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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
販売サブシステムと、許可サービスサブシステムと、トランザクションクリアリングサ
ブシステムとを具備することを特徴としているデジタルコンテンツカウントシステムであ
って、
前記販売サブシステムと前記許可サービスサブシステムは、相互にアイデンティティを
認証し、
前記許可サービスサブシステムと前記トランザクションクリアリングサブシステムは、
相互にアイデンティティを認証し、
前記トランザクションクリアリングサブシステムは、前記販売サブシステムのアイデン
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ティティを認証し、
前記販売サブシステムは、
クライアント装置により提供された購入リストにしたがってトランザクションリクエ
スト情報を発生し、
前記トランザクションリクエスト情報を前記認証された許可サービスサブシステムへ
送信し、
前記許可サービスサブシステムから受信されたトランザクション成功情報を記録し、
前記許可サービスサブシステムは、
前記トランザクションリクエスト情報を受信して確認した後で、前記トランザクショ
ンリクエスト情報にしたがって前記トランザクション成功情報を発生し、
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前記トランザクション成功情報を、前記認証された販売サブシステムと前記認証され
たトランザクションクリアリングサブシステムとへ送信し、
前記トランザクション成功情報と、デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法の
情報とを、前記クライアント装置へ送信し、
前記トランザクションリクエスト情報を記録し、
前記クライアント装置により提供された許可リクエスト情報にしたがって、前記クラ
イアント装置へ前記許可ファイルを発行し、
前記トランザクションクリアリングサブシステムは、
前記許可サービスサブシステムから受信された前記トランザクション成功情報を記録
する、デジタルコンテンツカウントシステム。
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【請求項２】
前記販売サブシステムは、
前記許可サービスサブシステムの前記アイデンティティを認証するための第１の認証装
置と、
前記許可サービスサブシステムが前記第１の認証装置の前記認証にパスした後で、前記
認証の確認状態と前記許可サービスサブシステムの特有の識別子とを記憶するための第１
の認証情報記憶装置と、
前記クライアント装置により提供された前記購入リストにしたがって前記トランザクシ
ョンリクエスト情報を発生し、前記トランザクションリクエスト情報を前記許可サービス
サブシステムへ送信するトランザクションリクエスト装置と、
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ここで、前記トランザクションリクエスト情報は、少なくとも、前記デジタルコンテ
ンツの識別番号と、前記販売サブシステムの特有の識別子とを含んでいる、
前記許可サービスサブシステムから受信された前記トランザクション成功情報を記録す
るための第１のトランザクション情報記録装置と、
を具備していることを特徴とする請求項１記載のデジタルコンテンツカウントシステム
。
【請求項３】
前記第１の認証装置は、前記トランザクションクリアリングサブシステムの前記アイデ
ンティティを認証するためにさらに使用されることを特徴とする請求項２記載のデジタル
コンテンツカウントシステム。
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【請求項４】
前記第１の認証情報記憶装置は、前記トランザクションクリアリングサブシステムの前
記アイデンティティが前記第１の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確認状
態を記憶するためにさらに使用されることを特徴とする請求項３記載のデジタルコンテン
ツカウントシステム。
【請求項５】
前記第１のトランザクション情報記録装置は、前記トランザクション成功情報と、前記
販売サブシステムの前記特有の識別子と、前記許可サービスサブシステムの前記特有の識
別子とを、前記トランザクションクリアリングサブシステムに送信するためにさらに使用
されることを特徴とする請求項４記載のデジタルコンテンツカウントシステム。
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【請求項６】
前記許可サービスサブシステムは、
前記販売サブシステムの前記アイデンティティと前記トランザクションクリアリングサ
ブシステムの前記アイデンティティとを認証するための第２の認証装置と、
前記販売サブシステムが前記第２の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確
認状態と前記販売サブシステムの特有の識別子とを記憶し、前記トランザクションクリア
リングサブシステムが前記第２の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確認状
態を記憶するための第２の認証情報記憶装置と、
前記認証された販売サブシステムにより送信された前記トランザクションリクエスト情
報を受信して確認した後で、前記トランザクションリクエスト情報にしたがって前記トラ
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ンザクション成功情報を発生し、前記トランザクション成功情報を前記販売サブシステム
と前記認証されたトランザクションクリアリングサブシステムとへ送信し、前記トランザ
クション成功情報と、前記デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法の情報とを、前
記クライアント装置へ送信するトランザクションリクエスト認証装置と、
ここで、前記トランザクション成功情報は、少なくとも、前記デジタルコンテンツの
識別番号とトランザクション注文番号とを含んでいる、
前記トランザクションリクエスト情報を記録するための第２のトランザクション情報記
録装置と、
を具備していることを特徴とする請求項１記載のデジタルコンテンツカウントシステム
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。
【請求項７】
前記トランザクションリクエスト認証装置は、前記許可サービスサブシステムの前記特
有の識別子と前記販売サブシステムの前記特有の識別子とを、前記トランザクションクリ
アリングサブシステムに送信するためにさらに使用されることを特徴とする請求項６記載
のデジタルコンテンツカウントシステム。
【請求項８】
前記許可サービスサブシステムは、
前記トランザクションリクエスト認証装置が、前記トランザクション成功情報と、前記
デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法の情報とを、前記クライアント装置へ送信
した後で、前記クライアント装置により提供された前記許可リクエスト情報にしたがって
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前記デジタルコンテンツの前記許可ファイルを発生し、前記許可ファイルを前記クライア
ント装置へ発行する許可ファイル発行装置、
をさらに具備し、
ここで、前記許可リクエスト情報は、少なくとも、購入者の識別子と注文情報とを含
み、
前記注文情報は、少なくとも、前記デジタルコンテンツの識別番号とトランザクショ
ン注文番号とを含んでいることを特徴とする請求項６記載のデジタルコンテンツカウント
システム。
【請求項９】
前記トランザクションクリアリングサブシステムは、
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前記販売サブシステムの前記アイデンティティと前記許可サービスサブシステムの前記
アイデンティティとを認証するための第３の認証装置と、
前記販売サブシステムが前記第３の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確
認状態と前記販売サブシステムの特有の識別子とを記憶し、前記許可サービスサブシステ
ムが前記第３の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確認状態と前記許可サー
ビスサブシステムの特有の識別子とを記憶するための第３の認証情報記憶装置と、
前記許可サービスサブシステムから受信された前記トランザクション成功情報を記録す
るための第３のトランザクション情報記録装置と、
を具備していることを特徴とする請求項１記載のデジタルコンテンツカウントシステム
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。
【請求項１０】
前記第３のトランザクション情報記録装置は、前記許可サービスサブシステムから受信
された前記許可サービスサブシステムの前記特有の識別子と前記販売サブシステムの前記
特有の識別子とを記録するためにさらに使用されることを特徴とする請求項９記載のデジ
タルコンテンツカウントシステム。
【請求項１１】
デジタルコンテンツのカウントのための販売サブシステムであって、
許可サービスサブシステムのアイデンティティを認証するための第１の認証装置と、
前記許可サービスサブシステムが前記第１の認証装置の前記認証にパスした後で、前記
認証の確認状態と前記許可サービスサブシステムの特有の識別子とを記憶するための第１
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の認証情報記憶装置と、
クライアント装置により提供された購入リストにしたがってトランザクションリクエス
ト情報を発生し、前記トランザクションリクエスト情報を前記許可サービスサブシステム
へ送信するトランザクションリクエスト装置と、
ここで、前記トランザクションリクエスト情報は、少なくとも、デジタルコンテンツ
の識別番号と、販売サブシステムの特有の識別子とを含んでいる、
前記許可サービスサブシステムから受信されたトランザクション成功情報を記録するた
めの第１のトランザクション情報記録装置と、
を具備していることを特徴とする、販売サブシステム。
【請求項１２】
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前記第１の認証装置は、トランザクションクリアリングサブシステムのアイデンティテ
ィを認証するためにさらに使用されることを特徴とする請求項１１記載の販売サブシステ
ム。
【請求項１３】
前記第１の認証情報記憶装置は、前記トランザクションクリアリングサブシステムの前
記アイデンティティが前記第１の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確認状
態を記憶するためにさらに使用されることを特徴とする請求項１２記載の販売サブシステ
ム。
【請求項１４】
前記第１のトランザクション情報記録装置は、前記トランザクション成功情報と、前記
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販売サブシステムの前記特有の識別子と、前記許可サービスサブシステムの前記特有の識
別子とを、前記トランザクションクリアリングサブシステムに送信するためにさらに使用
されることを特徴とする請求項１３記載の販売サブシステム。
【請求項１５】
デジタルコンテンツのカウントのための許可サービスサブシステムであって、
販売サブシステムのアイデンティティとトランザクションクリアリングサブシステムの
アイデンティティとを認証するための第２の認証装置と、
前記販売サブシステムが前記第２の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確
認状態と前記販売サブシステムの特有の識別子とを記憶し、前記トランザクションクリア
リングサブシステムが前記第２の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確認状
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態を記憶するための第２の認証情報記憶装置と、
前記認証された販売サブシステムにより送信されたトランザクションリクエスト情報を
受信して確認した後で、前記トランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクシ
ョン成功情報を発生し、前記トランザクション成功情報を前記販売サブシステムと前記認
証されたトランザクションクリアリングサブシステムとへ送信し、前記トランザクション
成功情報と、デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法の情報とを、クライアント装
置へ送信するトランザクションリクエスト認証装置と、
ここで、前記トランザクション成功情報は、少なくとも、前記デジタルコンテンツの
識別番号とトランザクション注文番号とを含んでいる、
前記トランザクションリクエスト情報を記録するための第２のトランザクション情報記
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録装置と、
を具備していることを特徴とする、許可サービスサブシステム。
【請求項１６】
前記トランザクションリクエスト認証装置は、前記許可サービスサブシステムの特有の
識別子と前記販売サブシステムの前記特有の識別子とを、前記トランザクションクリアリ
ングサブシステムに送信するためにさらに使用されることを特徴とする請求項１５記載の
許可サービスサブシステム。
【請求項１７】
前記許可サービスサブシステムは、
前記トランザクションリクエスト認証装置が、前記トランザクション成功情報と、前記

50

(5)

