
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
入力トランスポートデータストリーム 出力トランスポートデータス
トリームに 暗号化制御システムであって、該入力トランスポートデータストリームは

第１のエンタ
イトルメント管理メッセージ を含み、

該システムは、
該入力トランスポートデータストリ

ームから該第１のエンタイトルメント管理メッセージ 入力デマルチプレクサと
、

第
１のアルゴリズムを用いて 該暗号
化されたマルチセッションキーを復号化することによって、

第１のセキュアマイクロプロセッサと、

第２のアルゴリズムを用いて該マルチセッ
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を処理することにより
する

、暗号化されたサービスデータと、エンタイトルメント制御メッセージと、
と 該第１のエンタイトルメント管理メッセージは、

暗号化されたマルチセッションキーを含み、

該入力トランスポートデータストリームを受け取り、
を抽出する

該入力デマルチプレクサから該第１のエンタイトルメント管理メッセージを受け取り、
該第１のエンタイトルメント管理メッセージに含まれる

複数のセッションキーとして
機能するマルチセッションキーを生成し、該マルチセッションキーと、該第１のエンタイ
トルメント管理メッセージのうち該暗号化されたマルチセッションキー以外の残りの部分
とを出力する
該第１のセキュアマイクロプロセッサから該マルチセッションキーと該第１のエンタイト
ルメント管理メッセージのうち該暗号化されたマルチセッションキー以外の残りの部分と
を受け取り、該第１のアルゴリズムとは異なる



ションキーを再暗号化

第２のセキュアマイクロプロセッサと、

出力マルチプレクサと
を備えた システム。
【請求項２】

第１のエンタイトルメント管理メッセー
ジデータから マルチセッションキーを復元する能力を有する第１の回路
を含み、該第１の回路は 第２のエンタイトルメント管理メッセージデータから

マルチセッションキーを復元する能力を有しない、
該第２のエンタイトルメント管理メッセージ

データから該 マルチセッションキーを復元する能力を有する第２の回路を
含み、該第２の回路は 該第１のエンタイトルメント管理メッセージデータから該

マルチセッションキーを復元する能力を有しない、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】

【請求項４】
入力トランスポートデータストリーム 出力トランスポートデータス
トリームに 暗号化制御システムであって、該入力トランスポートデータストリームは

第１のエンタ
イトルメント制御メッセージ を含み、

該システムは、
該入力トランスポートデータストリ

ームから 該第１のエンタイトルメント制御メッセ
ージ 入力デマルチプレクサと、
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することによって、再暗号化されたマルチセッションキーを生成し
、該再暗号化されたマルチセッションキーと、該第１のエンタイトルメント管理メッセー
ジのうち該暗号化されたマルチセッションキー以外の残りの部分とに基づいて、該再暗号
化されたマルチセッションキーを含む第２のエンタイトルメント管理メッセージを生成す
る
該第２のセキュアマイクロプロセッサから該第２のエンタイトルメント管理メッセージを
受け取り、該入力デマルチプレクサから該暗号化されたサービスデータと該エンタイトル
メント制御メッセージとを含むが該第１のエンタイトルメント管理メッセージを含まない
該入力トランスポートデータストリームを受け取る出力マルチプレクサであって、該暗号
化されたサービスデータは、復号化されることなく該入力デマルチプレクサから該出力マ
ルチプレクサに転送され、該第２のエンタイトルメント管理メッセージと、該暗号化され
たサービスデータと該エンタイトルメント制御メッセージとを含むが該第１のエンタイト
ルメント管理メッセージを含まない該入力トランスポートデータストリームとに基づいて
、該暗号化されたサービスデータと該エンタイトルメント制御メッセージと該第２のエン
タイトルメント管理メッセージとを含む出力トランスポートデータストリームを生成する

、暗号化制御

前記第１のセキュアマイクロプロセッサは、前記
前記暗号化された

、前記 前記
再暗号化された
前記第２のセキュアマイクロプロセッサは、

再暗号化された
、 暗号化

された

前記第１のアルゴリズムは、第１の秘密シリアル番号が使用されるアルゴリズムであり、
前記第２のアルゴリズムは、第２の秘密シリアル番号が使用されるアルゴリズムであり、
該第１の秘密シリアル番号と該第２の秘密シリアル番号とは異なる、請求項１に記載のシ
ステム。

を処理することにより
する

、暗号化されたサービスデータと、エンタイトルメント管理メッセージと、
と 該エンタイトルメント管理メッセージは、暗号化

されたマルチセッションキーを含み、該第１のエンタイトルメント制御メッセージは、暗
号化されたシードを含み、

該入力トランスポートデータストリームを受け取り、
該エンタイトルメント管理メッセージと

とを抽出する
該入力デマルチプレクサから該エンタイトルメント管理メッセージを受け取り、第１のア
ルゴリズムを用いて該エンタイトルメント管理メッセージに含まれる該暗号化されたマル
チセッションキーを復号化することによって、複数のセッションキーとして機能するマル
チセッションキーを生成し、該入力デマルチプレクサから該第１のエンタイトルメント制
御メッセージを受け取り、該マルチセッションキーと該第１のアルゴリズムとを用いて該
第１のエンタイトルメント制御メッセージに含まれる該暗号化されたシードを復号化する
ことによって、該暗号化されたサービスデータを復号化するように機能するシードを生成
し、該シードと、該第１のエンタイトルメント制御メッセージのうち該暗号化されたシー



出力マルチプレクサと
を備えた システム。
【発明の詳細な説明】
発明の背景

本発明は、条件付きアクセスケーブルテレビジョンシステムに関する。特に、本発明は、
ローカルケーブルヘッドエンドオペレーターが、グローバルあるいはナショナルトランス
ポートデータストリームへの加入者によるアクセスを制御し得るシステムに関する。

