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あらまし：インターネットの普及に伴いデジタルコンテンツを不正にコピーし、配信することが増加

してる。そこで、不正コピー対策案をリストアップし、様々なケースにおいてそれらの対策案の最適な

組み合わせを得るために離散型最適化手法とフォルトツリー分析法を用いる方法を提案した。あわせて、

この手法の適用を行い代表的なケースにおいて採用すべき対策案の組み合わせを明確化するとともにパ

ラメータを種々に変化させ感度解析を実施した。 
 キーワード 不正コピー、離散型最適化、フォルトツリー分析法、感度解析、電子透かし 
 

1.はじめに テンツをサーバのアップロードする行為、③こうしてアッ

プロードされたコンテンツをダウンロードする行為の順に

分類できる。さらに、①に関連して、コピー行為自体を技

術的にプロテクトする手段が講じられている場合、コピー

プロテクトを迂回技術によってコピーする行為も出現して

いる。  

  インターネットの発達により、デジタルコンテンツのを

ネットワーク上でやりとりすることが多くなってきたが、

これに伴い著作権者を無視し、不正にコピーし配信する行

為が増加している。特に音楽の場合、ファイル交換ソフト

を利用した経験がある人が１４５万人に達し、不正コピー

を行うことが大きな問題となっている。   これらに対する不正コピーに対応する方法としては、図

２に示すようなものが考えられる。    一方、不正コピー対策は一般に困難であり、１つの対策

ではこのような問題を解決する事が困難である。このため、

佐々木らは、不正コピー対策の組み合わせの最適化法を開

発すると共に、標準的なケースに適用し、その結果図１の

ような知見を得た。 
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図１　不正コピー対策選択フロー
 
 
3.不正コピー対策の最適組み合わせの求め方  
  最適組み合わせを求める手順を図３に示す。これは、文

献１）の第３章の図と基本的には同じであるが、ここでは、

図３の⑧にパラメータの値を色々に変化させた手順が入

っている。 

本論文では、対策案を追加し、最適組み合わせを求める

と共に、コストや対策効果のパラメータを変化させて、最

適組み合わせに及ぼす対策の感度解析を実施したので報告

する。 
   このうち、図３の④の離散型最適化問題としての定式化

法を以下に示す。 
 
2.不正コピーの状況と対策の概要 
  「不正コピー」という言葉は、様々な意味で使われてい  
る。本論文で検討する不正コピーの方法としては、文献１） 
の第２章にあるように次のようなものを対象とする。 
①コンテンツを無権限でコピーして入手する行為、② 

不正コピーによる入手かどうかを問わず、入手されたコン 
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①ケース別コンテンツ流通の基本システムの決定

②基本システムにおける不正コピー成功確率の推定

③対策案の案出

④離散型最適化問題としての定式化

⑤パラメータの推定（防止効果など）

⑥制約条件の推定

⑦離散型最適化問題の求解

⑨不正コピー対策選択フローの明確化

図３　不正コピー対策最適組み合わせ手順

⑧パラメータ値の変更

 
Xi＝１なら対策案ｉを採用、０なら対策案ｉを採用しない

ことを表す。 
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ここで、  
  W：コンテンツ単価（円／コピー） 4.適用結果の考察 

 Ｔ：トータルコピー数（回） 4.1 適用方法 
 （＊正式に売ったもの＋不正にコピーされたもの）   適用方法については、基本的に文献１）示したのと同じ

で以下の通りである。   P（ ）：対策群の実施に対応した不正コピー成功確率を 
計算する関数。ここでは図４,５のようなフォルトツリーを

用いて計算する方式を採用する。すでに述べたように、 
（１） ケースの設定 
（ケース１）インターネットを経由してサーバからパソコ

ンに音楽をダウンロードする場合を想定する。 ニマルカットセットが、ａ、ｃｄｅ、ｃｄｆ、ｂ、ｎｏｐ 
ｊｋ、となるから対策前の確率 Pt は、次式で得られる。 （ケース２）携帯電話網を経由して音楽のコンテンツを携

帯電話等にダウンロードする場合を想定する。   いま、対策ｉを事象ｄについて実施するなら、対策後の 
ｄの確率は、Pd・（1-ΔPi）となる。ここで、ΔPi は対策 （２） 対策案の選定 
 i を実施することによる不正コピー低減効果である。これ   対策案の選定についても、前回と同様の６つの対策案を