JP 5399400 B2 2014.1.29

デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法の情報とを、前記クライアント装置へ送信
した後で、前記クライアント装置により提供された許可リクエスト情報にしたがって前記
デジタルコンテンツの前記許可ファイルを発生し、前記許可ファイルを前記クライアント
装置へ発行する許可ファイル発行装置、
をさらに具備し、
ここで、前記許可リクエスト情報は、少なくとも、購入者の識別子と注文情報とを含
み、
前記注文情報は、少なくとも、前記デジタルコンテンツの識別番号と前記トランザク
ション注文番号とを含んでいることを特徴とする請求項１５記載の許可サービスサブシス
テム。
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【請求項１８】
デジタルコンテンツのカウントのためのトランザクションクリアリングサブシステムで
あって、
販売サブシステムのアイデンティティと許可サービスサブシステムのアイデンティティ
とを認証するための第３の認証装置と、
前記販売サブシステムが前記第３の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確
認状態と前記販売サブシステムの特有の識別子とを記憶し、前記許可サービスサブシステ
ムが前記第３の認証装置の前記認証にパスした後で、前記認証の確認状態と前記許可サー
ビスサブシステムの特有の識別子とを記憶するための第３の認証情報記憶装置と、
前記許可サービスサブシステムから受信されたトランザクション成功情報を記録するた
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めの第３のトランザクション情報記録装置と、
を具備していることを特徴とする、トランザクションクリアリングサブシステム。
【請求項１９】
前記第３のトランザクション情報記録装置は、前記許可サービスサブシステムから受信
された前記許可サービスサブシステムの前記特有の識別子と前記販売サブシステムの前記
特有の識別子とを記録するためにさらに使用されることを特徴とする請求項１８記載のト
ランザクションクリアリングサブシステム。
【請求項２０】
請求項１記載のデジタルコンテンツカウントシステムを使用することによりデジタルコ
ンテンツをカウントする方法であって、
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販売サブシステムと許可サービスサブシステムが、相互にアイデンティティを認証し、
前記許可サービスサブシステムとトランザクションクリアリングサブシステムが、相互に
アイデンティティを認証し、前記トランザクションクリアリングサブシステムが、前記販
売サブシステムのアイデンティティを認証するステップと、
前記認証された販売サブシステムが、クライアント装置により提供された購入リストに
したがってトランザクションリクエスト情報を発生し、前記トランザクションリクエスト
情報を前記認証された許可サービスサブシステムへ送信するステップと、
前記許可サービスサブシステムが、前記トランザクションリクエスト情報を受信して確
認した後で、前記トランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクション成功情
報を発生し、前記トランザクション成功情報を前記販売サブシステムと前記認証されたト
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ランザクションクリアリングサブシステムとへ送信し、前記トランザクション成功情報と
、前記デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法の情報とを、前記クライアント装置
へ送信するステップと、
前記許可サービスサブシステムが、前記トランザクションリクエスト情報を記録し、前
記販売サブシステムと前記トランザクションクリアリングサブシステムが、前記トランザ
クション成功情報を受信して記録するステップと、
を含んでいることを特徴とする、デジタルコンテンツをカウントする方法。
【請求項２１】
前記クライアント装置により提供された前記購入リストが少なくとも２つのデジタルコ
ンテンツを含んでいるとき、前記認証された販売サブシステムは、前記少なくとも２つの
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デジタルコンテンツの各々に対して、１つのトランザクションリクエスト情報をそれぞれ
発生し、全ての前記発生されたトランザクションリクエスト情報を前記認証された許可サ
ービスサブシステムへ送信することを特徴とする請求項２０記載のデジタルコンテンツを
カウントする方法。
【請求項２２】
前記許可サービスサブシステムは、前記トランザクションリクエスト情報の各々を受信
して確認した後で、前記トランザクションリクエスト情報の各々に対して、トランザクシ
ョン成功情報をそれぞれ発生し、全ての前記トランザクション成功情報を、前記販売サブ
システムと前記認証されたトランザクションクリアリングサブシステムとへ送信し、全て
の前記トランザクション成功情報と、前記デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法
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の情報とを、前記クライアント装置へ送信することを特徴とする請求項２１記載のデジタ
ルコンテンツをカウントする方法。
【請求項２３】
前記許可サービスサブシステムは、前記トランザクション成功情報と、前記デジタルコ
ンテンツの許可ファイルを得る方法の情報とを、前記クライアント装置へ送信した後で、
前記クライアント装置により提供された許可リクエスト情報にしたがって許可ファイルを
発生し、前記許可ファイルを前記クライアント装置へ発行し、
ここで、前記許可リクエスト情報は、少なくとも、購入者の識別子と、注文情報とを
含み、
前記注文情報は、少なくとも、前記デジタルコンテンツの識別番号とトランザクショ
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ン注文番号とを含んでいることを特徴とする請求項２０記載のデジタルコンテンツをカウ
ントする方法。
【請求項２４】
前記許可サービスサブシステムから前記クライアント装置へ発行された前記許可ファイ
ルは、前記購入者の前記識別子と結合されることを特徴とする請求項２３記載のデジタル
コンテンツをカウントする方法。
【請求項２５】
前記購入者の前記識別子は、前記クライアント装置の特徴値を含んでいることを特徴と
する請求項２４記載のデジタルコンテンツをカウントする方法。
【請求項２６】

30

前記トランザクションリクエスト情報は、少なくとも、前記デジタルコンテンツの識別
番号と前記販売サブシステムの特有の識別子とを含み、
前記トランザクション成功情報は、少なくとも、前記デジタルコンテンツの識別番号と
トランザクション注文番号とを含んでいることを特徴とする請求項２０記載のデジタルコ
ンテンツをカウントする方法。
【請求項２７】
前記販売サブシステムが、前記クライアント装置により提供された前記購入リストにし
たがってトランザクションリクエスト情報を発生する前に、前記方法は、前記販売サブシ
ステムが、前記トランザクションクリアリングサブシステムの前記アイデンティティを認
証するステップをさらに含んでいることを特徴とする請求項２０記載のデジタルコンテン
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ツをカウントする方法。
【請求項２８】
前記販売サブシステムは、前記トランザクション成功情報を前記認証されたトランザク
ションクリアリングサブシステムへ送信することを特徴とする請求項２７記載のデジタル
コンテンツをカウントする方法。
【請求項２９】
前記許可サービスサブシステムと前記トランザクションクリアリングサブシステムは、
それぞれ、相互にアイデンティティの認証にパスした後で、前記認証の確認状態を記憶し
、前記トランザクションクリアリングサブシステムは、前記許可サービスサブシステムの
特有の識別子を記憶し、
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前記許可サービスサブシステムの前記アイデンティティと前記販売サブシステムの前記
アイデンティティがそれぞれ相互に前記認証にパスした後で、前記許可サービスサブシス
テムと前記販売サブシステムは、前記認証の確認状態と他方の特有の識別子とをそれぞれ
記憶し、
前記販売サブシステムの前記アイデンティティが前記トランザクションクリアリングサ
ブシステムの前記認証にパスした後で、前記トランザクションクリアリングサブシステム
は、前記認証の確認状態と前記販売サブシステムの特有の識別子とを記憶する、
ことを特徴とする請求項２０記載のデジタルコンテンツをカウントする方法。
【請求項３０】
前記許可サービスサブシステムが前記トランザクション成功情報を前記トランザクショ
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ンクリアリングサブシステムへ送信するとき、前記許可サービスサブシステムは、前記許
可サービスサブシステムの前記特有の識別子と前記販売サブシステムの前記特有の識別子
とを、前記トランザクションクリアリングサブシステムへ送信し、前記トランザクション
クリアリングサブシステムは、前記許可サービスサブシステムの前記特有の識別子と前記
販売サブシステムの前記特有の識別子とを受信して記録することを特徴とする請求項２９
記載のデジタルコンテンツをカウントする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はデジタルコンテンツの著作権保護の分野に関し、特にデジタルコンテンツカウ
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ント技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
コンピュータ情報技術およびインターネットの急速な進歩と共に、Ｅブック、Ｅニュー
スペーパー、オーディオ及びビデオのようなデジタルコンテンツが益々増加している。そ
れにしたがって偽造技術は多くの不法のトランザクションとデジタルコンテンツの使用を
生じ、これは関連されるデジタルコンテンツの著作権の所有者に対して大きな経済的損失
を招き、技術的な進歩及び情報の流布を妨害する。したがって情報の流布中のデジタルコ
ンテンツの保護は一層重要になる。
【０００３】
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デジタル著作権保護技術はデジタルコンテンツのトランザクション及び分配の重要な技
術である。この技術はデジタルコンテンツの知的財産の保護を実現するために使用され、
デジタルコンテンツの使用及び分配手順を制御できる。現在のデジタル著作権保護技術は
主としてクライアント装置の保護と、クライアント装置と許可されたサーバとの間の秘密
保護通信機構に関する。クライアント装置の保護はデジタルコンテンツとクライアント装
置とを結合し、クライアント装置により行われるデジタルコンテンツのコピーのような許
可されていない動作を阻止するためにクライアント装置がデジタルコンテンツを使用する
時間を制御することを含んでいる。クライアント装置と許可されたサーバとの間の秘密保
護通信機構はデジタルコンテンツのトランザクション後に許可されたサーバからクライア
ント装置へデジタルコンテンツを安全に送信することができる。現在のデジタル著作権保
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護技術は著作権の所有者がデジタルコンテンツのトランザクション手順に参加しないこと
、即ちトランザクション手順が販売業者に対する著作権の所有者の信頼に基づいており、
トランザクションのクリアリングが販売業者により提供される販売データにしたがって処
理され、あるいは著作権の所有者がデジタルコンテンツ自体を販売し、付加的な信頼関係
が設けられる必要がないという条件に単に適合されている。
【０００４】
しかしながら、デジタルコンテンツの実際のトランザクション期間中に、著作権の所有
者が販売業者を完全には信頼していない。著作権所有者と販売業者との間のデジタルコン
テンツトランザクションで必要とされる信用できるカウント技術は従来技術には存在しな
いので、トランザクション情報が不正に変更されないことは確認できず、したがってデジ
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タルコンテンツのトランザクションおよび分配は影響を受ける。
【発明の概要】
【０００５】
本発明の実施形態はデジタルコンテンツカウントシステム及びその方法を提供し、それ
によって信用できるトランザクションカウント機構が著作権の所有者と販売業者の間に設
けられ、著作権の所有者と販売業者はデジタルコンテンツのトランザクション情報を全体
的に確認する。
【０００６】
前述の技術的問題を解決するために、本発明は以下の技術的解決策を提供する。
【０００７】