図１Ａは、従来の暗号器２を示す。暗号化されていないペイロードデータＵＰＤは、暗号
器２の出力部ＯＵＴで暗号化されたペイロードデータに暗号キーＥＫを用いて処理される
。図１Ｂは、従来の復号器４を示す。復号化されたペイロードデータＥＰＤは、復号器４
の出力部ＯＵＴで復号化されたペイロードデータを生成するために、復号器４で復号化キ
ーＤＫを用いて処理される。
図２Ａは、従来のエンコーダ１０を示す。図２Ｂは従来のデコーダ４０を示す。図２Ａに
おいてサービスプロバイダー１２は、デコーダ４０に転送するために、デジタルサービス
、例えば、ＭＰＥＧ暗号化動画、デジタルサウンド記録、ソフトウェア、ゲーム、などを
提供する。サービスは、擬似乱数シードジェネレータ１４からシードを受けて暗号化され
る。暗号器２２は、暗号化されたサービスＥ S E E D（ＳＥＲＶＩＣＥ）を生成するための暗
号キーとして、シードを用いてサービスデータを処理する。暗号化されたサービスはマル
チプレクサ２０に結合され、トランスポートデータストリームＴＤＳに置き換えられる。
デコーダ４０が暗号化されたサービスデータからサービスデータを復元するために、デコ
ーダ４０はシードを用いて提供されなければならない。
シードは、ブロードキャストモードでトランスポートデータストリームＴＤＳにおいて配
信される（すなわち、全てのデコーダは同時にシードを受け取る）。可能な限りのデータ
著作権侵害者からの開発を避けるためにシードは暗号化されなければならない。シードは
、マルチセッションキーＭＳＫを用いて暗号器２４で暗号化され、暗号化されたシードＥ

M S K（ＳＥＥＤ）を提供する。マルチセッションキーＭＳＫはサービス配信器１６からく
る。暗号化されたシードＥ M S K（ＳＥＥＤ）は、マルチプレクサ２０によってブロードキ
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ド以外の残りの部分とを出力する第１のセキュアマイクロプロセッサと、
該入力デマルチプレクサから該エンタイトルメント管理メッセージを受け取り、該第１の
アルゴリズムを用いて該エンタイトルメント管理メッセージに含まれる該暗号化されたマ
ルチセッションキーを復号化することによって、該マルチセッションキーを生成し、該第
１のセキュアマイクロプロセッサから該シードと該第１のエンタイトルメント制御メッセ
ージのうち該暗号化されたシード以外の残りの部分とを受け取り、該マルチセッションキ
ーと該第１のアルゴリズムとは異なる第２のアルゴリズムとを用いて該シードを再暗号化
することによって、再暗号化されたシードを生成し、該再暗号化されたシードと、該第１
のエンタイトルメント制御メッセージのうち該暗号化されたシード以外の残りの部分とに
基づいて、該再暗号化されたシードを含む第２のエンタイトルメント制御メッセージを生
成する第２のセキュアマイクロプロセッサと、
該第２のセキュアマイクロプロセッサから該第２のエンタイトルメント制御メッセージを
受け取り、該入力デマルチプレクサから該暗号化されたサービスデータと該エンタイトル
メント管理メッセージとを含むが該第１のエンタイトルメント制御メッセージを含まない
該入力トランスポートデータストリームを受け取る出力マルチプレクサであって、該暗号
化されたサービスデータは、復号化されることなく該入力デマルチプレクサから該出力マ
ルチプレクサに転送され、該第２のエンタイトルメント制御メッセージと、該暗号化され
たサービスデータと該エンタイトルメント管理メッセージとを含むが該第１のエンタイト
ルメント制御メッセージを含まない該入力トランスポートデータストリームとに基づいて
、該暗号化されたサービスデータと該エンタイトルメント管理メッセージと該第２のエン
タイトルメント制御メッセージとを含む出力トランスポートデータストリームを生成する