使用した。しかし、今回はさらに７つ目の対策案を追加し

た。 
 を、対策を実施した場合にもそうでない場合にも表現し  
 ようとすれば、次のようになる。 
 Pd・（1-ΔPi・Xi） （対策１）事象 n に対し「パソコンから暗号化されていな

いコンテンツをださないように制御するソフトを導入す

る。」 
また、対策ｉと j を同じ事象に実施しよう場合には次のよ

うに定式化すればよい。 
 Pd・（1-ΔPi・Xi）・（1-ΔPj・Xj） （対策２）事象 n に対し「パソコンから暗号化されていな

いコンテンツをださないように制御するハードを導入す

る。」 
このようにすることにより、P( )は、Xi（ｉ=1,2,…ｎ）の

関数として表現するができる。 
  Ci：対策 i を実施するためのコスト（円）。ここでは、ト

ータルコピー数の関数として表現することとした。トータ

ルコピー数は、利用者数や、クライアント側の装置数と強

い関係を持ちコストを推定するのに便利だからである。 

（対策３）事象ｋに対し「制御コードと対応する制御用ソ

フトを用い不正な利用を排除する」 
（対策４）事象ｋに対し「制御コードと対応する制御用ハ

ードを用い不正な利用を排除する」 
  Vo：コンテンツ販売外の収入（円） （対策５）事象 o に対し「不正にアップロードしないよう

に教育を強化する。」   Ct：対策コストの上限値（円） 
  ここまでは、前回の定式化法と同様であるが、今回はさ

らに、Pal というパラメータを新たに追加した。 
（対策６）事象ｏに対し「コンテンツに電子透かしを埋め

込み、誰がアップロードしたか分かりやすくする。また、

ネットポリス型のパトロールシステムを導入し、不正アッ

プロードをチェックする。」 
  Pal は、不正コピーが行われることによる宣伝効果をパ

ラメータにしたものである。 
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（対策７）事象ｏに対し、（対策案６）同様、「コンテンツ

に電子透かしを埋め込み、サーバにアップロードする際に、

コンテンツの透かし情報をチェックし、不正にアップロー

ドできないようにする。」 
  ただし、ケース２においては、パソコンと書いてあると

ころが携帯電話に置き換わる。 
（４）0－１変数を用いた離散型最適化問題として定式化す

る。 
（５）パラメータ置の推定を行う。推定結果は表１に示す

とおりである。これらの値は、できるだけ矛盾なく直感に

あうように考慮しつつ、以下のような前提で計算したもの

である。 
（a）コスト関係 
（ア）パソコンおよび携帯電話におけるソフトウェアによ 

 る対策（対策 1，3）のコストは、ソフトウェア開発費が 500 
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4.2 適用結果

以下のケー
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（２）パラメ

 （ア）コン
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（３）図 4,
度解析結
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4.2.1 対策案

 今回の検証

の結果がどのように変わるかを検証した。 

対策案

対策案

(ソフトによる取り

対策案

（ハードによる取り

対策案

（ソフトによる利

対策案

（ハードによる利

対策案

（アップロード側

対策案

（電子透かし+パトロ

対策案

（電子透かし+アップ
スト ΔPi：防止効果 
を同時に行う場合 C6＋C7＝10,000,000＋T＋T 

置あたり 10 円の設置費用であるとし、1 装置

ピー扱うものとている。  
６・７の電子透かしのコストは、ここでのソ

発費を 1000 万円とした。 
ンに対するハードウェア対策は外付けになる

／装置とし、1 装置あたり 10 コピー扱うとし

帯電話のハード対策は最 
おけばよいので 500 円／装置とし、1 装置あ

ー扱うとした。 
要する費用は、不正コピー確率 Pt に比例して

とした。基本値は 1000 万円とした。 
が状況によって大きくかわる Vo、Co につい

00 万円、Co＝200 万円と仮においた。 
係 
べたように対策前の確率は、 

Pc=0.5,Pd=0.1,Pe=0,Pf=0,Pj=0.5,Pk=1,Pl=0.5
1,Po=0.2,Pp =1 とした。 
果ΔＰi については、（ⅰ）抑止対策よりも防