10

デジタルコンテンツカウントシステムが本発明の１実施形態で提供され、これは販売サ
ブシステムと、許可サービスサブシステムと、トランザクションクリアリングサブシステ
ムとを具備し、
販売サブシステムと許可サービスサブシステムは相互にアイデンティティを認証し、許
可サービスサブシステムとトランザクションクリアリングサブシステムは相互にアイデン
ティティを認証し、トランザクションクリアリングサブシステムは販売サブシステムのア
イデンティティを認証し、
販売サブシステムは、クライアント装置により提供された購入リストにしたがってトラ
ンザクションリクエスト情報を発生し、そのトランザクションリクエスト情報を認証され
た許可サービスサブシステムへ送信し、許可サービスサブシステムから受信されたトラン
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ザクション成功情報を記録するものであり、
許可サービスサブシステムは、トランザクションリクエスト情報の受信及び確認後、ト
ランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクション成功情報を発生し、トラン
ザクション成功情報を認証された販売サブシステムと認証されたトランザクションクリア
リングサブシステムへ送信し、トランザクション成功情報及びデジタルコンテンツの許可
ファイルを得る方法の情報とをクライアント装置へ送信し、トランザクションリクエスト
情報を記録し、クライアント装置により提供された許可リクエスト情報にしたがってクラ
イアント装置に対する許可ファイルを発生するためのものであり、
トランザクションクリアリングサブシステムは、許可サービスサブシステムから受信さ
れたトランザクション成功情報を記録するためのものである。
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【０００８】
デジタルコンテンツカウントの販売サブシステムが本発明の実施形態で与えられ、これ
は、
許可サービスサブシステムのアイデンティティを認証するための第１の認証装置と、
許可サービスサブシステムが第１の認証装置の認証をパスした後、認証の確認状態およ
び許可サービスサブシステムの特有の識別子を記憶するための第１の認証情報記憶装置と
、
クライアント装置により提供された購入リストにしたがってトランザクションリクエス
ト情報を発生し、トランザクションリクエスト情報を許可サービスサブシステムへ送信し
、トランザクションリクエスト情報は少なくともデジタルコンテンツの識別番号と販売サ
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ブシステムの特有の識別子とを具備しているトランザクションリクエスト装置と、
許可サービスサブシステムから受信されたトランザクション成功情報を記録するための
第１のトランザクション情報記録装置とを具備している。
【０００９】
デジタルコンテンツカウントのための許可サービスサブシステムが本発明の実施形態で
与えられ、これは、
販売サブシステムとトランザクションクリアリングサブシステムのアイデンティティを
認証するための第２の認証装置と、
販売サブシステムが第２の認証装置の認証をパスした後、認証の確認状態および販売サ
ブシステムの特有の識別子を記憶し、トランザクションクリアリングサブシステムが第２
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の認証装置の認証をパスした後、認証の確認状態を記憶するための第２の認証情報記憶装
置と、
認証された販売サブシステムにより送信されたトランザクションリクエスト情報の受信
及び確認後、トランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクション成功情報を
発生し、トランザクション成功情報を販売サブシステムと認証されたトランザクションク
リアリングサブシステムへ送信し、トランザクション成功情報およびデジタルコンテンツ
の許可ファイルを得るための方法の情報をクライアント装置へ送信し、トランザクション
成功情報は少なくともデジタルコンテンツのトランザクション注文番号と識別番号を含ん
でいるトランザクションリクエスト認証装置と、
トランザクションリクエスト情報を記録するための第２のトランザクション情報記録装
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置とを具備している。
【００１０】
デジタルコンテンツカウントのためのトランザクションクリアリングサブシステムが本
発明の実施形態で与えられ、これは、
販売サブシステムと許可サービスサブシステムのアイデンティティを認証するための第
３の認証装置と、
販売サブシステムが第３の認証装置の認証をパスした後、認証の確認状態および販売サ
ブシステムの特有の識別子を記憶し、許可サービスサブシステムが第３の認証装置の認証
をパスした後、認証の確認状態と許可サービスサブシステムの特有の識別子とを記憶する
ための第３の認証情報記憶装置と、
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許可サービスサブシステムから受信されたトランザクション成功情報を記録するための
第３のトランザクション情報記録装置とを具備している。
【００１１】
前述のデジタルコンテンツカウントシステムの使用によりデジタルコンテンツをカウン
トする方法が本発明の１実施形態で与えられ、これは、
販売サブシステムと許可サービスサブシステムが相互にアイデンティティを認証し、許
可サービスサブシステムとトランザクションクリアリングサブシステムは相互にアイデン
ティティを認証し、トランザクションクリアリングサブシステムは販売サブシステムのア
イデンティティを認証し、
認証された販売サブシステムは、クライアント装置により提供された購入リストにした
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がってトランザクションリクエスト情報を発生し、トランザクションリクエスト情報を認
証された許可サービスサブシステムへ送信し、
許可サービスサブシステムは、トランザクションリクエスト情報の受信及び確認後、ト
ランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクション成功情報を発生し、トラン
ザクション成功情報を販売サブシステムと認証されたトランザクションクリアリングサブ
システムへ送信し、トランザクション成功情報及びデジタルコンテンツの許可ファイルを
得る方法の情報とをクライアント装置へ送信し、
許可サービスサブシステムは、トランザクションリクエスト情報を記録し、販売サブシ
ステムおよびトランザクションクリアリングサブシステムはトランザクション成功情報を
受信し記録するステップを含んでいる。
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【００１２】
本発明の１実施形態で与えられるデジタルコンテンツカウントシステム及び方法では、
デジタルコンテンツは認証された許可サービスサブシステムと認証された販売サブシステ
ムにより処理され、デジタルコンテンツのトランザクション情報は許可サービスサブシス
テムと、販売サブシステムと、認証された第３パーティのトランザクションクリアリング
サブシステムによりそれぞれ記録され、それによって信用できるトランザクションカウン
ト機構が著作権の所有者と販売業者との間に設けられ、著作権の所有者と販売業者はデジ
タルコンテンツのトランザクション情報を全体的に確証する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
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【図１】本発明の実施形態のデジタルコンテンツカウントシステムの概略図である。
【図２】本発明の実施形態のデジタルコンテンツカウントシステムの概略的構造図である
。
【図３】本発明の実施形態のデジタルコンテンツカウント方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態のデジタルコンテンツカウント方法のフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態のデジタルコンテンツカウント方法のフローチャートで
ある。
【図６】本発明の第２の実施形態のデジタルコンテンツカウント方法のフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】

10

【００１４】
本発明の１実施形態で与えられるデジタルコンテンツカウントシステム及び方法は著作
権の所有者のＥブック、Ｅニュースペーパー、Ｅ定期刊行物、デジタルオーディオ及びデ
ジタルビデオのようなデジタルコンテンツの著作権保護に適用される。
【００１５】
図１に示されているように、本発明の実施形態で与えられるデジタルコンテンツカウン
トシステムは販売サブシステム11、許可サービスサブシステム12、トランザクションクリ
アリングサブシステム13を具備しており、ここで、
販売サブシステム11と許可サービスサブシステム12は相互にアイデンティティを認証し
、許可サービスサブシステム12とトランザクションクリアリングサブシステム13は相互に
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アイデンティティを認証し、トランザクションクリアリングサブシステム13は販売サブシ
ステム11のアイデンティティを認証し、
販売サブシステム11は、クライアント装置により提供された購入リストにしたがってト
ランザクションリクエスト情報を発生し、トランザクションリクエスト情報を認証された
許可サービスサブシステム12へ送信し、許可サービスサブシステム12から受信されたトラ
ンザクション成功情報を記録するものであり、
許可サービスサブシステム12は、トランザクションリクエスト情報の受信及び確認後、
トランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクション成功情報を発生し、トラ
ンザクション成功情報を認証された販売サブシステム11と認証されたトランザクションク
リアリングサブシステム13へ送信し、トランザクション成功情報及びデジタルコンテンツ
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の許可ファイルを得る方法の情報とをクライアント装置へ送信し、トランザクションリク
エスト情報を記録し、クライアント装置により提供された許可リクエスト情報にしたがっ
てクライアント装置へ許可ファイルを発生するためのものであり、
トランザクションクリアリングサブシステム13は、許可サービスサブシステム12から受
信されたトランザクション成功情報を記録するためのものである。
【００１６】
ここで、販売サブシステム11は他の販売サブシステムから販売サブシステム11を弁別す
るための固定された特有の識別子を記憶し、特有の識別子は販売サブシステム11のインス
トール期間中に販売サブシステム11自体によって予め構成されるか生成されることができ
る。
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【００１７】
図２に示されているように、販売サブシステム11は、
許可サービスサブシステム12のアイデンティティを認証するための第１の認証装置111
と、
許可サービスサブシステム12のアイデンティティが第１の認証装置111の認証をパスし
た後、認証の確認状態および許可サービスサブシステム12の特有の識別子S‑ID2を記憶す
るための第１の認証情報記憶装置114と、
許可サービスサブシステム12のアイデンティティが第１の認証装置111の認証をパスし
、販売サブシステム11のアイデンティティが許可サービスサブシステム12とトランザクシ
ョンクリアリングサブシステム13の認証をそれぞれパスした後、クライアント装置により
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提供された購入リストにしたがってトランザクションリクエスト情報を発生し、そのトラ
ンザクションリクエスト情報を許可サービスサブシステム12へ送信し、トランザクション
リクエスト情報は少なくともデジタルコンテンツの識別番号と販売サブシステム11の特有
の識別子S‑ID1とを具備しているトランザクションリクエスト装置112と、
許可サービスサブシステム12から受信されたトランザクション成功情報を記録し、第１
の認証情報記憶装置114により記憶された記録されたトランザクション成功情報、販売サ
ブシステム11の特有の識別子S‑ID1、許可サービスサブシステム12の特有の識別子S‑ID2を
トランザクションクリアリングサブシステム13へ送信するための第１のトランザクション
情報記録装置113とを具備している。
【００１８】