、暗号化制御

発明の分野

関係技術の詳細



ャストモードでトランスポートデータストリームＴＤＳに配置される。好ましくは、シー
ドは、頻繁に、例えば、１０回／秒で変更される。従って、暗号化されたシードＥ M S K（
ＳＥＥＤ）は、すべてのデコーダ４０へ、例えば、１０回／秒でブロードキャストされる
。シードを復元するために、デコーダ４０はマルチセッションキーＭＳＫへのアクセスを
得なければならない。
マルチセッションキーＭＳＫは、許可されたデコーダ４０へトランスポートデータストリ
ームＴＤＳ経由で配信される（すなわち、加入者のデコーダに対する月謝は払われている
）。好ましくは、マルチセッションキーＭＳＫは、月に１回替えられる。トランスポート
データストリームＴＤＳをこえて、マルチセッションキーＭＳＫを配信するために、マル
チセッションキーは暗号化キーとしての秘密シリアル番号ＳＳＮを用いて暗号器２６で暗
号化され、暗号化されたマルチセッションキーＥ S S N（ＭＳＫ）を提供する。暗号化され
たマルチセッションキーは毎月一度デコーダに提供されることだけが必要とされるので、
同時に全てのデコーダへ暗号化されたシードをブロードキャストするのとは違って、個々
に各デコーダへ暗号化されたマルチセッションキーを送ることが可能である。実際に、Ｍ
ＳＫは必要とされる前に月に何度も、各デコーダへ送信されおよび発送され、他にも理由
はあるが、必要なときに暗号化され、役立つことを保証する。マルチプレクサ２０は、加
入者が月謝を払った場合のみ、トランスポートデータストリームＴＤＳにおいて暗号化さ
れたマルチセッションキーＥ S S N（ＭＳＫ）を、配置する。各デコーダ４０は、その中に
、独自の秘密シリアル番号ＳＳＮおよび対応する公開シリアル番号（アドレスとして使わ
れる）を格納する。図２Ａにおいて、特有のデコーダに対する、秘密シリアル番号ＳＳＮ
および公開シリアル番号ＰＳＮはメモリ１８から読み出される。秘密シリアル番号ＳＳＮ
は暗号器２６に提供され、公開シリアル番号ＰＳＮはマルチプレクサ２０に提供される。
請求が、きちんと払われた場合、マルチプレクサ２０はアドレスが公開シリアル番号ＰＳ
Ｎであるデコーダへ転送するために暗号化されたマルチセッションキーを用意する。
図２Ｂにおいて、対応する秘密シリアル番号ＳＳＮおよび関係する公開シリアル番号ＰＳ
Ｎは、デコーダ４０のメモリ３２に格納される。公開シリアル番号ＰＳＮは、デマルチプ
レクサ３０へ提供されるので、デマルチプレクサ３０は、トランスポートデータストリー
ムＴＤＳから秘密シリアル番号に対応する公開シリアル番号ＰＳＮを受けて、デコーダ４
０へ送られる暗号化されたマルチセッションキーを選び得る。暗号化されたマルチセッシ
ョンキーＥ S S N（ＭＳＫ）は、メモリ３２から秘密シリアル番号ＳＳＮを用いて復号器３
４で復号化され、マルチセッションキーＭＳＫを提供する。デマルチプレクサ３０はまた
、暗号化されたシードＥ M S K（ＳＥＥＤ）をトランスポートデータストリームＴＤＳから
選ぶ。暗号化されたシードは暗号化されてないシードを供給するために暗号化キーとして
のマルチセッションキーＭＫＳを用いて復号器３６で処理される。暗号化されていないシ
ードは好ましくは、高速度、例えば１０回／秒で変化する。デマルチプレクサ３０はまた
暗号化されたサービスＥ S E E D（ＳＥＲＶＩＣＥ）をトランスポートデータストリームＴＤ
Ｓから選ぶ。暗号化されたサービスは暗号化されないサービスを復元するために復号化キ
ーとしてのシードを用いて復号器３８で処理される。
マルチセッションキーＭＳＫの配送のための他の方法が知られる。例えば，本願明細書中
において参考として援用される、Ｇｅｍｍｉｅの米国特許第５、０２９、２０７では、マ
ルチセッションキーＭＳＫは、エンコーダで２回暗号化され、デコーダで２回復号化され
る。初めは入れ替え可能なセキュリティーモジュールにおいて、次はデコーダの備え付け
セキュリティエレメントにおいてである。
さらに、データ著作権侵害者に勝つために、メモリ３２および復号器３４および３６（図
２Ｂ）マルチセッションキーＭＳＫ（不図示）に対するメモリ格納は、キーＳＳＮおよび
ＭＳＫへアクセス著作権侵害者をセキュアマイクロプロセッサの内部で機械化される。著
作権侵害者が、まだセキュアマイクロプロセッサの出力ターミナルで、シードへのアクセ
ス権を持ちうるが、シードは頻繁に、たとえば１０回／秒変化するので、シードの有効生
命は短い。
図３は、エンコーダ１０搭載のナショナルコントロールセンター５２を備えた従来型シス
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テム５０を描く。エンコーダ１０からのトランスポートデータストリームＴＤＳは、ナシ
ョナルコントロールセンター５２のアップリンク送信機によってサテライトリピータ５４
へ送信される。サテライトリピータ５４が、このシグナルを再び送信した結果、ケーブル
ヘッドエンド５６がシグナルを受ける。ケーブルヘッドエンド５６は、デコーダ４０へ、
このシグナルを再送信する。
ナショナルトランスポートデータストリーム（ＮＴＤＳ）では、個々のデコーダへ独自に
送り得るエンタイトルメント管理メッセージＥＭＭ（ｅｎｔｉｔｌｅｍｅｎｔ　ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）は、特有のデコーダに対してサービス公認情報と同様に
特有のデコーダのＳＳＮを用いて暗号化されたＭＳＫを含む。ナショナルトランスポート
データストリームＮＴＤＳを提供するナショナルコントロールセンター５２を備えたシス
テム５０において、ナショナルコントロールセンター５２は暗号化されたＭＳＫ（例えば
Ｅ S S N（ＭＳＫ））およびデコーダサービス公認情報の双方を提供する。ナショナルセン
ターは適切なエンタイトルメント管理メッセージを生成し、それらのメッセージを個々の
エンコーダに送る。ケーブルヘッドエンドオペレータは、単にこのナショナルトランスポ
