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コンテンツの自由な配布と確実な課金を両立する
コンテンツ流通技術

1. まえがき
現在，コンテンツに対する課金

は，配信時に課金すれば課金管理が

しやすいなどの理由のため，サーバ

からの配信時に行うことが一般的で

ある．しかし，ダウンロードしたコ

ンテンツをユーザがつまらないと感

じた場合には，途中までしか再生さ

れないにもかかわらず視聴しない部

分に対しても課金されてしまうとい

う問題があった．本コンテンツ流通

技術では，ダウンロード時には課金

せずに移動端末などのクライアント

側で再生時に実際に視聴する分だけ

の課金処理を確実に行う方式とする

ことで，この問題を解決する．クラ

イアント側で課金することから，以

下，このコンテンツ流通技術をクラ

イアント課金技術と呼ぶ．

クライアント課金技術は圏外での

課金，従量課金，コンテンツ提供側

として視聴してほしいコンテンツ，

例えばコマーシャル（CM）などの

部分に対してマイナス課金（キャッ

シュバック）ができるため，柔軟な

課金が行える．また，細かな視聴情

報の取得やコンテンツの流通を自由

に行うことも可能である．クライア

ント課金技術を用いることによっ

て，「いつでも」，「どこでも」pay per

viewが実現できることからユーザの

利便性を向上させることができる．

例えば，ダウンロードしたコンテン

ツを途中までしか視聴していない場

合に全額払うことなく，視聴した部

分だけの支払いで済ませることが可

能となる．また，ユーザはたとえ圏

外であっても雑誌の付録などで入手

したり友人からもらったりしたコン

テンツデータを視聴することも可能

となる．

ドコモでは，コンテンツ市場のさ

らなる開拓を目的として，クライア

ント課金技術を用いた動画配信の実

現可能性について検討を行ってき

た．実現方式としては，ノートパソ

コン（PC）で動画再生を行い移動

端末で課金を行う方式と移動端末単

独で行う方式が存在するが，はじめ

に前者を検討し，コンテンツの暗号

化方法を工夫することによってクラ

イアント課金が実現可能であること

を確認した．

本稿では，クライアント課金技術

の概要説明，実現性が確認できたシ

ステムの構成および他技術との比較

について述べる．

2. クライアント課金技術の
特徴

クライアント課金技術の5つの特

徴を以下に説明する．

①圏外であっても課金が可能

クライアント側で課金処理を自

律的に実行するため，圏外であっ

てもコンテンツの再生・課金が実

行できる．

②コンテンツを自由に配布可能

本方式では，コンテンツが暗号

化されていて再生する際には必ず

復号・課金されることから，コピ
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ー自体を防ぐ必要がなく，利用者