10

ここで、第１の認証装置111はトランザクションクリアリングサブシステム13のアイデ
ンティティを認証するために使用されることもでき、第１の認証情報記憶装置114はトラ
ンザクションクリアリングサブシステム13のアイデンティティが第１の認証装置111の認
証をパスした後、認証の確認状態を記憶するために使用されることもできる。
【００１９】
許可サービスサブシステム12はまた許可サービスサブシステム12を他の許可サービスサ
ブシステムから弁別するための固定された特有の識別子も記憶し、ここで特有の識別子は
許可サービスサブシステム12のインストール期間中に許可サービスサブシステム12により
予め構成されるか、または生成されることができる。
【００２０】
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許可サービスサブシステム12はさらに、
販売サブシステム11とトランザクションクリアリングサブシステム13のアイデンティテ
ィを認証するための第２の認証装置121と、
販売サブシステム11のアイデンティティが第２の認証装置121の認証をパスした後、認
証の確認状態および販売サブシステム11の特有の識別子S‑ID1を記憶し、トランザクショ
ンクリアリングサブシステム13のアイデンティティが第２の認証装置121の認証をパスし
た後、認証の確認状態を記憶するための第２の認証情報記憶装置124と、
認証された販売サブシステム11により送信されたトランザクションリクエスト情報の受
信及び確認後、トランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクション成功情報
を発生し、そのトランザクション成功情報を販売サブシステム11と認証されたトランザク
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ションクリアリングサブシステム13へ送信し、トランザクション成功情報およびデジタル
コンテンツの許可ファイルを得るための方法の情報をクライアント装置へ送信し、トラン
ザクション成功情報は少なくともデジタルコンテンツのトランザクション注文番号と識別
番号を具備しており、トランザクションリクエスト認証装置122は許可サービスサブシス
テム12の特有の識別子S‑ID2と販売サブシステム11の特有の識別子S‑ID1をトランザクショ
ンクリアリングサブシステム13へ送信するためにも使用されるトランザクションリクエス
ト認証装置122と、
トランザクションリクエスト情報を記録するための第２のトランザクション情報記録装
置123と、
トランザクションリクエスト認証装置122がトランザクション成功情報とデジタルコン
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テンツの許可ファイルを得るための方法の情報とをクライアント装置へ送信した後、少な
くとも購入者の識別子とクライアント装置により発生され送信された注文情報を含む許可
リクエスト情報にしたがってデジタルコンテンツの許可ファイルを発生し、クライアント
装置へ許可ファイルを発行し、注文情報は少なくともデジタルコンテンツのトランザクシ
ョン注文番号と識別番号を具備している許可ファイル発行装置125を具備している。
【００２１】
トランザクションクリアリングサブシステム13はさらに、
販売サブシステム11と許可サービスサブシステム12のアイデンティティを認証するため
の第３の認証装置131と、
販売サブシステム11のアイデンティティが第３の認証装置131の認証をパスした後、認
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証の確認状態および販売サブシステム11の特有の識別子S‑ID1を記憶し、許可サービスサ
ブシステム12のアイデンティティが第３の認証装置131の認証をパスした後、認証の確認
状態と許可サービスサブシステム12の特有の識別子S‑ID2とを記憶するための第３の認証
情報記憶装置133と、
許可サービスサブシステム12から受信されたトランザクション成功情報を記録するため
の第３のトランザクション情報記録装置132とを具備している。
【００２２】
ここで、情報が図２に示されている前述の装置間で送信されるとき、情報の適切な受信
後、情報を受信するための装置は通常、情報を送信するための装置へ送信成功情報を返送
する。したがって図２では、装置間を流れる信号の方向を示す矢印は双方向の矢印である
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が、情報を受信するための装置が情報を送信するための装置へ送信成功情報を返送しない
条件は除外されない。
【００２３】
デジタルコンテンツのカウントのための販売サブシステムがさらに本発明の実施形態で
与えられ、これは前述したように第１の認証装置、第１の認証情報記憶装置、トランザク
ションリクエスト装置、第１のトランザクション情報記録装置を具備しており、それらの
動作原理は前述の説明と同じであるので、詳細に説明しない。
【００２４】
デジタルコンテンツのカウントのための許可サービスサブシステムがさらに本発明の実
施形態で与えられ、これは前述したように第２の認証装置、第２の認証情報記憶装置、ト
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ランザクションリクエスト認証装置、第２のトランザクション情報記録装置、許可ファイ
ル発行装置を具備しており、それらの動作原理は前述の説明と同じであるので、詳細に説
明しない。
【００２５】
デジタルコンテンツのカウントのためのトランザクションクリアリングサブシステムが
さらに本発明の実施形態で与えられ、これは前述したように第３の認証装置、第３の認証
情報記憶装置、第３のトランザクション情報記録装置を具備しており、それらの動作原理
は前述の説明と同じであるので、詳細に説明しない。
【００２６】
さらに、許可サービスサブシステムが許可サービスサブシステムについての著作権の所
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有者により設定されたサーバにインストールされる。販売サブシステムは販売業者又は著
作権の所有者のデジタルコンテンツのＥビジネスウェブサイトのサーバにインストールさ
れる。購入者はデジタルコンテンツのＥビジネスウェブサイトを通知され、購入者は（購
入されるデジタルコンテンツの名称とコピーの数を含めた）デジタルコンテンツの購入リ
ストを（コンピュータ、ＰＤＡ、移動体電話機のような）クライアント装置の入力インタ
ーフェースの使用によって販売サブシステムにより与えられるウェブサイト上の販売サブ
システムへ入力する。トランザクションクリアリングサブシステムは著作権の所有者およ
び販売業者とは独立している第３パーティのトランザクションクリアリングセンタにイン
ストールされる。
【００２７】
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サブシステムがインストールされた後、本発明の１実施形態で与えられる前述のデジタ
ルコンテンツカウントシステムを使用することによるデジタルコンテンツをカウントする
方法は以下の手順を含んでいる。
１．サブシステム間のアイデンティティ認証の手順
サブシステムが相互にアイデンティティを認証した後にのみ、デジタルコンテンツのト
ランザクションが開始できる。
【００２８】
アイデンティティ認証の手順を次に述べる。許可サービスサブシステムとトランザクシ
ョンクリアリングサブシステムは相互にアイデンティティを認証し、許可サービスサブシ
ステムは認証の確認情報を記憶し、許可サービスサブシステムとトランザクションクリア
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リングサブシステムのアイデンティティがそれぞれ認証をパスした後、トランザクション
クリアリングサブシステムは認証の確認情報と許可サービスサブシステムの特有の識別子
S‑ID2を記憶し、許可サービスサブシステムと販売サブシステムは相互にアイデンティテ
ィを認証し、許可サービスサブシステムと販売サブシステムは許可サービスサブシステム
と販売サブシステムのアイデンティティがそれぞれ認証をパスした後、それぞれ認証の確
認状態と他方の特有の識別子を記憶し、トランザクションクリアリングサブシステムは販
売サブシステムのアイデンティティを認証し、販売サブシステムのアイデンティティが認
証をパスした後、認証の確認状態と販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1を記憶する。
【００２９】
前述のサブシステムは単に、最初のデジタルコンテンツのトランザクション前に一度、
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相互にアイデンティティの認証の前述の手順を行う必要があり、デジタルコンテンツの後
続のトランザクションは前述のアイデンティティの認証の手順を必要としない。理由は、
各サブシステムが認証の確認状態と他方の特有の識別子とを記憶し、したがって各サブシ
ステムは前述のサブシステムを識別できるためであり、これはいつでもデジタルコンテン
ツのトランザクション期間中に認証をパスする。それ故、各サブシステムはデジタルコン
テンツのトランザクション手順全体においてただ一度アイデンティティの認証の前述の手
順を行う必要がある。
【００３０】
アイデンティティ認証方法は情報秘密保護分野、例えばデジタル証明等に基づくデジタ
ルシグネチャにおける一般的な方法であることができる。
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【００３１】
前述のサブシステム間のアイデンティティ認証の目的は、不法の許可サービスサブシス
テム、不法のトランザクションクリアリングサブシステムまたは不法の販売サブシステム
がトランザクション期間中にデジタルコンテンツのトランザクションに参加することを防
止するためにサブシステムのアイデンティティの合法性を保障することである。
【００３２】
２．トランザクション手順
前述の各サブシステムがアイデンティの認証をパスした後、購入者がデジタルコンテン
ツを購入するとき、購入者はネットワークＥブックストアにインストールされている販売
サブシステムを通してクライアント装置によって購入動作を行う。
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【００３３】
販売サブシステムはクライアント装置により購入者によって与えられたデジタルコンテ
ンツの購入リストにしたがってトランザクションリクエスト情報を発生し、そのトランザ
クションリクエスト情報を許可サービスサブシステムへ送信する。トランザクションリク
エスト情報は少なくともデジタルコンテンツの識別番号と販売サブシステムの特有の識別
子S‑ID1を含んでいる。トランザクションリクエスト情報の確認後、許可サービスサブシ
ステムはトランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクション成功情報を発生
し、トランザクション成功情報を販売サブシステムとトランザクションクリアリングサブ
システムへ送信し、トランザクション成功情報とデジタルコンテンツの許可ファイルを得
るための方法の情報とをクライアント装置へ送信する。許可サービスサブシステムはトラ
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ンザクションリクエスト情報を記録し、販売サブシステムとトランザクションクリアリン
グサブシステムはそれぞれトランザクション成功情報を受信し記録する。許可サービスサ
ブシステムはトランザクション成功情報、許可サービスサブシステムの特有の識別子S‑ID
2、販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1をトランザクションクリアリングサブシステム
へ送信することもできる。
【００３４】
クライアント装置はトランザクション成功情報にしたがって許可リクエスト情報を発生
し、許可リクエスト情報を許可サービスサブシステムへ送信する。許可リクエスト情報は
少なくとも購入者の識別子Ｓ−ＩＤ４と注文情報を具備している。許可サービスサブシス
テムは許可リクエスト情報にしたがって許可ファイルを発生し、許可ファイルをクライア
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ント装置へ発行する。その後、購入者はクライアント装置と許可ファイルによって著作権
の所有者からデジタルコンテンツを得ることができる。
【００３５】
さらに、許可サービスサブシステムは許可終了情報をトランザクションクリアリングサ
ブシステムへ送信でき、それによってトランザクションクリアリングサブシステムはより
完全なトランザクション情報を記録する。
【００３６】
トランザクションクリアリングサブシステムは許可サービスサブシステムと販売サブシ
ステムのトランザクション成功情報を記憶するので、トランザクションクリアリングサブ
システムは統計にしたがってデジタルコンテンツのトランザクション情報を得ることがで
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きる。一方、許可サービスサブシステムは許可サービスサブシステムがトランザクション
リクエスト情報を記憶し、販売サブシステムがトランザクション成功情報を記録するので
、許可サービスサブシステム、販売サブシステム、トランザクションクリアリングサブシ
ステムからの統計的なトランザクション情報は相互に一致するべきである。さらに許可サ
ービスサブシステムがトランザクション成功情報と、許可サービスサブシステムの特有の
識別子S‑ID2と、販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1においてデジタルシグネチャを作
成してこれらをトランザクションクリアリングサブシステムへ送信するならば、許可サー
ビスサブシステムからトランザクションクリアリングサブシステムへ送信されるトランザ
クション情報は不正に変更されることができず、それによって著作権の所有者と販売業者
が共同してトランザクション情報を確認する目的を達成する。
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【００３７】
図３に示されているように、本発明の１実施形態で与えられている前述のデジタルコン
テンツカウントシステムの使用によってデジタルコンテンツをカウントする方法の詳細な
フローを以下説明する。
S301で、販売サブシステムと許可サービスサブシステムは相互にアイデンティティを認
証し、許可サービスサブシステムとトランザクションクリアリングサブシステムは相互に
アイデンティティを認証し、トランザクションクリアリングサブシステムは販売サブシス
テムのアイデンティティを認証する。
【００３８】
S302で、認証された販売サブシステムはクライアント装置により与えられた購入リスト
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にしたがってトランザクションリクエスト情報を発生し、トランザクションリクエスト情
報を認証された許可サービスサブシステムへ送信する。
【００３９】
クライアント装置はネットワークにおけるコンピュータ、ＰＤＡ、移動体電話機等であ
る。購入者はクライアント装置の入力インターフェースを通して販売サブシステムへ購入
リストを提供する。
【００４０】
トランザクションリクエスト情報は少なくともデジタルコンテンツの識別番号と販売サ
ブシステムの特有の識別子S‑ID1を含んでいる。
【００４１】
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S303で、トランザクションリクエスト情報の受信及び確認後、トランザクションリクエ
スト情報にしたがってトランザクション成功情報を発生し、そのトランザクション成功情
報を記録されるように販売サブシステムと認証されたトランザクションクリアリングサブ
システムへ送信し、トランザクション成功情報とデジタルコンテンツの許可ファイルを得
るための方法の情報とをクライアント装置へ送信する。その後、手順はステップS304へ進
む。
【００４２】
トランザクション成功情報はデジタルコンテンツに対応する少なくともトランザクショ
ン注文番号OrderIDと識別番号Book‑IDを具備している。デジタルコンテンツの許可ファイ
ルを得るための方法は、デジタルコンテンツの許可ファイルがダウンロードされるネット
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ワークアドレス、またはデジタルコンテンツの許可ファイルが送信されるＥメールボック
スであることができる。
【００４３】
トランザクション成功情報およびデジタルコンテンツの許可ファイルを得るための方法
の情報とをクライアント装置へ返送する方法としてはそれをＥメールを介して送信するか
、或いはクライアント装置が直接それを許可サービスサブシステムからダウンロードする
。
【００４４】
認証をパスできないならば、手順は終了する。
【００４５】
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S304で、許可サービスサブシステムは少なくとも購入者の識別子Ｓ−ＩＤ４と、クライ
アント装置により生成され送信された注文情報とを含んでいる許可リクエスト情報にした
がってデジタルコンテンツの許可ファイルを生成し、その許可ファイルをクライアント装
置へ送信する。
【００４６】
注文情報はデジタルコンテンツに対応する少なくともトランザクション注文番号OrderI
Dと識別番号Book‑IDを具備している。
【００４７】
ステップS304では、許可ファイルにしたがってクライアント装置の読取り回数またはコ
ピーの性質を制御できる、許可ファイルを読取るための特別なソフトウェアがクライアン
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ト装置にインストールされるならば、デジタルコンテンツの著作権はさらに安全に保護さ
れることができる。
【００４８】
これまでで、デジタルコンテンツの最初のトランザクション手順が完了し、デジタルコ
ンテンツの次に後続するトランザクション手順が前述のステップS301−S304にしたがって
行われる。
【００４９】
前述のステップS301−S304が行われるとき、ステップS301で、トランザクションクリア
リングサブシステムと販売サブシステムは相互にアイデンティティを認証でき、ステップ
S302−S304では秘密保護がサブシステム間で送信された情報において行われることができ

