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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末装置と接続し、当該端末装置で利用するコンテンツを記録する記録媒体装置であっ
て、
　コンテンツを記録するコンテンツ記録手段と、
　前記コンテンツそれぞれについてコンテンツ属性情報を記憶する属性情報記憶手段と、
コンテンツ属性情報に通常のコンテンツと区別するためのコンテンツ判別情報が含まれる
特殊コンテンツについて、当該特殊コンテンツの利用が制限されるべき端末装置を示すリ
ボーク情報を記憶するリボーク情報記憶手段と、
　前記端末装置から当該端末装置の識別情報を取得する識別情報取得手段と、
　前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報を前記端末装置に出力するための利用
情報出力手段と、
　前記特殊コンテンツが前記端末装置で利用される際に、前記リボーク情報を参照し、前
記端末装置の識別情報に基づき、前記端末装置が前記特殊コンテンツの利用を制限される
べき端末装置か否かを判定し、肯定的に判定したときには、前記特殊コンテンツを利用す
るために必要な情報を前記利用情報出力手段が出力しないように制御する制御手段とを備
える
　ことを特徴とする記録媒体装置。
【請求項２】
　前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報は、前記特殊コンテンツを復号する際
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に用いるタイトル鍵を前記コンテンツ判別情報と関連付けて暗号化した、暗号化鍵情報を
復号するために必要な暗号化特有情報である
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録媒体装置。
【請求項３】
　前記暗号化特有情報は、当該記録媒体装置の秘密鍵と、前記コンテンツ判別情報とを用
いて演算して得られるメッセージ認証コード（ＭＡＣ：Ｍｅｓｓａｇｅ Ａｕｔｈｅｎｔ
ｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｄｅ）である
　ことを特徴とする請求項２に記載の記録媒体装置。
【請求項４】
　更に、前記制御手段が、前記利用情報出力手段が、前記暗号化特有情報を出力しないよ
うに制御した場合には、前記端末装置のユーザーに提示するための告知情報を前記端末装
置に出力する告知情報出力手段を備える
　ことを特徴とする請求項３に記載の記録媒体装置。
【請求項５】
　コンテンツを記録するための記録媒体装置と接続し、当該コンテンツを利用する端末装
置であって、
　前記記録媒体装置へ当該端末装置を識別する識別情報を出力する識別情報出力手段と、
　前記記録媒体装置からコンテンツに係るコンテンツ属性情報を取得する属性情報取得手
段と、
　前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コン
テンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別情報抽出手段と、
　前記コンテンツ判別情報を前記記録媒体装置に出力する特定情報出力手段と、
　前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
用するために必要な情報を取得する利用情報取得手段と、
　前記コンテンツを利用するために必要な情報を用いてコンテンツを利用する利用手段と
を備える
　ことを特徴とする端末装置。
【請求項６】
　前記コンテンツを利用するために必要な情報は、前記コンテンツを復号する際に用いる
タイトル鍵を前記コンテンツ判別情報と関連付けて暗号化した、暗号化鍵情報を復号する
ために必要な暗号化特有情報である
　ことを特徴とする請求項５に記載の端末装置。
【請求項７】
　前記暗号化特有情報は、コンテンツ属性情報にコンテンツ判別情報が含まれる場合にお
いて、前記記録媒体装置の秘密鍵と、前記コンテンツ判別情報とを用いて前記記録媒体装
置で演算して得られたメッセージ認証コード（ＭＡＣ：Ｍｅｓｓａｇｅ Ａｕｔｈｅｎｔ
ｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｄｅ）である
　ことを特徴とする請求項６に記載の端末装置。
【請求項８】
　更に、前記記録媒体装置に記録されている、前記コンテンツの復号に用いる鍵を暗号化
した暗号化鍵情報を読み出す暗号化鍵情報読出手段と、
　前記暗号化特有情報を用いて、前記暗号化鍵情報を復号する復号手段とを備え、
　前記利用手段は、前記復号手段で復号して得られた鍵を用いて前記コンテンツを復号し
て再生する
　ことを特徴とする請求項７に記載の端末装置。
【請求項９】
　更に、前記記録媒体装置が、前記暗号化特有情報の代わりに、当該端末装置のユーザー
に提示するために出力する告知情報を受信する告知情報受信手段と、
　前記告知情報を提示する提示手段とを備える
　ことを特徴とする請求項８に記載の端末装置。
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【請求項１０】
　端末装置に接続された記録媒体装置にコンテンツ利用に係る情報を配信する配信装置で
あって、
　前記コンテンツに係るコンテンツ属性情報を記憶する記憶手段と、
　前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コン
テンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別情報抽出手段と、
　前記コンテンツ判別情報を記録媒体装置に送信する判別情報送信手段と、
　前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
用するために必要な情報を取得する利用情報取得手段と、