間で自由にコンテンツを流通させ

ることができる．

③コンテンツに対して逐次課金

（1分10円など）が可能

コンテンツをいくつものブロッ

クに分け（例えば1分ごと），それ

ぞれのブロックを再生するたびに

課金処理を行うことが可能であ

る．また，ブロックごとに課金額

を変えることもできる．

④マイナス課金（キャッシュバッ

ク）が可能

ブロックに対する課金額として

マイナスの値を与えることにより

マイナス課金，つまりキャッシュ

バックを視聴者へ行うことができ

る．これにより，例えばCM付コ

ンテンツに対して通常コンテンツ

部分は課金し，CM部分はキャッ

シュバックするといったことがで

きる．

⑤ユーザがどの部分を視聴したか

という細かな視聴情報が取得

可能

課金されたブロックは視聴され

たブロックとしてみなすことがで

きる．これにより，それぞれのユ

ーザごとにコンテンツのどの部分

を再生したかという，きめ細かな

視聴履歴が把握できる．

これらの特徴のうち，③～⑤に相当

するクライアント課金技術における

課金方法の具体的な例を図１に示す．

3. クライアント課金に
おける暗号化技術

3.1 全体概要
クライアント課金技術では，移動

端末で課金を行いつつ移動端末と視

聴機器が頻繁に通信を行うにもかか

わらず，動画再生品質に影響を与え

ないような軽快に動作する暗号化・

復号方式を用いることにより，移動

端末と視聴機器のCPU負荷が少な

い処理を可能としている．

クライアント課金技術の全体構成

を図2に示す．サーバが生成したIC

カード鍵は，安全な方法で移動端末

内にコピー，格納されている．サー

バはコンテンツを暗号化し，専用コ

ンテンツを生成する．専用コンテン

ツは暗号化されたコンテンツ，暗号

化されたコンテンツ鍵（初期鍵），

課金表，メッセージ認証子（MAC

：Message Authentication Code）＊1

で構成される．専用コンテンツは自

由にコピー可能なため，不当にコン

テンツが視聴されないようにする必

要があり，コンテンツを，例えば1

分ごと，数秒ごとなどのブロック単

位で暗号化している．同様の理由に

より，コンテンツの復号に必要なコ

ンテンツ鍵も暗号化している．ま

た，初期鍵や課金表が改ざんされる

と，課金が不正に行われたり，課金

されても再生が正しく行われなかっ

たりすることになる．そのため，初

期鍵と課金表から計算した値を

MACとして付与し，専用コンテン

ツ生成時に計算された値と一致する

かを再生前に確認することによりこ

れらの改ざんを検知し，誤課金を防

いでいる．
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＊1 メッセージ認証子（MAC）：データが改ざ
んされていないかを確認するために用い
られるコード．

内容による課金単価の変更も可能 マイナス課金も可能 

ここから視聴開始 ここで視聴終了 視聴 
管理DB

自由度の高い視聴管理が可能 

おためし時間は非課金も可能 

視聴時間分だけ課金 

0.1円 0.1円 0.01円 0.01円 0.01円 0.01円 －1円 －1円 0.5円 0.5円 

映像 映像 クイズ 
問題解説 

クイズ 
問題解説 

クイズ 
問題解説 

クイズ 
問題解説 

クイズ 
回答 

クイズ 
回答 CM CM

図1 本技術の課金方法



視聴機器はクライアント課金技術

の専用コンテンツを，コンテンツが

暗号化された状態でサーバからダウ

ンロードする．視聴機器（PC）は

再生する際に，移動端末に復号要求

を行う．すると，移動端末は暗号化

されたコンテンツを復号するブロッ

ク復号鍵を作成し，併せて課金処理

を行う．PC側では，ブロック復号

鍵を受け取り，コンテンツを復号し

再生を行う．

3.2 暗号化の方法
コンテンツを暗号化する手順（図

3）を以下に示す．

暗号化するコンテンツに対応する

コンテンツ鍵をランダムに決定する

（図3①）．課金表，コンテンツ鍵，

ICカード鍵を用いてコンテンツ鍵を
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図2 クライアント課金技術の全体構成
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図3 暗号化の手順