30

、ステップ303で、トランザクション成功情報がトランザクションクリアリングサブシス
テムに送信されるとき、許可サービスサブシステムはまた許可サービスサブシステムの特
有の識別子S‑ID2と販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1とをトランザクションクリアリ
ングサブシステムへ送信し、それによってそれを他の許可サービスサブシステムと他のト
ランザクションクリアリングサブシステムとの間のトランザクション成功情報から弁別す
ることもでき、ステップS304の後、許可サービスサブシステムは許可終了の情報をトラン
ザクションクリアリングサブシステムへ送信でき、したがってトランザクションクリアリ
ングサブシステムはより完全なトランザクション情報を記録できる。
【００５０】
以下の部分では、本発明の１実施形態で与えられるデジタルコンテンツのカウント方法
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を詳細な実施形態を参照して詳細に説明する。この詳細な実施形態は、トランザクション
クリアリングサブシステムと販売サブシステムが相互にアイデンティティを認証し、秘密
保護がサブシステム間で送信される情報において行われ、許可サービスサブシステムがト
ランザクション成功情報と、許可サービスサブシステムの特有の識別子S‑ID2と販売サブ
システムの特有の識別子S‑ID1とをトランザクションクリアリングサブシステムへ送信し
、許可サービスサブシステムは許可の完了後に許可完了の情報をトランザクションクリア
リングサブシステムへ送信する点で、前述のステップS301−S304とは異なっている。図４
に示されているように、本発明の１実施形態で与えられるデジタルコンテンツをカウント
する方法の詳細なフローを説明する。
【００５１】
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S401で、許可サービスサブシステムとトランザクションクリアリングサブシステムはは
相互にアイデンティティを認証し、これらはそれぞれ認証をパスした後に認証の確認状態
を記憶し、トランザクションクリアリングサブシステムは許可サービスサブシステムの特
有の識別子S‑ID2を記憶し、許可サービスサブシステムと販売サブシステムは相互にアイ
デンティティを認証し、これらはそれぞれ認証をパスした後に認証の確認状態と他方の特
有の識別子を記憶し、トランザクションクリアリングサブシステムと販売サブシステムは
相互にアイデンティティを認証し、これらはそれぞれ認証をパスした後に認証の確認状態
を記憶し、トランザクションクリアリングサブシステムは販売サブシステムの特有の識別
子S‑ID1を記憶する。
【００５２】

10

S402で、販売サブシステムはクライアント装置により与えられた購入リストにしたがっ
てトランザクションリクエスト情報を発生し、デジタルシグネチャを有するトランザクシ
ョンリクエスト情報を許可サービスサブシステムへ送信する。
【００５３】
デジタルシグネチャを有するトランザクションリクエスト情報はレプレー・アタックの
ようなネットワーク攻撃を防止できる。
【００５４】
S403で、許可サービスサブシステムがトランザクションリクエスト情報を受信し、トラ
ンザクションリクエスト情報とデジタルシグネチャが認証をパスした後、許可サービスサ
ブシステムはトランザクションリクエスト情報を記録し、トランザクション成功情報を記
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録されるように販売サブシステムへ送信し、トランザクション成功情報とデジタルコンテ
ンツの許可ファイルを得るための方法の情報とをクライアント装置へ送信し、許可サービ
スサブシステムまたは販売サブシステムはトランザクション成功情報と、許可サービスサ
ブシステムの特有の識別子S‑ID2と販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1とを記録される
ようにデジタルシグネチャと共にトランザクションクリアリングサブシステムへ送信する
。その後、手順はステップS404へ進む。
【００５５】
認証をパスできないならば、手順は終了する。
【００５６】
S404で、許可サービスサブシステムは少なくとも購入者の識別子Ｓ−ＩＤ４と、クライ
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アント装置により生成され送信された注文情報とを含む許可リクエスト情報を受信し、許
可リクエスト情報にしたがってデジタルコンテンツの許可ファイルを生成し、その許可フ
ァイルと購入者の識別子ID‑ID4を共に結合してクライアント装置へ送信する。
【００５７】
許可ファイルと購入者の識別子ID‑ID4との結合は許可ファイルが合法的なクライアント
装置により使用されることを確認できる。
【００５８】
ステップS405で、許可サービスサブシステムはこの時の許可終了の情報が記録されるよ
うにこれをトランザクションクリアリングサブシステムへ送信する。
【００５９】
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その後、購入者が再度販売サブシステムを介してクライアント装置によりデジタルコン
テンツを購入するか、又は他の購入者が販売サブシステムを介してクライアント装置によ
りデジタルコンテンツを購入するとき、ステップS401を除いて、即ち前述の各サブシステ
ムは一度のステップS401のアイデンティティ認証の手順を行い、認証にパスした後、認証
の確認状態と特有の識別子を記憶すれば、ステップS402‑S405のみが行われる必要があり
、各前述のサブシステムは後続するトランザクションでトランザクション手順のステップ
S401の相互のアイデンティティ認証の手順を行う必要はない。
【００６０】
ここで前述のステップS402で、購入者が一度に複数のデジタルコンテンツを購入すると
き、販売サブシステムがトランザクションリクエスト情報を発生する方法では、各デジタ
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ルコンテンツに関して複数のリクエスト情報がそれぞれ発生され、またはトランザクショ
ンリクエスト情報の１ピースが同じ出版社に関して発生される。
【００６１】
複数のトランザクションリクエスト情報がそれぞれ各デジタルコンテンツに関して発生
されるならば、複数の各トランザクションリクエスト情報は少なくともデジタルコンテン
ツの識別番号と販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1を含んでいる。対応してステップS
403では、許可サービスサブシステムは各複数のトランザクションリクエスト情報を認証
し、認証がパスした後トランザクション成功情報を発生し、許可サービスサブシステムは
それぞれこれらのトランザクション成功情報を販売サブシステムへ送信し、それぞれこれ
らのトランザクション成功情報と、対応するデジタルコンテンツの許可ファイルを得るた