が大きく、（ⅱ）ハードによるものの防止効果

るものより大きく、（ⅲ）アップロードする側

ロードする側への対策効果が大きいと仮定し

を与える。標準状態では、Ct＝100 万円、500
万円、5000 万円の場合を考える。 
最適化問題の解を求める。今回は変数が少な

り法に基づくプログラムを Visual C++で作

めた。 
メータを色々に変化させる。どのように変化

いては 4.2 節で示す。 
場合の最適解を求め、その結果を検討した。

節に示す。 

 
スに分けて適用結果を報告する。 
の追加 
ータを変更した時の感度解析 
テンツ販売以外の収入の変化による感度解析 
テンツ単価が変化した時の感度解析 

5 のフォルトツリーの事象確率の変化による感

果 
用結果を次節より示す。 

を追加した時の結果 
では、対策案７を追加したことによって前回

ケース Ci ⊿Pi

１ 1 5,000,000+Ｔ 0.7
出し制御) 2 5,000,000+Ｔ 0.7
２ 1 500＊Ｔ 0.9
出し制御） 2 50＊Ｔ 0.99
３ 1 5,000,000+Ｔ 0.8
用制御） 2 5,000,000+Ｔ 0.8
４ 1 500＊Ｔ 0.99
用制御） 2 50＊Ｔ 0.999
５ 1 10,000,000*Pt 0.2
教育） 2 10,000,000*Pt 0.2
６ 1 10,000,000+Ｔ 0.3
ールシステム 2 10,000,000+Ｔ 0.3
７ 1 10,000,000+Ｔ 0.8
ロード防止） 2 10,000,000+Ｔ 0.8

表１ 使用したパラメータ値 
その結果を表 2 及び以下に示す。 
 

表２ 対策案７追加前と後の比較 
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入が
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４.２
コン

コ

は対
対策案７追加前 

全コンテンツ

数T 100万円 ５００万円 １０００万円 ５０００万円

ケース１ 5万 000010 000010 001010 101111

ケース２ 5万 010100 010100 010110 111111

ケース
制約条件
対策案７追加後 

全コンテンツ

数T 100万円 ５００万円 １０００万円 ５０００万円

ケース１ 5万 0000100 0000100 0010100 1011111

ケース２ 5万 0000100 0101100 0101100 1010111

ケース
制約条件

2 より、対策案７は対策コストを十分にかけることが

る時にその効果を発揮することがわかる。 
た、前回の結果と比較してみると、不正コピー対策の

合わせを表す最適解の結果は、前回とほぼ同じになっ

 

2 コンテンツ販売外収入を変更した時の適用結果 
回は、コンテンツ販売外収入（Vo）が 100 万円と 1000
の時について感度解析を行った。その適用結果を表 3
す。 

３ コンテンツ販売外収入の変化による感度解析結果 

ンテンツ コンテンツ

数T 販売外収入（円） 100万円 ５００万円 １０００万円 ５０００万円

100万 0000100 0000100 0010100 1011111

1000万 0000000 0000000 0000000 0000000

100万 0000100 0000100 0010100 1010111

1000万 0000100 0000100 0010100 1010111

制約条件

5万

50万

ータルコピー数が５万コピーの場合で、コンテンツ販

収入の増加が見込める時は、かえって何も対策をしな

いう選択が望ましいことが分かる。これは、音楽 CD
にとると、不正コピーされる事が宣伝効果をよび、ア

ィストの知名度アップになり、グッズやコンサート収

増加する場合などが考えられる。 
方、トータルコピー数が５０万コピーの場合は、コン

ツ販売外収入に関係なく対策を施すことが望ましいこ

分かる。これは、５０万コピーもコピーされるアーテ

は、すでに知名度が十分にあるので、不正コピーによ

らなる知名度アップがあまり望めない。よって、コン

ツ販売による収入の方が重要であるからである。 
 

.３コンテンツ単価を変更した時の適用結果 
テンツ単価を変更した時の適用結果を表 4 に示す。 
ンテンツ単価が安く、トータルコピー数が少ない場合

策を何も施さないことが望ましいことが分かる。これ



図6：事象パラメータを変化させた時の最適
値のグラフ（ケース１、T=50,000）
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は、このようなコンテンツは、売る側にとってあまり重要

なコンテンツではない。よって対策に力を入れる必要はな 
 

表４ コンテンツ単価の変化による感度解析結果 

コンテンツ

単価（円） 100万円 ５００万円 １０００万円 ５０００万円

50 0000000 0000000 0000000 0000000

500 0000100 0000100 0010100 1011111

5,000 0000100 0000100 0010100 1011111

制約条件

 
 