暗号化した初期鍵，そしてMACを

計算する（図3②）．次にコンテンツ

鍵，ブロック番号を基にブロック復

号鍵を計算する（図3③）．各コンテ

ンツブロックを各ブロックに対応す

るブロック復号鍵を用いて共通鍵暗

号方式＊2で暗号化し，暗号化された

コンテンツブロック（暗号化コンテ

ンツブロック）を生成する（図3

④）．すべての暗号化コンテンツブ

ロック，初期鍵，課金表，MACを

まとめて専用コンテンツとして出力

する（図3⑤）．

3.3 復号の方法
専用コンテンツを復号し，再生す

る手順（図4）を以下に示す．

まず，移動端末は，初期処理とし

て個々の専用コンテンツに含まれる

固有の初期鍵を基に，あらかじめ移

動端末内に保存されたICカード鍵

を用いてコンテンツ鍵を導出する

（図4①）．MACを用いて初期鍵，課

金表，コンテンツ鍵に改ざんがない

ことを確認する（もし改ざんがあっ

た場合には処理を終了する．）（図4

②）．次に，移動端末は，視聴機器

からのブロック番号を伴ったブロッ

ク復号鍵送信要求に基づき，コンテ

ンツ鍵とブロック番号を用いて該当

するブロック復号鍵を導出すると同

時に，該当箇所に対応する金額を課

金表より確認し，移動端末上で課金

を行う．導出されたブロック復号鍵

は視聴機器へ送信される（図4③）．

視聴機器は，ブロック復号鍵を更新

し，暗号化コンテンツブロックをブ

ロック復号鍵を用いて共通鍵暗号方

式で復号したうえで，復号されたコ

ンテンツブロックを再生する（図4

④）．復号されたデータを再生し終

える，あるいは再生可能な復号され

たデータが少なくなると視聴機器は

ふたたび，移動端末へブロック復号

鍵送信要求を行い再生する工程を，

再生終了まで繰り返す（図4⑤）．

以上の手順により，本技術ではコ

ンテンツ再生時に確実に課金ができ

ることから，専用コンテンツをサー

バからのダウンロードやmicroSDや

DVDなどの外部記憶媒体からの入

手，さらには別のユーザの視聴機器

から受信するといった流通手段にと

らわれずに配布することが可能とな

っている．
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＊2 共通鍵暗号方式：暗号のための鍵と復号
のための鍵が同一である暗号方式．双方
の鍵が異なる暗号方式に比べて演算量が
少なくて済むというメリットがある反
面，事前に鍵を復号する相手に渡してお
く必要がある．
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4. システム構成
クライアント課金技術では，動画