ートデータストリームに対してコンジットとして活動する。
しかしながら、ケーブルヘッドエンドオペレータは、サービス公認情報においてローカル
コントロールを有することを望む。ケーブルヘッドエンドオペレータはプログラムおよび
特別のプログラムへのデコーダ条件付きアクセスのローカルコントロールを有することを
望む。しかしながら、ローカルケーブルヘッドエンドオペレータはオペレータ自身のプロ
グラムの暗号化を行う必要性を感じない。オペレータは、ナショナルコントロールセンタ
ーで既に実施されたプログラムの暗号化を維持することを希望する。
今日使用される多くのケーブルシステムにおいて、ナショナルコントロールセンターは、
各サービスの暗号化およびトランスポートデータストリームの完全なペイロードパートの
グローバル暗号化と同じように、サービスのマルチプレクシングの全てを実行する。この
様なシステムにおいて、ケーブルヘッドエンドオペレータは本質的にこのナショナルシグ
ナルに対するコンジットとして働く。ナショナルセンターはまた、全ての条件付きアクセ
ス任務を扱い、その任務は、各デコーダへ送信されたエンタイトルメント管理メッセージ
において、サービス公認情報を配置することを含む。
今日使用される他のシステムは、ケーブルヘッドエンドオペレータが条件付きアクセスお
よび暗号化の双方においてローカルコントロールを備えることを可能にする。幾つかのオ
ペレータはローカルコントロール能力を望むが、必要とされる装置は、もちろん高価であ
る。
ケーブルオペレータは異なるマーケットセグメントへのアクセスを、何とかして異ならし
めるあるいは制御することを望む。例えば、３つのケーブル会社が所定のエリアで操作さ
れていたことを仮定する。もし、これらの全てが、ナショナルセンターのシグナルを用い
た加入者を供給するならば、ある会社に加入する人は、もう一つの会社に加入する人に彼
／彼女のセットトップデコーダを簡単に貸し出し得る。従って、ケーブルヘッドエンドオ
ペレータがナショナルセンターによって供給されるシグナルを使用し続けることを可能に
し、かつ、異なるマーケットエリアまたはセグメントへのアクセスを制御可能にするシス
テムに対する必要性がある。
発明の要約
本発明の目的は、データへの加入者によってアクセスを制御する間、ローカルケーブルヘ
ッドエンドオペレータがナショナルプログラミングサービスデータを配信し得る手段を提
供することである。
このおよび他の目的は、入力トランスポートデータストリームを出力トランスポートデー
タストリームに処理するための暗号化制御システムを用いて達成される。出力トランスポ
ートデータストリームは入力デマルチプレクサ、第１のセキュアマイクロプロセッサ、第
２のセキュアマイクロプロセッサおよび出力マルチプレクサを含む。入力トランスポート
データストリームは第１のエンタイトルメント管理メッセージデータを含む。入力デマル
チプレクサは入力トランスポートデータストリームから第１のエンタイトルメント管理メ
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ッセージデータを選び、第１のエンタイトルメント管理メッセージデータは暗号化された
マルチセッションキーを含む。第１のセキュアマイクロプロセッサは第１のエンタイトル
メント管理メッセージデータを処理して第１のアルゴリズムを用いて暗号化されたマルチ
セッションキーを復号化することによってマルチセッションキーを復元する。第２のセキ
ュアマイクロプロセッサは、第２のアルゴリズムを用いてマルチセッションキーを再暗号
化し、暗号化されたマルチセッションキーの代用である再暗号化されたマルチセッション
キーを用いて第１のエンタイトルメント管理メッセージデータに基づいた第２のエンタイ
トルメント管理メッセージデータをフォーマットする。出力マルチプレクサは入力トラン
スポートデータストリームに基づいた出力トランスポートデータストリームに第１のエン
タイトルメント管理メッセージデータの代用である第２のエンタイトルメント管理メッセ
ージデータを提供する。
【図面の簡単な説明】
本発明は後述する好適な実施態様において以下の図を参照して詳細に記述される。
図１Ａおよび図１Ｂは、それぞれ公知の暗号器および復号器の基本的な機能図である。
図２Ａおよび図２Ｂは、それぞれ公知のエンコーダおよびデコーダの機能ブロック図であ
る。
図３は、公知の情報配信システムのブロック図である。
図４は、どのように初期データストリームが本発明に従って転送パケットの状態で暗号化
されるかを示している書式図である。
図５は、本発明に従うデコーダの機能図である。
図６は、本発明の実施形態に従う暗号化制御システムの機能ブロック図である。
図７は、本発明の別の実施形態に従う暗号化制御システムの機能ブロック図である。
図８は、本発明の別の実施形態に従う暗号化制御システムの機能ブロック図である。
図９は、本発明の別の実施形態に従う情報配信システムの概略図である。
好適な実施態様の詳細な説明
図４は、典型的なトランスポートデータストリームの書式図である。画像および音声デー
タは、ヘッダー、プレゼンテーションタイムスタンプ、および画像自身を備えたパケット
化された初期ストリームフレームで準備される。パケット化された初期ストリームは、１
以上の転送パケットのペイロードセクションへ配置される。転送パケットの長さは好適に
は１８８ビットである。転送パケットは、好適には、ペイロードデータに続く同期ブロッ
クおよび前置データを含む。本願明細書中において参考として援用されるＭＰＥＧ－２（
実際はＩＳＯ／ＩＥＣ　１３８１８－１）と呼ばれる規格は，転送データストリームの特
別の実施形態を定義する。マルチプレクサ／暗号器６４は、個々の転送パケット６２をデ
ータフレーム６０に結合する。
本発明において、特に興味深いのは、エンタイトルメント管理メッセージＥＭＭおよびエ
ンタイトルメント制御メッセージＥＣＭである。これらのメッセージはトランスポートデ
ータストリームＴＤＳのなかでマルチプレクサされる。エンタイトルメント管理メッセー