10

めの方法の情報とをクライアント装置へ送信し、許可サービスサブシステム又は販売サブ
システムはそれぞれこれらのトランザクション成功情報と許可サービスサブシステムの特
有の識別子S‑ID2と販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1とをデジタルシグネチャと共に
トランザクションクリアリングシステムへ送信し、許可サービスサブシステムと販売サブ
システムは各トランザクションに関してトランザクション情報を記録する。ステップS404
では、クライアント装置はトランザクション成功情報の各ピースに関して許可リクエスト
情報の１ピースを発生し、これを許可サービスサブシステムへ送信し、許可サービスサブ
システムは許可リクエスト情報の各ピースに関して１つの許可ファイルを発生し、これを
クライアント装置へ返送する。
【００６２】
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トランザクションリクエスト情報の１ピースが同じ出版社に関して発生されるならば、
トランザクションリクエスト情報は少なくとも各デジタルコンテンツの識別番号と、販売
サブシステムの特有の識別子S‑ID1とを含んでいる。後続する動作はステップS403‑S405の
動作と同じである。
【００６３】
以下の部分では、本発明の１実施形態で与えられるデジタルコンテンツのカウント方法
を詳細な実施形態を参照して詳細に説明する。
【００６４】
［実施形態１］
本発明の実施形態１は読者、出版社、ネットワークＥブックストア、第３パーティのト
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ランザクションクリアリングセンタに関する。
【００６５】
出版社はＥブックを出版し、許可サービスサブシステムをサーバにインストールする。
インストール中、許可サービスサブシステムは自動的に特有の識別子S‑ID2を発生し、こ
れは許可サービスサブシステム中に記憶される。生成された特有の識別子S‑ID2は変更が
可能ではない。販売サブシステムはネットワークＥブックストアにインストールされ、そ
の期間中、販売サブシステムは自動的に特有の識別子S‑ID1を発生し、それは販売サブシ
ステム中に記憶される。発生された特有の識別子S‑ID1は変更可能ではない。トランザク
ションクリアリングサブシステムは第３パーティのトランザクションクリアリングセンタ
にインストールされる。
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【００６６】
ここで、出版社は許可サービスサブシステムの使用によってＥブックに対して著作権保
護を行う。著作権保護方法は暗号化動作と、Ｅブックに対するキー管理と、価格、題名、
書籍番号、Ｅブックの特有の識別子のようなメタデータ管理を含むがそれに限定されない
。ネットワークＥブックストアは販売サブシステムによってＥブックの販売ウェブサイト
を読者へ提供し、販売モードは一冊ずつ書籍を販売する。
【００６７】
図５に示されているように、本発明の実施形態１で与えられるデジタルコンテンツをカ
ウントする方法は次のステップを含んでいる。
【００６８】
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ステップS501で、許可サービスサブシステム、販売サブシステム、トランザクションク
リアリングサブシステムはデジタル証書発行組織からそれぞれデジタル証書を得る。
【００６９】
ステップS502で、販売サブシステムはメッセージダイジェストをネットワークＥブック
ストアの名称ｎと販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1に対して行い、Ｈ（ｎ，S‑ID1）
を発生する。その後販売サブシステムはＨ（ｎ，S‑ID1）を販売サブシステムのデジタル
証書に対応するプライベートキーKilで暗号化し、Kil（Ｈ（ｎ，S‑ID1））を発生する。
盗聴を防止するために許可サービスサブシステムのデジタル証書に対応する公開キーKp2
でKil（Ｈ（ｎ，S‑ID1））を暗号化し、Kp2（Kil（Ｈ（ｎ，S‑ID1）））を得る。販売サ
ブシステムはKp2（Kil（Ｈ（ｎ，S‑ID1）））を許可サービスサブシステムへ送信する。

10

【００７０】
ここで許可サービスサブシステムのデジタル証書に対応する公開キーKp2は公開されて
いるので、販売サブシステムは種々の方法で、例えば許可サービスサブシステムがKp2を
販売サブシステムへ送信する方法で、許可サービスサブシステムのデジタル証書に対応す
る公開キーKp2を得ることができる。
【００７１】
ステップS503でｍ許可サービスサブシステムはKp2（Kil（Ｈ（ｎ，S‑ID1）））を許可
サービスサブシステムのデジタル証書に対応するプライベートキーKi2で解読し、Kil（Ｈ
（ｎ，S‑ID1））を販売サブシステムのデジタル証書に対応する公開キーKp1で解読し、Ｈ
（ｎ，S‑ID1）を得て、これがｎとS‑ID1のメッセージダイジェストであるか否かを認証す
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る。
【００７２】
これがメッセージダイジェストであるならば、販売サブシステムは許可サービスサブシ
ステムのアイデンティティ認証をパスし、許可サービスサブシステムはｎとS‑ID1の情報
を記憶し、手順はステップS504へ進む。
【００７３】
これがメッセージダイジェストではないならば、アイデンティティ認証は失敗し、手順
は終了する。
【００７４】
ここで、販売サブシステムのデジタル証書に対応する公開キーKp1が公開されているの

30

で、許可サービスサブシステムは種々の方法で、例えば販売サブシステムがKp1を許可サ
ービスサブシステムへ送信する方法で、販売サブシステムのデジタル証書に対応する公開
キーKp1を得ることができる。
【００７５】
ステップS504で、ステップS502とS503と同じ方法により、許可サービスサブシステムは
出版社名およびS‑ID2のようなアイデンティティ認証に関する情報を販売サブシステムへ
送信する。販売サブシステムがこのような情報を受信して確認した後、販売サブシステム
は出版社名および許可サービスサブシステムのS‑ID2を記憶する。したがって販売サブシ
ステムは許可サービスサブシステムのアイデンティティ認証を認識する。
【００７６】
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ステップS505で、ステップS502とS503と同じ方法により、トランザクションクリアリン
グサブシステムは販売サブシステムと許可サービスサブシステムのアイデンティティ認証
を認識する。
【００７７】
ステップS506で、ステップS502とS504と同じ方法により、（トランザクションクリアリ
ングサブシステムは特有の識別子をもたないので）トランザクションクリアリングサブシ
ステムはトランザクションクリアリングサブシステムの名称を許可サービスサブシステム
へ送信する。許可サービスサブシステムがトランザクションクリアリングサブシステムの
名称を受信し確認した後、許可サービスサブシステムはこれを記憶する。したがって許可
サービスサブシステムはトランザクションクリアリングサブシステムのアイデンティティ
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認証を認識する。
【００７８】
ステップS507で、読者はクライアント装置Ａによって購入リストを販売サブシステムへ
提供し、その購入リストはＥブックBook1の名称と複数のＥブックBook1のコピーを含んで
いる。
【００７９】
ステップS508で、販売サブシステムは購入リストにしたがってトランザクションリクエ
スト情報を発生し、トランザクションリクエスト情報にデジタルシグネチャを形成し、そ
れを許可サービスサブシステムへ送信する。
【００８０】

10

トランザクションリクエスト情報はトランザクション注文番号OrderIDと、ブック１に
対応する識別番号Book1‑IDと、販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1と、ブック１が購
入される番号Numと、情報が送信される時間Time等を含んでいる。ここでトランザクショ
ン注文番号OrderIDは販売サブシステムにより自動的に発生され、ブック１に対応する識
別番号Book1‑IDはブック１の名称にしたがって販売サブシステムによりデータベースで検
索することによって得られる。
【００８１】
トランザクションリクエスト情報にデジタルシグネチャを行うことはデジタルシグネチ
ャ情報Signature（OrderID、Book1‑ID、S‑ID1、Num、Time）をトランザクションリクエス
ト情報へ付加することである。トランザクションリクエスト情報にデジタルシグネチャを
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行うことはリプレー・アタックのようなネットワーク攻撃を防止できる。
【００８２】
ステップS509で、許可サービスサブシステムがトランザクションリクエスト情報を受信
し、トランザクションリクエスト情報とそのデジタルシグネチャが認証をパスした後、許
可サービスサブシステムはトランザクションリクエスト情報を記録し、トランザクション
リクエスト情報に含まれている情報アイテムにしたがってトランザクション成功情報を発
生する。許可サービスサブシステムはデジタルシグネチャをトランザクション成功情報、
S‑ID1とS‑ID2に対して行い、記録されるようにこれらをトランザクションクリアリングサ
ブシステムへ送信する。許可サービスサブシステムはトランザクション成功情報を記録す
るために販売サブシステムへ送信し、トランザクション成功情報と、Ｅブックの許可ファ
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イルが得られるアドレスBook1‑URL情報とをクライアント装置Ａへ送信する。
【００８３】
トランザクション成功情報は少なくともトランザクション注文番号OrderIDとブック１
に対応する識別番号Book1‑IDとを含んでいる。
【００８４】
ステップS510で、トランザクション成功情報と、Ｅブックの許可ファイルが得られるア
ドレスBook1‑URL情報を受信した後、クライアント装置ＡはネットワークアドレスがBook1
‑URLであるウェブサイトを通して許可リクエスト情報を許可サービスサブシステムへ送信
する。許可リクエスト情報は読者の識別子S‑ID4、OrderID、Book1‑ID、Numを含んでいる
40

。
【００８５】
ここで、読者の識別子S‑ID4はクライアント装置Ａの特徴値であることができる。
【００８６】
ステップS511で、許可サービスサブシステムは許可リクエスト情報中の情報にしたがっ
て許可ファイルを発生し、その許可ファイルを読者の識別子S‑ID4と結合し、それをクラ
イアント装置Ａへ発行する。
【００８７】
その後、読者が再度、販売サブシステムを介してデジタルコンテンツを購入するか、或
いは他の購入者が販売サブシステムを介してデジタルコンテンツを購入するとき、ステッ
プS507乃至S511が行われる。
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【００８８】
[実施形態２]
本発明の実施形態２は図書館、出版社、Ｅブック発行者、出版社とＥブック発行者とは
独立している第３パーティのトランザクションクリアリングセンタに関する。
【００８９】
出版社はＥブックを出版し、許可サービスサブシステムをサーバにインストールする。
インストール期間中、許可サービスサブシステムは特有の識別子S‑ID2を自動的に発生し
て、それは許可サービスサブシステム中に記憶される。発生された特有の識別子S‑ID2は
変更可能ではない。販売サブシステムはＥブック発行者のネットワークＥブックストアに
インストールされ、その期間中に販売サブシステムは自動的に特有の識別子S‑ID1を発生

10

し、それは販売サブシステム中に記憶される。発生された特有の識別子S‑ID1は変更可能
ではない。トランザクションクリアリングサブシステムは出版社とＥブック発行者と独立
している第３パーティのトランザクションクリアリングセンタにインストールされる。
【００９０】
ここで、出版社は許可サービスサブシステムの使用によってＥブックに対して著作権保
護を行う。その著作権保護方法は暗号化動作と、Ｅブックに対するキー管理と、価格、題
名、書籍番号、Ｅブックの特有の識別子のようなメタデータ管理を含むが、それに限定さ
れない。Ｅブック出版社は販売サブシステムによって図書館に対してＥブックの大量販売
を行う。
【００９１】

20

実施形態２では、許可サービスサブシステムと販売サブシステムとトランザクションク
リアリングサブシステムとの間のアイデンティティ認証手順は実施形態１のステップS501
乃至S506の手順と同じであり、ここでは説明しない。図６に示されているように、全ての
サブシステムが相互にアイデンティティ認証をパスした後、以下のステップが行われる。
【００９２】
ステップS601で、図書館がＥブック発行者からＥブックの大量購入を行うとき、図書館
は購入リストＬをクライアント装置Ｂによって販売サブシステムへ提供し、購入リストＬ
は少なくとも各種類の書籍の特有の識別子と、購入される各種類の書籍のコピー数等を含
んでいる。
【００９３】
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ステップS602で、販売サブシステムは購入リストＬにしたがってトランザクションリク
エスト情報を発生し、トランザクションリクエスト情報についてデジタルシグネチャを行
い、その後、それを許可サービスサブシステムへ送信する。
【００９４】
トランザクションリクエスト情報はトランザクション注文番号OrderID、購入リストＬ
、販売サブシステムの特有の識別子S‑ID1、情報が送信される時間Time等を含んでいる。
ここで、トランザクション注文番号OrderIDは自動的に販売サブシステムにより生成され
る。
【００９５】
デジタルシグネチャをトランザクションリクエスト情報について行う方法は、デジタル