再生品質に影響を与えないような，

軽快に動作する暗号化・復号方式が

必要であった．考案した方式が実際

に要件を満たしていることを実証す

るためにシステムを構築し検証を行

った．このシステムの構成を図5に

示す．

システムは，コンテンツを暗号化

する機能と，変換された専用コンテ

ンツを保存・配信する機能とをもつ

コンテンツサーバ，エンドユーザの

移動端末と視聴機器（PCなど），そ

して管理サーバからなる．移動端末

はP903iを用いて実現し，視聴機器

に用いたのはクロック周波数

1.66GHzのPCである．約1.2MBを

1ブロックとして扱い，暗号化・復

号を行った．

コンテンツは，コンテンツサーバ

によって暗号化される．暗号化され

た専用コンテンツはエンドユーザの

視聴機器にダウンロードされる．専

用コンテンツを再生する際には，視

聴機器が専用コンテンツの復号した

いブロック番号を移動端末に送信す

る．移動端末ではそのブロックを復

号するためのブロック復号鍵を視聴

機器へ送信するとともに，移動端末

内部で課金処理を行う．課金処理

は，例えばプリペイドマネーの減額

によって行うことができる．視聴時

には視聴機器，移動端末共にネット

ワークにつながっている必要はな

い．移動端末がネットワークにつな

がった際，視聴ログと，移動端末内

で行われた課金処理に関する情報を

視聴料回収事業者の管理サーバに送

信する．

検証のためのシステムでは，プリ

ペイドマネーの減額によって課金処

理を行うとして，コンテンツサイズ

720×480pixelの動画を問題なく課

金・再生できることを確認した．

なお，ここでは視聴機器と移動端

末の通信は赤外線を用いて行う方式

の実現性を確認したが，原理的には

FeliCa®＊3やBluetooth®＊4を用いるこ

とも可能である．

5. 他技術との比較
従来技術との差異を表1に示す．

ここではiTunes®＊5，LISMO®＊6な

どで用いられている一般的なデジ

タル著作権管理（DRM：Digital

Rights Management）＊7技術と，

4th MEDIA®＊8などで用いられてい

るオンライン配信技術，そしてクラ

イアント課金技術の比較を行う．

a視聴時の課金可否

コンテンツ再生時の課金可否を示

す．一般的なDRM技術では，課金

後にダウンロード可能となるため

に，視聴時に課金することはできな

い．一方，オンライン配信技術で

は，視聴時にコンテンツもしくは視

聴権をダウンロードし，その際に課

金されるため，視聴時の課金が可能

となる．クライアント課金技術につ

いては，コンテンツの視聴時に初め
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＊3 FeliCa®：ソニー（株）が開発した非接触型
ICカードの技術方式で，同社の登録商標．

＊4 Bluetooth®：移動端末，ノートパソコン，
PDAなどの携帯端末向け短距離無線通信
規格．
米国Bluetooth SIG Inc. の登録商標．

＊5 iTunes®：米国 Apple Computer, Inc. の登
録商標．

＊6 LISMO®：KDDI（株）の登録商標．

＊7 デジタル著作権管理（DRM）：デジタルコ
ンテンツの著作権を保護するために，再
配布制限や不正コピー防止などの管理を
行う機能の総称．

＊8 4th MEDIA®：（株）ぷららネットワーク
スの登録商標.
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図5 実現性が確認できたシステム構成



て課金されるため，視聴時の課金が

可能となる．

s課金の柔軟性

課金がどの程度柔軟に行えるかを

示す．一般的なDRM技術ではコン

テンツ単位での売り切りとなってし

まっており，柔軟性は低い．一方，

一部のオンライン配信技術では，視

聴状況に応じた課金が可能となって

いる．クライアント課金技術では，

コンテンツの各ブロックに対して課

金できるなど，柔軟性は非常に高い．

dエンドユーザによるコンテンツ再

配布（クチコミ流通）

ダウンロードしたコンテンツファ

イルの再配布可否を示す．再配布

は，一部のDRM技術で可能となっ

ている．クライアント課金技術では

再生時に課金するために自由に再配

布が可能である．

fオフライン視聴可否

コンテンツのオフラインでの視聴

可否を示す．一般的なDRM技術や

クライアント課金技術では可能であ

るが，オンライン配信技術では，オ

ンラインでなければコンテンツの視

聴ができないために不可能である．

g視聴時の通信要否

視聴時に通信を行う必要があるか

どうかを示す．一般的なDRM技術

ではダウンロード後の視聴時に通信

を行う必要はない．しかし，オンラ

イン配信技術では，オンライン状態

で初めて視聴ができる．この際，コ

ンテンツもしくは視聴権をダウンロ

ードしなければコンテンツ視聴がで

きないため，通信を行う必要があ

る．視聴権のダウンロードだけであ

れば通信量は少ないが，通信自体は

必須である．一方，クライアント課

金技術ではコンテンツ視聴時に通信

する必要はない．視聴後，通信路が

確保されたときに通信を行えば十分

である．

h取得可能な視聴情報（マーケティ

ング情報）

サービス提供者が利用者の視聴情

報をどの程度得られるかを示す．一

般的なDRM技術ではコンテンツご

との販売情報しか得られないが，オ

ンライン配信技術やクライアント課

金技術については，細かな視聴記録

を得ることができる．

なお，一般的なDRM技術では使

われ方によって安全性に問題がある

場合もあるが，クライアント課金技

術についてはICカードなどの耐タ

ンパ装置＊9を用いることによって，

さらに安全性を向上させることが可

能であることも特徴の1つである．

6. あとがき
本稿ではクライアント課金技術の

特徴およびその技術を用いて実現し

たシステム構成に関して説明した．

今後の課題としては，課金処理の

みならず視聴まで含めて移動端末の

みで可能となることも確認するこ

と，動画コンテンツ以外のコンテン

ツに対しても実現することを確認す

ることである．前者によって視聴機

会の増大，後者によって適用範囲の

拡大を目指していく予定である．
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