】ステップＳ１６７の重複購入防止処理の詳細を説明するフローチャートである
。
【図１６】ライセンス提供処理の第２実施の形態を説明するフローチャートである。
【図１７】ステップＳ２０６の重複販売防止処理の詳細を説明するフローチャートである
。
【図１８】ライセンス取得処理の第３実施の形態を説明するフローチャートである。
【図１９】ステップＳ２６８の重複購入防止処理の詳細を説明するフローチャートである
。
【図２０】ライセンス提供処理の第３実施の形態を説明するフローチャートである。
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【図２１】ユーザ管理テーブルを示す図である。
【図２２】ステップＳ３０７の重複販売防止処理の詳細を説明するフローチャートである
。
【図２３】本発明を提供したコンテンツ提供システムの他の実施の形態の構成例を示す図
である。
【符号の説明】
１－１，１－２　クライアント，　２　インターネット，　３　コンテンツサーバ，　４
　ライセンスサーバ，　５　課金サーバ，　６　ユーザ管理サーバ，２０　タイマ，　２
１　CPU，　２２　ROM，　２３　RAM，　２４　暗号化復号部，　２５　コーデック部，
　２６　入力部，　２７　出力部，　２８　記憶部，　２９　通信部，　３０　ドライブ
，　３１　バス，　３２　入出力インタフェース，　４１　磁気ディスク，　４２　光デ
ィスク，　４３　光磁気ディスク，　４４　半導体メモリ，　５１　購入ボタン，　５１
Ａ乃至５１Ｃ　ボタン，　５２　ダイアログ，　５３　購入続行ボタン，　５４　購入中
止ボタン

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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