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本稿の目的
MPEG-21，JEITA TC100/TA8

☆1

「許諾コード」方式の目的

等，国際標準化された

「許諾コード」方式の目的は，
「コンテンツ制作に携わ

コンテンツ流通に関する技術を実際に運用する際には，

る者とコンテンツを楽しみ消費する者との間に良好な許

統一的な基準により記述されたコンテンツ関連情報のデ

諾契約（許諾の合意形成）を行う環境を提供する」ことで

ータベースの整備が必須である．日本において，「許諾

ある．1998 年に（株）電通の飯田尚一が，コンテンツ制

コード」方式を活用しながら，コンテンツ利用許諾情報

作者とコンテンツ消費者の間のあるべき姿を許諾合意

に関するデータベース構築が進みつつある．

形成機能として発案したことが原点となっている

「許諾コード」方式とは許諾管理業務を円滑に行うため

1）〜 3）

（図 -1 参照）
．

に許諾処理に精通した専門家により整理・体系化された

現在，
（株）メロディーズ アンド メモリーズ グローバ

許諾管理業務体系である．本稿では
「許諾コード」
方式の

ル（MMG） が旗振り役となり関係する権利者や事業者，

概要と利用の現状を紹介する．

標準規格団体において許諾合意形成機能の共通規格化が

6）

行われているが，その目的は現在も変わることなく「許
☆1

（社）電子情報技術産業協会マルチメディアホームサーバーシステ
ム検討委員会．IEC TC100/TA8（国際電気標準会議マルチメディア
ホームサーバーシステム検討委員会）
の日本での技術検討委員会．