いと考えることができる。 
また、コンテンツ単価が高く、トータルコピー数が多い

場合も何も対策を施さないことが分かる。 

①ケース別コンテンツ流通の基本システムの決定

②基本システムにおける不正コピー成功確率の推定

③対策案の案出

④離散型最適化問題としての定式化

⑤パラメータの推定（防止効果など）

⑥制約条件の推定

⑦離散型最適化問題の求解

⑨不正コピー対策選択フローの明確化

図３ 不正コピ 対策最適組み合わせ手順

⑧パラメータ値の変更

 
4.2.4 利用者の不正コピーに対する意識に関する感        

度解析結果 
図7：事象パラメータを変化させた時の最適

値のグラフ（ケース２、T=50,000）
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先に示した図 5､6 のフォルトツリーにおける、各事象が

発生する確率を変化させたときの検証を行った。 
今回、確率を変化させた事象は以下の事象である。 
・ 事象ｃ「不正にコンテンツを入手しようと思う」 
・ 事象ｊ「不正にダウンロードする気になる」 
・ 事象ｏ「不正にアップロードする気になる」 
この３つの事象は、比較的利用者の意識を問う事象である。 
そこで、以下のような３つの状態を設定し、その適用結果

を表 4 に示す。 
・ 状態１：事象ｃの確率を 0.3、事象ｊの確率を 0.3、事

象ｏの確率を 0.1 に設定する。 
・ 状態２：標準状態に設定する（事象ｃ=0.5、事象ｊ=0.5、

事象ｃ=0.2）に設定する。 

S
（４）コピー許容型
不正コピーをある程度

容認する

（2）不正コピー抑止型
　コンテンツカプセル化

　＋教育

（3）複合型対策
（2）＋ソフト対応＋
電子透かし

対策費用

は十分か
汎用パソ
コン利用

YES

NO
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NO

特殊ハード

を使うか

（1）不正コピー防止型
コンテンツカプセル化＋

ハード対応

コンテンツ数
が少ない

YES

NO NO

YESコンテンツ
販売以外の収入が

見込める

コンテンツ
単価
が安い

YES

図8　不正コピー選択フロー

・ 状態３：事象ｃの確率を 0.8、事象ｊの確率を 0.8、事

象ｏの確率を 0.5 に設定する。 
ここから、得られることは、不正コピー対策の組み合わ

せを求める最適解は、表１で示した適用結果と同じ結果と

なった。このことより、この３つの事象は不正コピー対策

の組み合わせに影響を及ぼさないことが分かる。一方、収

入を表す最適値に多少の影響が見られたので、その結果を

図 6,7 に示す。 
 

（１）収入を表す最適値に着目してみると、パソコンの場

合も、携帯電話の場合も、制約条件が厳しい場合は、不正

をする気になる人の割合が高いほど収入が下がり、割合が

低いほど収入が上がることが分かる。  
 （２）制約条件がゆるくなると、最適値は不正を行おうと

する人の割合に関係なくなることがわかる。また、このこ

とはパソコンの場合より、携帯電話の場合の方が各状態に

おける最適値の値が近くなることが分かる。 

は、ある程度コンテンツを不正にコピーさせることも全体

の収入の増加につながる場合があるということも心にとめ 
ておく必要があるだろう。 

以上のことより、対策費用が十分にかけることができな

い場合は、利用者が現在不正コピーをどのくらい意識して

いるかを十分に配慮するべきであり、一方対策費用が十分

にかけることができる場合は、利用者の意識にあまり配慮

する必要がないということが分かる。 

 また、コンテンツ単価も対策組み合わせに影響を及ぼす

ので、コンテンツ単価を決定する際にも十分注意を払う必

要があるだろう。 
 
５.おわりに 

  今回の感度解析は、文献１）をベースにして、新たに対

策案を提案すると共に、さらに様々な状況についての解析

を行った。 
4.2.5 全体としての検討 
 まず、今回新たに追加した対策案「サーバにアップロー

ドすることを防止する対策」は、やはりコストがかかって

しまうということで、対策費用があまりかけられない場合

には使えないが、対策費用が大いにかけられる場合は、十

分効果的な対策であることがわかる。 

 図８の対策選択フローはそれぞれのケースで、どの対策

を用いるべきかを見るのに便利なものであると考える。 
 今後、さらに多くの対策案、及びパラメータの推定精度

を向上していきたいと考えている。 
 また、コンテンツ販売する以外に収入が見込める場合に 
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