40

シグネチャ情報Signature（OrderID、Ｌ、S‑ID1、Time）をトランザクションリクエスト
情報に付加する方法である。トランザクションリクエスト情報にデジタルシグネチャを行
うことはリプレー・アタックのようなネットワーク攻撃を防止できる。
【００９６】
ステップS603で、許可サービスサブシステムがトランザクションリクエスト情報を受信
し、トランザクションリクエスト情報とそのデジタルシグネチャが認証をパスした後、許
可サービスサブシステムはトランザクションリクエスト情報を記録し、トランザクション
リクエスト情報に含まれる情報アイテムにしたがってトランザクション成功情報を発生す
る。許可サービスサブシステムはトランザクション成功情報を記録するために販売サブシ
ステムへ送信し、トランザクション成功情報と、Ｅブックの許可ファイルが得られるアド
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レスBook1‑URL情報をクライアント装置Ｂへ送信し、記録するためにトランザクション成
功情報、S‑ID1とS‑ID2をデジタルシグネチャと共にトランザクションクリアリングサブシ
ステムへ送信する。
【００９７】
トランザクション成功情報は少なくともトランザクション注文番号OrderIDと購入リス
トＬとを含んでいる。
【００９８】
ステップS604で、クライアント装置Ｂがトランザクション成功情報と、Ｅブックの許可
ファイルが得られるアドレスBook1‑URL情報とを受信した後、図書館はネットワークアド
レスがBook1‑URLであるウェブサイトを通して許可リクエスト情報を許可サービスサブシ

10

ステムへ送信する。許可リクエスト情報は図書館の識別子S‑ID4、OrderID、Ｌを含んでい
る。ここで、図書館の識別子S‑ID4は図書館のＥブックサービスシステムの特徴値である
ことができる。
【００９９】
ステップ605で、許可サービスサブシステムは、クライアント装置Ｂから送信される許
可リクエスト情報中の情報にしたがって、図書館の識別子S‑ID4に結合される許可ファイ
ルをクライアント装置Ｂへ発行する、
その後、図書館が再度、販売サブシステムを介してデジタルコンテンツを購入するか、
或いは他の購入者が販売サブシステムを介してデジタルコンテンツを購入するとき、ステ
ップS601乃至S605が行われる。

20

【０１００】
本発明の１実施形態で与えられるデジタルコンテンツカウントシステムおよび方法では
、デジタルコンテンツは認証された許可サービスサブシステムと認証された販売サブシス
テムにより処理され、デジタルコンテンツのトランザクション情報は許可サービスサブシ
ステム、販売サブシステム、認証された第３パーティのトランザクションクリアリングサ
ブシステムによりそれぞれ記録され、それによって信頼できるトランザクションカウント
機構が著作権の所有者と販売業者との間に設けられ、著作権の所有者と販売業者は共同し
てデジタルコンテンツのトランザクション情報を確認する。
【０１０１】
明白に、当業者は本発明の技術的範囲内で本発明を変更又は変化できる。したがって本
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発明の変更または変形が本発明の特許請求の範囲および等価技術の範囲内であるならば、
本発明はこれらの変形及び変更を含む。
以下に、本願出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］販売サブシステムと、許可サービスサブシステムと、トランザクションクリアリ
ングサブシステムとを具備することを特徴としているデジタルコンテンツカウントシステ
ムにおいて、
前記販売サブシステムと前記許可サービスサブシステムとは相互にアイデンティティを
認証し、前記サービスサブシステムと前記トランザクションクリアリングサブシステムと
は相互にアイデンティティを認証し、前記トランザクションクリアリングアブシステムは
前記販売サブシステムのアイデンティティを認証し、
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前記販売サブシステムは、クライアント装置により提供された購入リストにしたがって
トランザクションリクエスト情報を発生し、そのトランザクションリクエスト情報を認証
された許可サービスサブシステムへ送信し、前記許可サービスサブシステムから受信され
たトランザクション成功情報を記録するように構成され、
前記許可サービスサブシステムは、前記トランザクションリクエスト情報の受信及び確
認後、前記トランザクションリクエスト情報にしたがって前記トランザクション成功情報
を発生し、そのトランザクション成功情報を前記認証された販売サブシステムおよび前記
認証されたトランザクションクリアリングサブシステムへ送信し、前記トランザクション
成功情報及び前記デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法の情報を前記クライアン
ト装置へ送信し、前記トランザクションリクエスト情報を記録し、前記クライアント装置
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により提供された許可リクエスト情報にしたがって前記クライアント装置に対する前記許
可ファイルを発生するように構成され、
前記トランザクションクリアリングサブシステムは、前記許可サービスサブシステムか
ら受信された前記トランザクション成功情報を記録するように構成されているデジタルコ
ンテンツカウントシステム。
［２］前記販売サブシステムはさらに、
前記許可サービスサブシステムのアイデンティティを認証するための第１の認証装置と
、
前記許可サービスサブシステムが第１の認証装置の認証にパスした後、認証の確認状態
および許可サービスサブシステムの特有の識別子を記憶するための第１の認証情報記憶装

10

置と、
前記クライアント装置により提供された購入リストにしたがって前記トランザクション
リクエスト情報を発生し、そのトランザクションリクエスト情報を前記許可サービスサブ
システムへ送信し、前記トランザクションリクエスト情報は少なくとも前記デジタルコン
テンツの識別番号と、前記販売サブシステムの特有の識別子とを具備しているトランザク
ションリクエスト装置と、
前記許可サービスサブシステムから受信された前記トランザクション成功情報を記録す
るための第１のトランザクション情報記録装置とを具備していることを特徴とする前記［
１］記載のデジタルコンテンツカウントシステム。
［３］前記第１の認証装置はまた前記トランザクションクリアリングサブシステムの前

20

記アイデンティティを認証するために使用されることを特徴とする前記［２］記載のデジ
タルコンテンツカウントシステム。
［４］前記第１の認証情報記憶装置は、前記トランザクションクリアリングサブシステ
ムの前記アイデンティティが前記第１の認証装置の前記認証をパスした後、前記認証の確
認状態を記憶するためにも使用されることを特徴とする前記［３］記載のデジタルコンテ
ンツカウントシステム。
［５］前記第１のトランザクション情報記録装置は、前記トランザクション成功情報と
、前記販売サブシステムの前記特有の識別子と、前記許可サービスサブシステムの前記特
有の識別子を前記トランザクションクリアリングサブシステムに送信するためにも使用さ
れることを特徴とする前記［４］記載のデジタルコンテンツカウントシステム。
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［６］前記許可サービスサブシステムはさらに、
前記販売サブシステムと前記トランザクションクリアリングサブシステムの前記アイデ
ンティティを認証するための第２の認証装置と、
前記販売サブシステムが前記第２の認証装置の認証をパスした後、前記認証の確認状態
および前記販売サブシステムの特有の識別子を記憶し、前記トランザクションクリアリン
グサブシステムが前記第２の認証装置の認証をパスした後、前記認証の確認状態を記憶す
るための第２の認証情報記憶装置と、
前記認証された販売サブシステムにより送信された前記トランザクションリクエスト情
報の受信及び確認後、前記トランザクションリクエスト情報にしたがって前記トランザク
ション成功情報を発生し、そのトランザクション成功情報を前記販売サブシステムと前記
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認証されたトランザクションクリアリングサブシステムへ送信し、前記トランザクション
成功情報および前記デジタルコンテンツの前記許可ファイルを得るための方法の情報を前
記クライアント装置へ送信し、前記トランザクション成功情報は少なくとも前記デジタル
コンテンツのトランザクション注文番号と識別番号を含んでいるトランザクションリクエ
スト認証装置と、
前記トランザクションリクエスト情報を記録するための第２のトランザクション情報記
録装置とを具備していることを特徴とする前記［１］記載のデジタルコンテンツカウント
システム。
［７］前記トランザクションリクエスト認証装置は、前記許可サービスサブシステムの
前記特有の識別子と前記販売サブシステムの前記特有の識別子を前記トランザクションク
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リアリングサブシステムに送信するためにも使用されることを特徴とする前記［６］記載
のデジタルコンテンツカウントシステム。
［８］前記許可サービスサブシステムはさらに、
前記トランザクションリクエスト認証装置が前記トランザクション成功情報と前記デジ
タルコンテンツの前記許可ファイルを得るための方法の情報を前記クライアント装置へ送
信した後、前記クライアント装置により提供された前記許可リクエスト情報にしたがって
前記デジタルコンテンツの前記許可ファイルを発生するように構成され、前記許可ファイ
ルを前記クライアント装置へ発行し、前記許可リクエスト情報は少なくとも購入者の識別
子および注文情報を具備し、前記注文情報は少なくとも前記デジタルコンテンツの前記ト
ランザクション注文番号と識別番号を含んでいる許可ファイル発行装置を具備しているこ