コンテンツ制作者の意思

事業者

メディア

許諾合意形成機能

消費者の意思
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諾コード」
方式の原理原則となっている．

2007 年 10 月

4

「許諾コード」方式

標準技術

提案内容

8）

MPEG-21 RDD

許諾管理に関する辞書項目の標準化（2001 年～）

9）

ARIB STD-B38

許諾管理に関するメタデータの標準化（2002 年～）
10）

TVAnytime forum SP005
11）

JEITA TC100/TA8

許諾管理に関するメタデータの標準化（2001 年～）
許諾コードに関するメタデータの標準化（2003 年～）

12）

J/Meta

高度コンテンツ権利管理に関するメタデータの提供（2002 年～）

13）

cIDf

許諾管理メタデータの標準化，およびコンテンツ ID の標準化（2001 年～）
14）

CCD 共通 ID

コンテンツ ID，権利者 ID，事業者 ID の規格化（2002 年～）

CCD 許諾コード体系
コンテンツポータル

許諾コードの提言（2007 年～）
15）

コンテンツメタデータの仕様策定（2006 年～）

表 - 1 「許諾コード」方式の標準化活動

「許諾コード」
方式の経緯

▪アグリゲータの課題
・ 配信事業者ごとに異なる利用実績報告を集計するコス

コンテンツ配信をビジネスとして推進する事業者にと

トが無視できない

って使用するコンテンツを使用する目的に応じてその権

・ コンテンツの利用許諾先の調査コストが無視できない

利者から使用許諾を得たり，コンテンツの売上から使用

・ 権利ホルダ，権利者ごとに異なる使用料分配業務のコ

実績を集計して権利者に対価を分配したりするといった

ストが無視できない

利用許諾管理業務（許諾管理業務）
は必要不可欠な業務の
1 つである．
MMG では 2001 年発足より，日常的に許諾業務にかか

▪コンテンツホルダの課題
・ 規模の小さい事業者に対する許諾管理業務は与信面，

わるコンテンツ権利者や権利団体，コンテンツ配信事業

収益面双方でハイリスクの割にリターンが少ない

者，端末メーカとの対話を重ね，許諾管理業務に関しての

・ コンテンツ情報や商品情報の管理コストが無視できない

課題を整理してきた．整理する中で明らかになったこと

・ 事業者の商品提供形態の多様化とともに登場する新たな

は，それぞれの事業体がそれぞれの許諾管理業務の中で

コンテンツの利用形態に対応するコストが無視できない

別々の課題を抱えているという現状であった．これらの
課題は事業体ごとに整理すると下記のようなものである．

▪権利者の課題
・ 紙ベースで送られてくる利用報告を集計し，再分配す

▪端末メーカの課題
優れたコンテンツ活用技術が技術革新のたびに登場し

るコストが無視できない
・ 許諾業務処理にかかる人材のコストが無視できない

ているが，優秀な技術であっても，コンテンツの権利者
の事情を鑑みないために魅力的なコンテンツが流通に乗
らずに普及が進まない技術が数多くある．

これらの課題を整理した結果，課題を解決するために
は許諾管理業務に関しての標準的な手続きを体系化し，
それを広く業界に普及させることが重要との結論に至り，

▪権利保護技術ベンダの課題
権利者の望むコンテンツの保護要件と消費者の望むコ

2001 年より情報処理学会や JEITA，
（社）電波産業会 (ARIB)
等の国内の標準規格団体や MPEG-21，CISAC

☆2

等の国外

ンテンツの楽しみ方の間にギャップがあり，種々の許諾に

の標準規格団体に対する権利許諾管理方式の共通化に向

対応できる柔軟な保護技術を提供できないケースが多い．

けた提案が行われている．表 -1 は主要な標準技術におけ
☆3

る
「許諾コード」
方式の活動を整理したものである

▪配信事業者の課題
・ コンテンツの利用許諾先の調査コストが無視できない．

．

その一方で共通化された手続きを広く普及させるために
はまず実際の許諾管理業務において共通方式を運用するこ

また権利者ごとに異なる利用報告を行う業務コストが
無視できない
・ 種々の配信先に対応した保護技術ごとに異なるエンコ
ーディングを行うコストが無視できない

☆2

☆3

CISAC：The International Confederation of Authors and Composers
7）
Societies（著作権協会国際連合） ．
CCD（Conference on Copyright for Digital Millennium）はデジタル
時代の著作権協議会の略称，またコンテンツポータルはジャパン・
コンテンツ・ショーケースとして 2007 年 6 月に公開された．
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許諾コードの概念

許諾の概念

コンテンツID
（ContentID）

許諾合意形成機能
（第三者的機能）
許諾

権利者 ID
（FromID）

使用

コンテンツ スポンサー要求
制作者の
嗜好要求
意思

広告受け入れ
個人情報の開示

消費者
個人の
意思

コンテンツ
権利者

許諾の概念

コンテンツ
利用者
契約書
（
（許諾内容）
許諾内容）

図 -3

とが正当な流通への道筋を示すために不可欠であるという

使用者ID
（ToID）

N許諾コード

すべてのコンテンツ
×
すべてのメディア

図 -2

コンテンツ

許諾コードの概念

めの第三者的機能である．

考えから，2003 年にこの手続きを「許諾コード」方式とし
て事業化し，クリックラジオと呼ばれる OnAir 楽曲オンラ
イン購入サービスに初めて導入されその運用が開始された．