ジは特定のデコーダもしくはデコーダのグループへアドレスされる。エンタイトルメント
制御メッセージは全てのデコーダへブロードキャストされる。マルチセッションキーで暗
号化されたシードデータは、エンタイトルメント制御メッセージの中で送信されたデータ
の中に含まれる。エンタイトルメント制御メッセージＥＣＭは、高速度、たとえば１０回
/秒で、繰り返し送られる。秘密シリアル番号のもとで暗号化されたマルチセッションキ
ーＭＳＫは、エンタイトルメント管理メッセージＥＭＭの中に含まれる。エンタイトルメ
ント管理メッセージはデコーダへアドレスされ、そのデコーダは、マルチセッションキー
を暗号化するために用いられる秘密シリアル番号をデコーダ中に格納する。エンタイトル
メント管理メッセージは希に、たとえば１月に１回送信される。実用的には、エンタイト
ルメント管理メッセージは各デコーダへ月に何回も送信され、デコーダは、次のセッショ
ン（例えば、翌月）に備えて、マルチセッションキーを復号化し、格納するための機会を
有する。特定の時点で、エンタイトルメント制御メッセージは、初期のエンタイトルメン
ト管理メッセージデータから受信された新しいマルチセッションキーへの変換を示すデー
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タを提供する。
図５は、復号化されたサービス１０９の中で入力トランスポートデータストリームをデコ
ーディングするための本発明によるデコーダを示す。デマルチプレクサ７２はエンタイト
ルメント制御メッセージ７４、エンタイトルメント管理メッセージ７６およびテキストデ
ータ７８をトランスポートデータストリームから、分離する。トランスポートデータスト
リームの他のペイロード部分は復号器１０４へ提供される。デマルチプレクサ７２はデマ
ルチプレクサ３０（図２Ｂ）に同様の機能を提供する。デコーダ７０はセキュアマイクロ
プロセッサ８０を含む。セキュアマイクロプロセッサ８０は秘密シリアル番号ＳＳＮおよ
びマルチセッションキーＭＳＫを格納するセキュアメモリ８２を含む。セキュアマイクロ
プロセッサ８０において、条件付きアクセスロジック９０はセキュアメモリ８２から秘密
シリアル番号ＳＳＮを読み取り、秘密シリアル番号を復号器８４へ提供する。復号器８４
はエンタイトルメント管理メッセージ７６を処理して、９２でマルチセッションキーＭＳ
Ｋを復元する。条件付きアクセスロジック９０はセキュアメモリ８２の中にマルチセッシ
ョンキーＭＳＫを格納する。次に、条件付きアクセスロジック９０はセキュアメモリ８２
からマルチセッションキーＭＳＫを読み込み、それを復号器８６へ提供する。復号器８６
は、エンタイトルメント制御メッセージ７４を処理して複数のシードおよび条件付きアク
セスデータ８８を復元する。条件付きアクセスロジック９０はシード８８のグローバルシ
ード９４を復号器１０４へ提供する。条件付きアクセスロジック９０は公認のサービスを
認識するように条件付きアクセスデータ８８を処理し、サービス選択信号９６をサービス
デマルチプレクサ１０６へ提供する。公認のサービスにおいて、条件付きアクセスロジッ
ク９０はシード８８からの暗号化されたサービスシード９８をマルチセッションキーで復
号化するために復号器１００へ提供する。公認のサービスにおいて、復号器１００はシー
ド１０２を公認のサービスにおける復号器１０８へ提供する。
図４において、個々のサービス（例えば、画像１あるいは音声１）はそれぞれのサービス
シードのもとで暗号化され得る。暗号化された、あるいは、暗号化されていないサービス
は、データフレーム６０でフォーマットされる。データフレーム６０のサービス部の全て
がグローバルシードのもとで暗号化される。データフレーム６０の暗号化された部分はグ
ローバルシード９４を用いて復号器１０４（図５）において処理され、個々のサービスを
復元する。個々のサービスは、暗号化され得るか、あるいは暗号化され得ない。個々のサ
ービスは、マルチプレクサ１０６（図５）へ提供され、個々の暗号化されたサービスデー
タ１０７が復号器１０８へ提供される。復号器１０８はシード１０２を用いて暗号化され
たサービスデータ１０７を処理して、復号化されたサービス１０９を提供する。
図６において、暗号化制御システム１１０は、デマルチプレクサ１１２、マルチプレクサ
１１４、第１のセキュアマイクロプロセッサ１２０、および、第２のマイクロプロセッサ
１３０を含む。セキュアマイクロプロセッサ１２０は、秘密シリアル番号メモリ１２２、
復号器１２４、およびマルチセッションメモリ１２６を含む。秘密シリアル番号メモリ１
２２は、秘密シリアル番号メモリ３２（図２Ｂ）が機能するのと同様に機能する。復号器
１２４は復号器３４（図２Ｂ）が機能するのと同様に機能する。メモリ１２６は、メモリ
８２（図５）が機能するのと同様に機能する。
第２のセキュアマイクロプロセッサ１３０は、秘密シリアル番号メモリ１３２および暗号
器１３４を含む。メモリ１３２はメモリ１８（図２Ａ）が機能するのと同様に機能し、暗
号器１３４は暗号器２６（図２Ａ）が機能するのと同様に機能する。デマルチプレクサ１
１２は、デマルチプレクサ３０（図２Ｂ）が機能するのと同様に機能する。マルチプレク
サ１１４は、マルチプレクサ２０（図２Ａ）が機能するのと同様に機能する。
典型的な操作において、トランスポートデータストリームＴＤＳのナショナルソースはサ
テライトリピータステーションへアップリンクされる。サテライトリピータステーション
は，複数のケーブルヘッドエンドオペレータに、ナショナルトランスポートデータストリ
ームＴＤＳのブロードキャストをダウンリンクし、複数のオペレータの少なくとも１つは
その装置の中に暗号化制御システム１１０を有する。ケーブルヘッドエンドオペレータは
ナショナルトランスポートデータストリームＴＤＳを受信し、ナショナル暗号化サービス
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データストリームにおいて、ナショナルエンタイトルメント制御メッセージ（ナショナル