10

とを特徴とする前記［６］記載のデジタルコンテンツカウントシステム。
［９］前記トランザクションクリアリングサブシステムは、さらに、
前記販売サブシステムと前記許可サービスサブシステムのアイデンティティを認証する
ための第３の認証装置と、
前記販売サブシステムが前記第３の認証装置の前記認証をパスした後、前記認証の確認
状態および前記販売サブシステムの特有の識別子を記憶し、前記許可サービスサブシステ
ムが前記第３の認証装置の前記認証をパスした後、前記認証の確認状態と前記許可サービ
スサブシステムの特有の識別子とを記憶するための第３の認証情報記憶装置と、
前記許可サービスサブシステムから受信された前記トランザクション成功情報を記録す
るための第３のトランザクション情報記録装置とを具備していることを特徴とする前記［
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１］記載のデジタルコンテンツカウントシステム。
［１０］前記第３のトランザクション情報記録装置は、前記許可サービスサブシステム
から受信された許可サービスサブシステムの前記特有の識別子と前記販売サブシステムの
前記特有の識別子とを記録するためにも使用されることを特徴とする前記［９］記載のデ
ジタルコンテンツカウントシステム。
［１１］許可サービスサブシステムのアイデンティティを認証するための第１の認証装
置と、
前記許可サービスサブシステムが第１の認証装置の認証をパスした後、認証の確認状態
および許可サービスサブシステムの特有の識別子を記憶するための第１の認証情報記憶装
置と、
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前記クライアント装置により提供された購入リストにしたがって前記トランザクション
リクエスト情報を発生し、そのトランザクションリクエスト情報を前記許可サービスサブ
システムへ送信し、前記トランザクションリクエスト情報は少なくとも前記デジタルコン
テンツの識別番号と前記販売サブシステムの特有の識別子とを含んでいるトランザクショ
ンリクエスト装置と、
前記許可サービスサブシステムから受信された前記トランザクション成功情報を記録す
るための第１のトランザクション情報記録装置とを具備していることを特徴とするデジタ
ルコンテンツカウントのための販売サブシステム。
［１２］前記第１の認証装置は、前記トランザクションクリアリングサブシステムの前
記アイデンティティを認証するためにも使用されることを特徴とする前記［１１］記載の
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販売サブシステム。
［１３］前記第１の認証情報記憶装置は、前記トランザクションクリアリングサブシス
テムの前記アイデンティティが前記第１の認証装置の前記認証をパスした後、前記認証の
確認状態を記憶するためにも使用されることを特徴とする前記［１２］記載の販売サブシ
ステム。
［１４］前記第１のトランザクション情報記録装置は、前記トランザクション成功情報
と、前記販売サブシステムの前記特有の識別子と、前記許可サービスサブシステムの前記
特有の識別子を前記トランザクションクリアリングサブシステムに送信するためにも使用
されることを特徴とする前記［１３］記載の販売サブシステム。
［１５］前記販売サブシステムと前記トランザクションクリアリングサブシステムの前
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記アイデンティティを認証するための第２の認証装置と、
前記販売サブシステムが前記第２の認証装置の認証をパスした後、前記認証の確認状態
および前記販売サブシステムの特有の識別子を記憶し、前記トランザクションクリアリン
グサブシステムが前記第２の認証装置の認証をパスした後、前記認証の確認状態を記憶す
るための第２の認証情報記憶装置と、
前記認証された販売サブシステムにより送信された前記トランザクションリクエスト情
報の受信及び確認後、前記トランザクションリクエスト情報にしたがって前記トランザク
ション成功情報を発生し、そのトランザクション成功情報を前記販売サブシステムと前記
認証されたトランザクションクリアリングサブシステムへ送信し、前記トランザクション
成功情報および前記デジタルコンテンツの前記許可ファイルを得るための方法の情報を前
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記クライアント装置へ送信し、前記トランザクション成功情報は少なくとも前記デジタル
コンテンツのトランザクション注文番号と識別番号を含んでいるトランザクションリクエ
スト認証装置と、
前記トランザクションリクエスト情報を記録するための第２のトランザクション情報記
録装置とを具備していることを特徴とするデジタルコンテンツカウントのための許可サー
ビスサブシステム。
［１６］前記トランザクションリクエスト認証装置は前記許可サービスサブシステムの
前記特有の識別子と前記販売サブシステムの前記特有の識別子とを前記トランザクション
クリアリングサブシステムに送信するためにも使用されることを特徴とする前記［１５］
記載の許可サービスサブシステム。

20

［１７］前記許可サービスサブシステムはさらに、
前記トランザクションリクエスト認証装置が前記トランザクション成功情報と前記デジ
タルコンテンツの前記許可ファイルを得るための方法の情報を前記クライアント装置へ送
信した後、前記クライアント装置により提供された前記許可リクエスト情報にしたがって
前記デジタルコンテンツの前記許可ファイルを発生し、前記許可ファイルを前記クライア
ント装置へ発行し、前記許可リクエスト情報は少なくとも購入者の識別子および注文情報
を含み、前記注文情報は少なくとも前記デジタルコンテンツの前記トランザクション注文
番号と識別番号を含んでいる許可ファイル発行装置を具備していることを特徴とする前記
［１５］記載の許可サービスサブシステム。
［１８］前記販売サブシステムと前記許可サービスサブシステムのアイデンティティを

30

認証するための第３の認証装置と、
前記販売サブシステムが前記第３の認証装置の前記認証をパスした後、前記認証の確認
状態および前記販売サブシステムの特有の識別子を記憶し、前記許可サービスサブシステ
ムが前記第３の認証装置の前記認証をパスした後、前記認証の確認状態と前記許可サービ
スサブシステムの特有の識別子とを記憶するための第３の認証情報記憶装置と、
前記許可サービスサブシステムから受信された前記トランザクション成功情報を記録す
るための第３のトランザクション情報記録装置とを具備していることを特徴とするデジタ
ルコンテンツカウントのためのトランザクションクリアリングサブシステム。
［１９］前記第３のトランザクション情報記録装置は、前記許可サービスサブシステム
から受信された許可サービスサブシステムの前記特有の識別子と前記販売サブシステムの

40

前記特有の識別子とを記録するためにも使用されることを特徴とする前記［１８］記載の
トランザクションクリアリングサブシステム。
［２０］前記［１］記載のデジタルコンテンツカウントシステムの使用によりデジタル
コンテンツをカウントする方法において、
販売サブシステムと許可サービスサブシステムが相互にアイデンティティを認証し、前
記許可サービスサブシステムとトランザクションクリアリングサブシステムは相互にアイ
デンティティを認証し、前記トランザクションクリアリングアブシステムは前記販売サブ
システムのアイデンティティを認証し、
前記認証された販売サブシステムは、前記クライアント装置により提供された購入リス
トにしたがってトランザクションリクエスト情報を発生し、そのトランザクションリクエ
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スト情報を前記認証された許可サービスサブシステムへ送信し、
前記許可サービスサブシステムは、前記トランザクションリクエスト情報を受信して確
認した後、そのトランザクションリクエスト情報にしたがってトランザクション成功情報
を発生し、前記トランザクション成功情報を前記販売サブシステムと前記認証されたトラ
ンザクションクリアリングサブシステムへ送信し、前記トランザクション成功情報及び前
記デジタルコンテンツの許可ファイルを得る方法の情報とを前記クライアント装置へ送信
し、
前記許可サービスサブシステムは、前記トランザクションリクエスト情報を記録し、前
記販売サブシステムおよび前記トランザクションクリアリングサブシステムは前記トラン
ザクション成功情報を受信し記録するステップを含んでいることを特徴とする方法。

10

［２１］前記クライアント装置により提供される前記購入リストが少なくとも２つのデ
ジタルコンテンツを含んでいるとき、前記認証された販売サブシステムは各前記デジタル
コンテンツに関してそれぞれ１ピースのトランザクションリクエスト情報を発生し、全て
の前記発生されたトランザクションリクエスト情報を前記認証された許可サービスサブシ
ステムへ送信することを特徴とする前記［２０］記載のデジタルコンテンツをカウントす
る方法。
［２２］前記許可サービスサブシステムは、各前記トランザクションリクエスト情報を
受信して確認した後、各前記トランザクションリクエスト情報に関してそれぞれトランザ
クション成功情報を発生し、全ての前記トランザクション成功情報を前記販売サブシステ
ムと前記認証されたトランザクションクリアリングサブシステムへ送信し、全ての前記ト

20

ランザクション成功情報及び前記デジタルコンテンツの前記許可ファイルを得る方法の情
報を前記クライアント装置へ送信することを特徴とする前記［２１］記載のデジタルコン
テンツをカウントする方法。
［２３］前記許可サービスサブシステムは、前記トランザクション成功情報と前記デジ
タルコンテンツの前記許可ファイルを得るための方法の情報とを前記クライアント装置へ
送信した後、前記クライアント装置により提供された前記許可リクエスト情報にしたがっ
て許可ファイルを発生し、その許可ファイルを前記クライアント装置へ発行し、前記許可
リクエスト情報は少なくとも前記購入者の識別子および注文情報を含み、前記注文情報は
少なくとも前記デジタルコンテンツの前記トランザクション注文番号と前記識別番号とを
含んでいることを特徴とする前記［２０］記載のデジタルコンテンツをカウントする方法

30

。
［２４］前記許可サービスサブシステムからクライアント装置へ発行された前記許可フ
ァイルは、前記購入者の前記識別子と結合されることを特徴とする前記［２３］記載のデ
ジタルコンテンツをカウントするための方法。
［２５］前記購入者の前記識別子は前記クライアント装置の特徴値を含んでいることを
特徴とする前記［２４］記載の方法。
［２６］前記トランザクションリクエスト情報は少なくとも前記デジタルコンテンツの
識別番号と前記販売サブシステムの特有の識別子を具備し、前記トランザクション成功情
報は少なくとも前記デジタルコンテンツのトランザクション注文番号と識別番号を具備し
ていることを特徴とする前記［２０］記載のデジタルコンテンツをカウントするための方

40

法。
［２７］前記販売サブシステムが前記クライアント装置により提供された前記購入リス
トにしたがってトランザクションリクエスト情報を発生する前に、さらに前記販売サブシ
ステムが前記トランザクションクリアリングサブシステムの前記アイデンティティを認証
するステップをさらに含んでいることを特徴とする前記［２０］記載のデジタルコンテン
ツをカウントするための方法。
［２８］前記販売サブシステムは前記トランザクション成功情報を前記認証されたトラ
ンザクションクリアリングサブシステムへ送信することを特徴とする前記［２７］記載の
デジタルコンテンツをカウントするための方法。
［２９］前記許可サービスサブシステムと前記トランザクションクリアリングサブシス
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テムは、それぞれ相互にアイデンティティの認証をパスした後、前記認証の確認状態を記
憶し、前記トランザクションクリアリングサブシステムは前記許可サービスサブシステム
の特有の識別子を記憶し、
前記許可サービスサブシステムと前記販売サブシステムはそれぞれ、前記許可サービス
サブシステムと前記販売サブシステムの前記アイデンティティがそれぞれ相互に前記認証
をパスした後に前記認証の確認状態と他方の特有の識別子をそれぞれ記憶し、
前記トランザクションクリアリングサブシステムは、前記販売サブシステムの前記アイ
デンティティが前記トランザクションクリアリングサブシステムの前記認証をパスした後
に、前記販売サブシステムの前記認証の確認状態と特有の識別子を記憶することを特徴と
する前記［２０］記載のデジタルコンテンツをカウントするための方法。
［３０］前記許可サービスサブシステムが前記トランザクション成功情報を前記トラン
ザクションクリアリングサブシステムへ送信するとき、前記許可サービスサブシステムは
前記許可サービスサブシステムの特有の識別子と前記販売サブシステムの前記特有の識別
子とを前記トランザクションクリアリングサブシステムへ送信し、前記トランザクション
クリアリングサブシステムは前記許可サービスサブシステムの前記特有の識別子と前記販
売サブシステムの前記特有の識別子とを受信して記録することを特徴とする前記［２９］
記載のデジタルコンテンツをカウントするための方法。

【図１】

【図２】
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