▪許諾コードの概念
前述の許諾の概念を電子的に表現するために，許諾の

以降「許諾コード」
方式は，許諾管理業務に関連する個

概念からコンテンツ情報，権利者情報，使用者情報，許

別の業務ごとに導入が進められるようになり，数社のコ

諾条件の 4 つの要素を抽出し，許諾契約をモデル化し

ンテンツ関連事業者などに対して，利用許諾契約の電子

たものが許諾コードの概念である
（図 -3 参照）．

化，商品連携サービス支援，ASP 化等それぞれの導入が
進められている．

許諾コードはこれら 4 つの要素を，コンテンツ情報，
権利者情報，使用者情報に関してはそれを代表する ID
として，また許諾条件に関してはその内容を符号化した

「許諾コード」
方式における許諾コードの役割

コードとして表現し，1 つのコードにまとめたものであ
る．図 -4 はある楽曲を 3 回試聴する許諾を表した許諾
コードの例である．

「許諾コード」方式の目的は「コンテンツ制作者とコン
テンツ消費者との間に許諾合意形成機能を提供するこ

▪許諾のバリューチェーン

と」であった．許諾コードはこの「許諾コード」方式によ

現状のコンテンツ流通において，権利者が直接消費者

り権利者と利用者との間で結ばれた許諾契約を要約し許

に対して利用許諾を発行することはまれであり，許諾の

諾情報を電子化したものである．

バリューチェーンと呼ばれる許諾合意形成の継承関係が

本章では利用許諾符号フレームワークとしての許諾コ

権利者から消費者に至るコンテンツ流通の過程で形成さ

ードの側面を説明し，また正当なコンテンツ流通を実現

れている．その際許諾の合意形成はバリューチェーンに

するために必要不可欠な許諾管理業務と権利保護技術と

おける各二者間で行われるため，許諾コードも二者間の

の連携における，そのインタフェースとしての許諾コー

許諾合意ごとに生成される．たとえば権利者から消費者

ドの役割を明らかにする．

へ至るコンテンツの流通過程において配信事業者が介在
するバリューチェーンがある場合，許諾コードは権利者

▪許諾の概念

と配信事業者との二者間および配信事業者と消費者との

「許諾コード」方式において許諾の概念はコンテンツの

二者間で生成される
（図 -5 参照）
．

制作者の意思とコンテンツの利用者の意思，すべてのコ

また一般的にバリューチェーンにおいて権利者と消費

ンテンツ，すべてのメディアとそれらを包含する許諾合

者の間に複数の事業者が介在する場合には最も上流側の

意形成機能により形成される （図 -2 参照）
．許諾合意

権利者が発行する許諾内容は「配信目的での使用を許諾

形成機能はコンテンツの種類，メディアの種類にかかわ

する」というような許諾のマクロ的な外郭を表現するも

らず許諾の合意が必要な時点で即座に合意形成を行うた

のであり，それが下流側に行くに従って「再生回数は 3

1）
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「許諾コード」方式

許諾コードフォーマット
許諾事項

W許諾コード（許諾コード）

共通ID体系
ContentID
16byte以上

N許諾コード

FromID

ToID

16byte以上

16byte以上

・CM視聴制御：時間同期視聴
・公開区分：オープン許諾
・有効期限：2007年10月23日
・目的区分：営利許諾
・利用開始：2007年10月10日
・課金区分：無料
・スポンサー区分：広告モデル ・利用終了：2007年10月23日
・利用期間：1週間
・請求区分：個別
・再生制御：3回
・申請区分：個別
・テリトリー区分：日本
・使用区分：ダウンロード許諾

128bit以上
128bitに収めるのが原則

例
SMJP010000000010 HJPO013200000001UJPC010000000010 80d20343ab39293fd
日本の音楽コンテンツ 日本の権利者から 日本の使用者へ
右の配信内容で

図 -4

許諾コード例

コンテンツの流通方向

N許諾コード区分
（128bit）
バージョン番号

許諾

許諾

許諾

許諾

MMG許諾
コード

MMG許諾
コード

MMG許諾
コード

MMG許諾
コード

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

不変流通

レコードタイプ
公開区分
専門外の項目はそのまま流通

目的区分
課金区分

より詳細な項目の設定

スポンサー区分
請求区分
申請区分
テリトリー区分

日本，韓国，
中国，米国

アジアと米国
ならいいよ
より詳細な項目の設定

許諾の範囲内で
専門的詳細項目
を設定可能．

許諾の範囲内で
専門的詳細項目
を設定可能．

専門外の項目はそのまま流通

専門外の項目はそのまま流通

使用区分
限定要素

図 -5

より詳細な項目の設定

インターネットでなるべく綺麗に．
違法コピーは困ります．

許諾の範囲内で
専門的詳細項目
を設定可能．

WMV 1.5Mbps
コピー不可

許諾のバリューチェーン

回まで」というような許諾のミクロ的な詳細に細分化し，

ンツの端末上での振る舞いを中心とした記述であること

上位の許諾内容の範囲で，限定されていく．したがって，

を述べた．

最も上流の権利者からの許諾内容は，そのほとんどが許

このことは言い換えれば消費者に対して発行される許

諾の区分を中心とした記述となり，一方で最も下流の消

諾コードは端末の制御情報を含むということであり，消

費者への許諾内容は，そのほとんどがコンテンツの端末

費者はその制御情報に従ってコンテンツを扱うことを許

上での振る舞いを中心とした記述となる．

諾契約上の債務として負うことになる．とはいえ「再生
は 3 回まで」と契約上あっても端末側で何回でも再生で

▪「許諾コード」方式と権利保護技術
前節において消費者への許諾内容はほとんどがコンテ

きるようになっていたらほとんどの消費者は契約に従わ
ずカジュアルな感覚で契約違反を犯すだろう．
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受諾者識別子