ＥＣＭ）およびナショナルエンタイトルメント管理メッセージ（ナショナルＥＭＭ）にデ
ータストリームをデマルチプレクスする。ナショナルエンタイトルメント管理メッセージ
は暗号化制御システム１１０でローカルエンタイトルメント管理メッセージ（ローカルＥ
ＭＭ）に処理される。マルチプレクサ１１４はローカルトランスポートデータストリーム
(local TDS)にナショナル暗号化サービス，ナショナルエンタイトルメント制御メッセー
ジデータ、およびローカルエンタイトルメント管理メッセージを再構築する。
ナショナルエンタイトルメント管理メッセージは復号器１２４で処理され、メモリ１２６
でマルチセッションキーを復元し、格納する。マルチセッションキーはセキュアリンク１
１６を通って、暗号器１３４へ提供される。マルチセッションキーはメモリ１３２から秘
密シリアル番号を用いて暗号器１３４で処理され、続いて、ローカルエンタイトルメント
管理メッセージに配置される。しかしながら（１）暗号器１３４によって用いられる暗号
化アルゴリズムはマルチセッションキーを暗号化するためにナショナルセンターによって
用いられる暗号化アルゴリズムとは異なる、あるいは（２）メモリ１３２に格納された秘
密シリアル番号はナショナルセンターでマルチセッションキーを暗号化するために用いら
れる同等のデータベースに格納された秘密シリアル番号とは異なる、あるいは、（３）そ
の双方である。
ケーブルヘッドエンドオペレータの加入者は、暗号器１３４（図６）と互換性のあるアル
ゴリズムを備えたマルチセッションキーを復号化するための復号器を備えたデコーダを要
求する。同様に、ケーブルヘッドエンドオペレータの加入者のデコーダは、メモリ１３２
（図６）に格納された秘密シリアル番号に対応する秘密シリアル番号をそれらの中に格納
する。本発明によると、装置において、暗号化制御システム１１０を備えたケーブルヘッ
ドエンドオペレータは、安全にマルチセッションキーをシステム中のデコーダへ提供し得
る。しかしながら、独自の暗号化アルゴリズム１３４（すなわち、独自のケーブルヘッド
エンドオペレータ）およびメモリ１３２に格納された秘密シリアル番号の独自のリストの
ために、ケーブルヘッドエンドオペレータの加入者へ提供されたデコーダは ,サテライト
リピータステーションもしくは任意の他のケーブルヘッドエンドオペレータからナショナ
ル暗号化サービスを受信するために利用され得ない。このように、例えば加入者が請求を
払わない場合、ケーブルヘッドエンドオペレータはナショナルサービスへのアクセスを拒
絶し得る。さらに、ケーブルヘッドエンドオペレータの加入者に提供されるデコーダは、
ケーブルシステムから暗号化されたサービスを受信するために利用し得ないので、サービ
スが貸し出しされる見込みはない。
参考として援用される、米国特許番号 5,029,207号に記述されるように、デコーダは再プ
ログラム可能な復号化アルゴリズムおよび /あるいは再プログラム可能な秘密シリアル番
号を有する復号器を含む。特定のアドレスされるメッセージ（例えば、本願明細書中に記
述されているエンタイトルメント管理メッセージ）が、特別のデコーダあるいはアドレス
されているデコーダのグループによって受信されている場合、このような復号器は、再プ
ログラム可能である。ナショナルセンターがデコーダのこのようなタイプを利用した場合
、ローカルケーブルヘッドエンドオペレータは、デコーダのこのようなタイプを購入し、
加入者に転売する。次に、ローカルヘッドエンドオペレータは適切なエンタイトルメント
管理メッセージを個々のデコーダへ送信し得、マルチセッションキーを復号化するのに利
用されるアルゴリズムを変更し、あるいはデコーダの秘密シリアル番号のアドレスを変更
する。このように、単一のデコーダ設計に対して大マーケットが存在し、ケーブルヘッド
エンドオペレータは大マーケットに基づいて低コストでデコーダを加入者へ提供する。
図７において、暗号化制御システム１４０は、デマルチプレクサ１１２、マルチプレクサ
１１４、第１のセキュアマイクロプロセッサ１２０および第２のセキュアマイクロプロセ
ッサ１３０を含む。第１のセキュアマイクロプロセッサ１２０は秘密シリアル番号メモリ
１２２、復号器１２４およびマルチサービスキーメモリ１２６を含む。マルチサービスキ
ーメモリ１２６は暗号化制御システム１１０（図６）のセキュアマイクロプロセッサ１２
０で実行される機能と同じ機能を実質的に実行する。暗号化制御システム１４０（図７）
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のセキュアマイクロプロセッサ１２０はまた、シードデータおよびサービス公認データを
復元するためにマルチセッションキーを用いてナショナルエンタイトルメント制御メッセ
ージを処理するために復号器１４２を含む。
暗号化制御システム１４０（図７）の第２のセキュアマイクロプロセッサ１３０は秘密シ
リアル番号メモリ１２２、復号器１２４、マルチセッションキーメモリ１２６および暗号
器１４４を含む。メモリ１２２、復号器１２４、およびメモリ１２６は、暗号化制御装置
１１０（図６）のセキュアマイクロプロセッサ１２０におけるメモリ１２２、復号器１２
４、およびメモリ１２６において実行される機能と実質的に同様の機能を実行し、その機
能はマルチセッションキーを復元する。暗号器１４４はシードおよびサービス公認データ
をマルチセッションキーを用いてメモリ１２６から読み取り、ローカルエンタイトルメン
ト制御メッセージを提供する。マルチプレクサ１４４は、ローカルエンタイトルメント制
御メッセージによって交換されたナショナルエンタイトルメント制御メッセージを用いて
ナショナルトランスポートデータストリームからローカルトランスポートデータストリー
ムを再フォーマットする。
装置に暗号化制御システム１４０を備えたケーブルヘッドエンドオペレータは、デコーダ
、つまりマルチセッションキーを用いてシードを復号化するための特別の（すなわち独自