は

コンテンツ識別子

区分

において（で）

を

利用態様

発行者識別子

から

することを許諾される

ただし以下を許諾条件とする

図 -6

データ出力条件として

データ出力条件

データ管理条件として

データ管理条件

通常利用条件として

通常利用条件

拡張利用条件として

拡張利用条件

利用許諾記述

通常はそうならないように端末側が制御情報を理解し，
コンテンツの利用を制御する仕組みを持っている．
その仕組みは権利保護技術
（DRM）
として知られている．
権利保護技術は許諾管理業務同様にコンテンツ流通を

行等）
することを許諾される．ただし，データ出力条件，
データ管理条件，通常利用条件，拡張利用条件に従うも
のとする」
という記述で定義している．
したがって許諾コードの 4 つの要素，コンテンツ情報，
権利者情報，使用者情報，許諾条件情報はフレームワー

支える基盤の 1 つである．
コンテンツの権利者から見れば権利保護技術は許諾内
容に従ったコンテンツの利用を担保するための技術であ
り，「許諾コード」方式においては，許諾コードに従って
コンテンツの利用を制御する技術となる．

ク内でそれぞれ，コンテンツ識別子，発行者識別子，受
諾者識別子，許諾条件情報に要約される
（図 -6 参照）
．
許諾条件情報はさらにコンテンツの利用区分を限定す
る許諾区分と利用態様，端末上でのコンテンツの扱いを
限定するデータ管理条件，端末から外部へのコンテンツ

▪利用許諾符号フレームワーク
権利保護技術を利用してコンテンツの利用制御を行う

の出力方法を限定するデータ出力条件，端末での利用を
限定する通常利用条件，通常利用条件を拡張する拡張利

場合に権利者が発行する利用許諾情報を記述する技術は

用条件に細分化される．

権利記述技術と呼ばれている ．

許諾コードフォーマット

4）

許諾コードは権利記述技術としては数理型の権利表現

このように規定された利用許諾フレームワークを利用

の部類に入り，言語型の XML をベースとした権利表現

して，JEITA TC100/TA8 においてはホームサーバ環境に

と比較してよりハードウェアリソースの制限が厳しい端

適用した許諾コードフォーマットを国際標準として IEC

末においても許諾情報の解決
（レゾルブ）
に対応できる属

TC100/TA8 に提案している．TA8 で規定された許諾コー

性を持っている．

ドはホームサーバ環境でコンテンツの権利保護を行うさ

利用許諾符号フレームワークは許諾コードのこのような
特徴を活かし，携帯電話のような非力な端末においても適
用可能な許諾情報のミニマムセットを抽出しバリューチェ

まざまな権利保護技術への共通権利表現として用いられ
ることを前提にして標準化が進められている．
図 -7 は TA8 で規定されている許諾コードフォーマッ

ーンの下流側の許諾コードを規定するためのものである．

トである．

利用許諾記述

MPEG-21 と許諾コード

利用許諾符号フレームワークにおいては第三者的機

MPEG-21 は権利表現に言語型の REL（Rights Expression

能により生成された許諾を，
「許諾受託者はコンテンツ

Language）を採用している．REL は XML を用いて権利許

を許諾発行者から許諾区分において利用態様（再生，実

諾情報を記述しているが，XML 記述はあらゆる記述を
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「許諾コード」方式

コンテンツ識別子

許諾コード

発行者識別子
受諾者識別子

トランスコーディングの制限
コンテンツデータ コンテンツ
サ
データの
の暗号化可否
コピー数 コーディング方式 レート イ
ズ
なし
要
3
機器ID a
要
0
機器ID b
要
0
ドメインID a
要
0
ドメイン ID b
要
0
管理対象

メディア
D4
H DM I
DLNA
DVD
CD
CD

データ管理条件

データ出力条件

HDDの保存
期限

許諾コードのコピー数
（再ライセンス数）

2007/12 / 1
2007/12 / 1
2007/12 / 1
2007/12 / 1
2007/12 / 1

3
0
0
0
0

コーディング形式
保護技術
NTSC
Macro Vision
H DC P
Original
DTCP
MPEG-2
CPRM
MPE G-1
No
Protected AAC
FairPlay

許諾
Copy Never

制限

Copy Never
Copy No More

2回まで
1回まで
同一プレイリスト 7回まで

公開区分
目的区分
課金区分
請求区分
許諾区分

申請区分
スポンサー区分
テリトリー区分
使用区分

許諾条件情報

再生
play

利用態様

印刷
print

台数・人数の制限

実行
execute

再生（CM）制御
記録媒体限定
通常利用条件

品質限定
寿命限定
許諾管理方式限定
同時出力限定
視聴年齢限定

拡張利用条件

図 -7

許諾コードフォーマット

組み込めるために拡張性が高い反面，効果的な互換性基

Management）と呼ばれる不正流通防止技術を使って消

準が定義できないため効率が悪い．ASBC（Application

費者に販売するコンテンツの権利を保護している．

Specific Binary Coding）はこのような問題を解決するこ

一部でその不要論がでるほど DRM はさまざまな議論

とを目的とした MPEG-21 のバイナリ化の手法である ．

を呼んでいるが，本節では DRM を，配信事業者，消費者，

ASBC は MPEG-21 で利用許諾フレームワークを利用する

権利者の立場から俯瞰してその課題を明らかにする．

ために考案された手法で，権利許諾情報を含むバイナリ

配信事業者の課題：運用コスト

5）

符号をその応用ごとに最適化することができる．

配信事業者は本来的には DRM を用いて権利者の許諾
内容に応じた不正流通防止に取り組むという役割を有す

▪権利保護技術（DRM）の課題

るが，実際のところ運用コスト面の制約から，個々の許

現 在 の コ ン テ ン ツ 流 通 に お い て は， 配 信 事 業 者

諾内容に対して柔軟に不正を管理するよりは，むしろす

は 権 利 保 護 技 術 の 1 つ で あ る DRM（Digital Rights

べての許諾内容を包含する最小公倍数的な不正流通防止
IPSJ Magazine Vol.48 No.10 Oct. 2007
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Layer 3: デバイス
DRM
For
記録メディア

DRM
For
配信事業者／キャリア

DRM For
放送事業者

DRM 無
(Pier to Pier)

コンテンツ利用の対価

Layer 2: N 許諾コード（再生回数，再生期間等）
I/F
Layer 1: 共通ID体系（コンテンツID，権利者ID，利用者ID）
正規のコンテンツ流通
I

C

O

音楽

図 -8

I

C

O

I

映画／放送番組

C

写真

O

I

C

O

ゲーム／Software
／E-book

I

C

O

Etc. (i.e.News,
Medical info.
Patent info.)