の）復号化アルゴリズムを備えたデコーダをケーブルヘッドエンドオペレータの加入者へ
提供し得る。暗号化制御システム１４０の暗号器１４４は、デコーダにおいて提供された
シード復号化アルゴリズムに対応する暗号化アルゴリズムを用いてシードを暗号化する。
このように、特別のケーブルヘッドエンドオペレータ装置に接続される場合、そのように
提供されたデコーダはシードを受信し得るのみである。ローカルエンタイトルメント制御
メッセージはケーブルヘッドエンドオペレータシステムにおいて全てのデコーダにブロー
ドキャストされるので、個々のデコーダを無為にすることは不可能である。しかしながら
、加入者により限定されたサービス（例えば、低コストサービス提供）を提供するために
は、暗号器１４４で再暗号化される前に、ケーブルヘッドエンドオペレータは復号器１４
２で復号されたサービス公認データを変更し得る。
図６について上述したように、再プログラム可能なデコーダはナショナルセンターがロー
カルケーブルヘッドエンドオペレータに対してある特定の再プログラムサービスを提供す
るという条件のもとで、ローカルヘッドエンドオペレータの加入者に提供され得る。ナシ
ョナルセンターが各個々の加入者にアドレスされたエンタイトルメント管理メッセージを
用意するので、ナショナルセンターがこれらの再プログラミングサービスを提供すること
が好ましい。あるいは、デコーダの必要な秘密シリアル番号およびデコーダの復号化アル
ゴリズムが提供される場合、ローカルケーブルヘッドエンドオペレータはこれらのサービ
スを提供し得る。ナショナルセンターによって提供されるサービスとは、シードデータを
復号化するために利用される復号化アルゴリズムを再プログラムすることである（マルチ
セッションキーを復元することとは異なる）。このように、ローカルケーブルヘッドエン
ドオペレータはシードデータを暗号器１４４において暗号化する。暗号化器１４４は加入
者の再プログラムされたデコーダと互換性のある暗号化アルゴリズムを備えるシードデー
タを暗号化する。再プログラム可能なデコーダを他のケーブルネットワークに対して使用
できなくし、これは再プログラム可能なデコーダの大マーケットを提供する。従って、こ
れらの再プログラム可能なエンコーダを提供するこれらのケーブルヘッドエンドオペレー
タは、出資を損失するようなことはない。
ナショナルセンターが、独自のマルチセッションキーを備えるローカルヘッドエンドオペ
レータの個々の加入者に、アドレスされたエンタイトルメント管理メッセージを提供し、
および暗号化制御システム１４０（図７）の第２のセキュアマイクロプロッセッサ１３０
にアドレスされるエンタイトルメント管理メッセージにおいて同様のマルチセッションキ
ーを提供することもまた可能であるので、シードおよびサービス公認データはこの特別の
マルチセッションキーのもとで暗号化される。すなわち、第１のセキュアマイクロプロッ
セッサ１２０において利用されるマルチセッションキーは暗号化制御システム１４０（図
７）の第２のセキュアマイクロプロッセッサ１３０において使用されるマルチセッション
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キーとは異なる。特別のマルチセッションキーを配信するためのこの処理は、ナショナル
センターとローカルケーブルヘッドエンドオペレータとの間の同意によって取り決められ
得る。デコーダ７０（図５）において、グローバルシード９４は正しく復元される。しか
しながら、暗号化されたサービスシード９８（図５）は、ナショナルセンターの全ての加
入者に送信されるマルチセッションキーのもとで暗号化される。これは、暗号化制御シス
テム１４０（図７）のセキュアマイクロプロッセッサ１２０のメモリ１２６に格納される
マルチセッションキーに対応する。不幸にも、第２のセキュアマイクロプロセッサ１３０
のメモリ１２６に格納された特別のマルチセッションキーは、ローカルヘッドエンドオペ
レータの加入者のデコーダにアドレスされるナショナルエンタイトルメント管理メッセー
ジにおいてナショナルセンターとローカルヘッドエンドオペレータとの間の特別の同意に
よって送信される。従って、ローカルヘッドエンドオペレータの加入者は、特別のマルチ
セッションキーのみを復元することができるが、サービスシード１０２（図５）を復元す
ることができない。しかしながら、個々のサービスが暗号化されずに送信された場合には
このような取り決めは有用であり、サービスのブロックは全体的に暗号化される。
図８において、暗号化システム１５０は、デマルチプレクサ１１２、マルチプレクサ１１
４、第１のセキュアマイクロプロセッサ１２０、第２のセキュアマイクロプロセッサ１３
０、シードジェネレイタ１５２、グローバルサービス復号器１５４およびグローバルサー
ビス暗号器１５６を含む。図８において、グローバルシード９４（図５）は復元され、お
よびグローバルサービス復号器１５４に提供される。ナショナル暗号化サービスデータは
、グローバルシード９４を用いてグローバルサービス復号器１５４において処理され、サ
ービスデータの暗号化されていないフレームを復元する。しかしながら、サービスデータ
の暗号化されていないフレームは、暗号化された個々のサービスを備え得るが、サービス
データのフレームは暗号化されない。シードジェネレイタ１５２は、グローバルサービス
暗号器１５６および暗号化制御システム１５０の第２のセキュアマイクロプロセッサ１３
０のシード暗号器１４４に、同時に新しいシードを提供する。
動作中、暗号化制御システム１５０は、グローバルシード９４を用いてグローバルサービ
ス復号器１５４からサービスデータの暗号化されていないフレームを復元する。従って、
暗号化されていないサービスデータは新しいシードを用いてサービス暗号器１５６におい
て再暗号化される。同時に、新しいシードはシード暗号器１４４に提供される。シード暗
号器１４４において新しいシードは、メモリ１２６に格納され、およびローカルエンタイ