許諾管理業務と権利保護技術の連携 1

を行っているところが多い．
消費者側の課題：楽しみ方

(1)ID の共通化
許諾管理業務においては許諾対象のコンテンツの ID

上記の配信事業者の DRM の運用により，消費者は本

および権利者 ID，事業者 ID が共通化され，データベー

来もう少し柔軟であるはずのコンテンツの楽しみ方を画

スで管理されている．これらの ID はこれまで権利保護

一的に限定されることで不便を強いられている．

技術で利用されることはなかったが，権利保護技術でも

権利者側の課題：管理コスト

これらの共通 ID を使うことにより，コンテンツのメタ

権利者は配信事業者ごとに異なる多種多様な DRM の

データの管理コストや権利者への報告・集計コストが削

仕様に応じて許諾内容を記述する必要があるが，実際

減できるのではないだろうか．

のところ安全面や管理コスト面の制約から，すべての

(2) 許諾条件の共通化

DRM に対して許諾を出すというよりも，対応できない
申請に関してはそれを断っているところが多い．

許諾管理業務においては権利団体や標準規格団体にお
いて許諾契約の要約として許諾コードが共通化されつつ
あり，許諾管理業務のアウトプットとして端末の制御情

このような DRM の課題は，これまで不正な流通を防

報が許諾コードにより電子的に入手できるようになる．

止するために発展してきた DRM 技術に対して，それら

許諾コードはこれまで権利保護技術の一部で利用され

を実施・運用する周辺の関与者がそれらの技術を十分に

るにとどまっていたが，他の権利保護技術でも許諾コー

活用できていないという現状を明らかにしている．

ドを共通のインプットとして使うことにより，より柔軟
な不正流通防止技術の運用を採算のとれるかたちで行え

▪許諾管理業務と権利保護技術の連携

るようになるのではないだろうか．

前節のような DRM の課題は，不正流通防止技術とい
う一面で DRM を改善していくだけでは解決しないもの

このような提案が次第に実を結びつつあり，デジタル

もあり，許諾のバリューチェーンの中での DRM の役割

時代の著作権協議会（CCD) は 2007 年 4 月の CCD シン

を考える上での 1 つの端緒となった．

ポジウムにおいて
「今後のコンテンツ流通において ポジ

そのような状況の中でこれまでコンテンツ流通という
共通の土俵にありながら共通のプロトコルを持たないま
まであった許諾管理業務と権利保護技術について，その
連携の欠如に焦点を当てた，以下の提案が行われている．
（図 -8 参照）．

ティブな DRM を実現するためには許諾コードがその鍵
を握る」
という説明がなされた．
今後は ID の共通化をはじめ許諾情報の共通化を促進
することにより許諾管理業務と権利保護技術の連携が進
み，前述の DRM の課題が解決に向かうものと思われる．
また連携の要としての許諾コードの利用が進むことによ
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「許諾コード」方式

許諾コード

許諾管理業務

体系
共通ID
共通ID体系

図 -9

権利保護技術

体系
DRM体系

許諾管理業務と権利保護技術の連携 2

許諾管理システム

DRM システム

コンテンツDB
コンテンツDB
ライセンス
サーバ

権利者DB
許諾コード
生成
事業者DB

許諾

ライセンス
変換

配信
配信
サーバ

DRM システムに
よる利用制御

許諾情報DB

図 -10

DRM との連携によるコンテンツ利用制御

り，正当なコンテンツ流通が促され，
「許諾コード」
方式

9

が広まることが考えられる
（図 -11 参照）
．

の目的であるコンテンツ制作者とコンテンツ消費者の間
の良好な許諾契約の構築が実現することが期待されよう
（図 -9 参照）．

▪消費者側の許諾に対応した柔軟な許諾運用の
実現
コンテンツごとに消費者側のコンテンツ利用に関して

今後の展開

の要求と権利者側のコンテンツ利用に関しての要求をマ
ッチングさせるサービスが登場することが考えられる．
（図 -12 参照）

本章では結びとして「許諾コード」方式の将来展望と，
近い将来に実現するであろう現在進行中の許諾管理方式
の応用を解説する．

コンテンツの制作者とコンテンツの消費者の双方が満
足のいく環境作りはまだ発展途上にある．
「許諾コード」
方式がその実現の一翼を担うことが期待される．

▪ DRM の連携によるコンテンツ制御
許諾コードを許諾情報のインプットとして使用する
DRM が増加し，許諾コードによるコンテンツの間接制
御が広まることが考えられる
（図 -10 参照）
．

▪電子透かし技術の連携によるコンテンツ制御
許諾コードを許諾情報として埋め込んだコンテンツの
流通が増加し，許諾コードによるコンテンツの直接制御
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許諾管理システム

電子透かしシステム

コ
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DB
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サーバ

権利者DB
許諾コード
生成
事業者DB
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許諾コード
埋め込み
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配信
サーバ
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利用制御
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電子透かし技術との連携コンテンツ利用制御
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個人情報を見せても
いいから安くコンテンツ
を見たい．

る情報
受け手の要求する情報
送り手の要求する情報
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消費者側の要件を反映した許諾合意形成
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