トルメント制御メッセージに組み込まれたマルチセッションキーのもとで、暗号化される
。マルチプレクサ１１４は、ローカルエンタイトルメント制御メッセージをナショナルエ
ンタイトルメント管理メッセージおよび局所的に再暗号化されたサービスデータと結合し
、ローカルトランスポートデータストリームを形成する。シードがナショナルセンターに
よって生成される場合に、同じサービスをデコードするのと同様の方法で、デコーダ、例
えば図５のデコーダ７０は、新しいシードによって暗号化された種々のサービスをデコー
ドする。デコーダは違いを検出不可能である。
独自の暗号化アルゴリズムは（１）グローバルサービス暗号器１５６もしくは（２）シー
ド暗号器１４４のいずれか、あるいは（３）双方に対して用いられ得る。独特の暗号化ア
ルゴリズムは、ローカルケーブルヘッドエンドオペレータの加入者へ提供されたデコーダ
７０（図５）で含まれたそれぞれの復号化アルゴリズムに対応する。このように、ナショ
ナルエンタイトルメント管理メッセージは、装置において暗号化制御システム１５０を備
えていないケーブルヘッドエンドオペレータの加入者のデコーダを備える各デコーダへ、
マルチセッションキーを配信するために利用される。しかし、シード暗号器１４４におい
て利用される暗号化アルゴリズムに対応する復号化アルゴリズムを備えたデコーダおよび
、グローバルサービス暗号器１５６は他のケーブルシステムにおいて利用され得ない。さ
らに、ナショナルセンターとローカルヘッドエンドオペレータとの同意によって問題のデ
コーダは再プログラム可能であり得るので、シード暗号器１４４およびグローバルサービ
ス暗号器１５６において利用される暗号化アルゴリズムに対応するデコーダにおいて、ナ
ショナルセンターが復号化アルゴリズムを再プログラムすることは可能である。
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図９において、情報配信システム１６０はナショナルセンター１６２、サテライトリピー
タ１６４、第１のユーザステイション１７０および第２のユーザステイション１８０を含
む。第１のユーザステイション１７０は、受信機１７２、ケーブルヘッドエンドモジュレ
ータ１７４および少なくとも１つのデジタルセットトップターミナル１７６を含む。ユー
ザステイション１８０は、受信機１７２、ローカル暗号化制御システム１８２、ケーブル
ヘッドエンドモジュレータ１７４および高度のデジタルセットトップターミナル１８４を
含む。
暗号化制御システム１８２は、暗号化制御システム１１０、１４０、あるいは１５０のい
ずれかの１つであり得る。異なった暗号化システム１１０では、マルチセッションキー暗
号器１３４は２つのステージ暗号器を含み、第１の秘密シリアル番号は、１回暗号化キー
を提供するためにマルチセッションキーを暗号化し、次に、２回暗号化キーを提供するた
めに、第２の秘密シリアル番号を用いる更なる暗号器で、１回暗号化キーが処理される。
２回暗号化キーはローカルエンタイトルメント管理メッセージに取り込まれ、ローカルト
ランスポートデータストリーム（図６）において送信される。ローカルトランスポートデ
ータストリームはケーブルヘッドエンドモジュレータ１７４において変調され、高度のデ
ジタルセットトップターミナル１８４へ転送される。高度のデジタルセットトップターミ
ナル１８４は、例えば、デコーダを備えた備え付けの内蔵セキュリティエレメントおよび
デコーダへ差込可能の置換可能なセキュリティモジュール（すなわちスマートカード）を
備えたセットトップターミナルである。例えば、本願明細書中において参考として援用さ
れる米国特許第 5,029,207号に見られる。高度のデジタルセットトップターミナル１８４
は、２回暗号化マルチセッションキーを復元するための２つの復号器を含む。１つの復号
器はセットトップターミナル自身（すなわちデコーダ）の備え付けのセキュリティエレメ
ントにおいて含まれ、他方の復号器は取り外し可能なセキュリティモジュール（すなわち
スマートカード）において含まれる。
実際上、第１のユーザステイション１７０と同じ装置を備えたケーブルシステムオペレー
タは、ローカル加入者へナショナルトランスポートデータストリームを転送し得るのみで
ある。そんなオペレータは暗号化制御システム１８２を加えることによっておよび /ある
いは対応する置換可能のセキュリティモジュール（すなわちスマートカード）を、加入者
に送信することによって装置をアップグレードし得る。現存のセットトップターミナルの
全てを置換する必要はない。
当業者は、図６から図９に関して記載された技術が任意の所望の制御レベルを提供するた
めに、組み合わせたり結合され得ることを十分理解し得る。適切な組合せを用いてローカ
ルケーブルヘッドエンドオペレータは請求をきちんと払わない加入者との接続を絶ち、条
件付きのアクセスデータに変更を加えることによって加入者へ要求された低価格のサービ
スを提供し得る。
グローバルトランスポートデータストリームのローカル暗号化に関する新規の装置および
方法の好適な実施形態（これらは例示的であり限定的でないことが意図される）を説明し
ているが、前述の教示を考慮して当業者によって変更および変動がなされ得ることに気づ
く。それゆえ添付の請求の範囲によって規定されるように、本発明の範囲および精神の中
で、開示された発明の特定の実施形態において変更がなされ得ることが理解される。
従って、特許法で求められるように詳細に、具体的に発明を記述しているが、特許証によ
って保護される請求の範囲および所望の範囲が、添付の請求の範囲に記載される。
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【 図 １ Ａ 】 【 図 １ Ｂ 】

【 図 ２ Ａ 】 【 図 ２ Ｂ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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