　前記コンテンツの復号に用いる鍵を、前記コンテンツを利用するために必要な情報と、
前記コンテンツ属性情報とを用いて暗号化した暗号化鍵情報を生成する暗号化鍵情報生成
手段と、
　前記暗号化鍵情報を記録媒体装置に送信する暗号化鍵情報送信手段とを備える
　ことを特徴とする配信装置。
【請求項１１】
　前記コンテンツを利用するために必要な情報は、前記コンテンツを復号する際に用いる
タイトル鍵を前記コンテンツ判別情報と関連付けて暗号化した暗号化鍵情報を、復号する
ために必要な暗号化特有情報である
　ことを特徴とする請求項１０に記載の配信装置。
【請求項１２】
　前記暗号化特有情報は、コンテンツ属性情報に前記コンテンツ判別情報が含まれる場合
において、前記記録媒体装置の秘密鍵と、前記コンテンツを通常のコンテンツと区別する
ための情報とを用いて前記記録媒体で演算して得られたメッセージ認証コード（ＭＡＣ：
Ｍｅｓｓａｇｅ Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｄｅ）である
　ことを特徴とする請求項１１に記載の配信装置。
【請求項１３】
　更に、コンテンツに係るコンテンツ属性情報に前記コンテンツ判別情報が含まれる場合
に前記コンテンツの利用が制限されるべき端末装置を示すリボーク情報を前記記録媒体装
置に送信するリボーク情報送信手段を備える
　ことを特徴とする請求項１２に記載の配信装置。
【請求項１４】
　更に、端末装置でのコンテンツの利用を抑制した際に当該端末装置のユーザーに提示す
るための告知情報を前記記録媒体装置に送信する告知情報送信手段を備える
　ことを特徴とする請求項１３に記載の配信装置。
【請求項１５】
　端末装置と接続し、当該端末装置で利用するコンテンツを記録する記録媒体装置の制御
方法であって、
　コンテンツを記録するコンテンツ記録ステップと、
　前記コンテンツそれぞれについてコンテンツ属性情報を記憶する属性情報記憶ステップ
と、
コンテンツ属性情報に通常のコンテンツと区別するためのコンテンツ判別情報が含まれる
特殊コンテンツについて、当該特殊コンテンツの利用が制限されるべき端末装置を示すリ
ボーク情報を記憶するリボーク情報記憶ステップと、
　前記端末装置から当該端末装置の識別情報を取得する識別情報取得ステップと、
　前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報を前記端末装置に出力するための利用
情報出力ステップと、
　前記特殊コンテンツが前記端末装置で利用される際に、前記リボーク情報を参照し、前
記端末装置の識別情報に基づき、前記端末装置が前記特殊コンテンツの利用を制限される
べき端末装置か否かを判定し、肯定的に判定したときには、前記特殊コンテンツを利用す
るために必要な情報を前記利用情報出力ステップが出力しないように制御する制御ステッ
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プとを備える
　ことを特徴とする記録媒体装置の制御方法。
【請求項１６】
　端末装置と接続し、当該端末装置で利用するコンテンツを記録する記録媒体装置の制御
プログラムであって、
　コンテンツを記録するコンテンツ記録ステップと、
　前記コンテンツそれぞれについてコンテンツ属性情報を記憶する属性情報記憶ステップ
と、
　コンテンツ属性情報に通常のコンテンツと区別するためのコンテンツ判別情報が含まれ
る特殊コンテンツについて、当該特殊コンテンツの利用が制限されるべき端末装置を示す
リボーク情報を記憶するリボーク情報記憶ステップと、
　前記端末装置から当該端末装置の識別情報を取得する識別情報取得ステップと、
　前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報を前記端末装置に出力するための利用
情報出力ステップと、
　前記特殊コンテンツが前記端末装置で利用される際に、前記リボーク情報を参照し、前
記端末装置の識別情報に基づき、前記端末装置が前記特殊コンテンツの利用を制限される
べき端末装置か否かを判定し、肯定的に判定したときには、前記特殊コンテンツを利用す
るために必要な情報を前記利用情報出力ステップが出力しないように制御する制御ステッ
プとを
前記記録媒体装置に実行させる
ことを特徴とする記録媒体装置の制御プログラム。
【請求項１７】
　端末装置と接続し、当該端末装置で利用するコンテンツを記録する記録媒体装置に実行
させる制御プログラムを記録した記録媒体であって、
　コンテンツを記録するコンテンツ記録ステップと、
　前記コンテンツそれぞれについてコンテンツ属性情報を記憶する属性情報記憶ステップ
と、
　コンテンツ属性情報に通常のコンテンツと区別するためのコンテンツ判別情報が含まれ
る特殊コンテンツについて、当該特殊コンテンツの利用が制限されるべき端末装置を示す
リボーク情報を記憶するリボーク情報記憶ステップと、
　前記端末装置から当該端末装置の識別情報を取得する識別情報取得ステップと、
　前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報を前記端末装置に出力するための利用
情報出力ステップと、
　前記特殊コンテンツが前記端末装置で利用される際に、前記リボーク情報を参照し、前
記端末装置の識別情報に基づき、前記端末装置が前記特殊コンテンツの利用を制限される
べき端末装置か否かを判定し、肯定的に判定したときには、前記特殊コンテンツを利用す
るために必要な情報を前記利用情報出力ステップが出力しないように制御する制御ステッ
プとを
　前記記録媒体装置に実行させる制御プログラムを記録した記録媒体。
【請求項１８】
　コンテンツを記録するための記録媒体装置と接続し、当該コンテンツを利用する端末装
置の制御方法であって、
　前記記録媒体装置へ当該端末装置を識別する識別情報を出力する識別情報出力ステップ
と、
　前記記録媒体装置からコンテンツに係るコンテンツ属性情報を取得する属性情報取得ス
テップと、
　前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コン
テンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別情報抽出ステップと、
　前記コンテンツ判別情報を前記記録媒体装置に出力する特定情報出力ステップと、
　前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
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用するために必要な情報を取得する利用情報取得ステップと、
　前記コンテンツを利用するために必要な情報を用いてコンテンツを利用する利用ステッ
プとを備える
　ことを特徴とする端末装置の制御方法。
【請求項１９】
コンテンツを記録するための記録媒体装置と接続し、当該コンテンツを利用する端末装置
の制御プログラムであって、
　前記記録媒体装置へ当該端末装置を識別する識別情報を出力する識別情報出力ステップ
と、
　前記記録媒体装置からコンテンツに係るコンテンツ属性情報を取得する属性情報取得ス
テップと、
　前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コン
テンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別情報抽出ステップと、
　前記コンテンツ判別情報を前記記録媒体装置に出力する特定情報出力ステップと、
　前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
用するために必要な情報を取得する利用情報取得ステップと、
　前記コンテンツを利用するために必要な情報を用いてコンテンツを利用する利用ステッ
プとを
　前記端末装置に実行させる
　ことを特徴とする端末装置の制御プログラム。
【請求項２０】
　コンテンツを記録するための記録媒体装置と接続し、当該コンテンツを利用する端末装
置の制御プログラムを記録した記録媒体であって、
　前記記録媒体装置へ当該端末装置を識別する識別情報を出力する識別情報出力ステップ
と、
　前記記録媒体装置からコンテンツに係るコンテンツ属性情報を取得する属性情報取得ス
テップと、
　前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コン
テンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別情報抽出ステップと、
　前記コンテンツ判別情報を前記記録媒体装置に出力する特定情報出力ステップと、
　前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
用するために必要な情報を取得する利用情報取得ステップと、
　前記コンテンツを利用するために必要な情報を用いてコンテンツを利用する利用ステッ
プとを
　前記端末装置に実行させる制御プログラムを記録した記録媒体
【請求項２１】
　端末装置に接続された記録媒体装置にコンテンツ利用に係る情報を配信する配信装置の
制御方法であって、
　前記コンテンツに係るコンテンツ属性情報を記憶する記憶ステップと、
　前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コン
テンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別情報抽出ステップと、
　前記コンテンツ判別情報を記録媒体装置に送信する判別情報送信ステップと、
　前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
用するために必要な情報を取得する利用情報取得ステップと、
　前記コンテンツの復号に用いる鍵を、前記コンテンツを利用するために必要な情報と、
前記コンテンツ属性情報とを用いて暗号化した暗号化鍵情報を生成する暗号化鍵情報生成
ステップと、
　前記暗号化鍵情報を記録媒体装置に送信する暗号化鍵情報送信ステップとを備える
　ことを特徴とする配信装置の制御方法。
【請求項２２】
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　端末装置に接続された記録媒体装置にコンテンツ利用に係る情報を配信する配信装置の
制御プログラムであって、
　前記コンテンツに係るコンテンツ属性情報を記憶する記憶ステップと、
　前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コン
テンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別情報抽出ステップと、
　前記コンテンツ判別情報を記録媒体装置に送信する判別情報送信ステップと、
　前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
用するために必要な情報を取得する利用情報取得ステップと、
　前記コンテンツの復号に用いる鍵を、前記コンテンツを利用するために必要な情報と、
前記コンテンツ属性情報とを用いて暗号化した暗号化鍵情報を生成する暗号化鍵情報生成
ステップと、
　前記暗号化鍵情報を記録媒体装置に送信する暗号化鍵情報送信ステップとを
　前記配信装置に実行させる
　ことを特徴とする配信装置の制御プログラム。
【請求項２３】
　　端末装置に接続された記録媒体装置にコンテンツ利用に係る情報を配信する配信装置
の制御プログラムを記録した記録媒体であって、
　前記コンテンツに係るコンテンツ属性情報を記憶する記憶ステップと、
　前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コン
テンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別情報抽出ステップと、
　前記コンテンツ判別情報を記録媒体装置に送信する判別情報送信ステップと、
　前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
用するために必要な情報を取得する利用情報取得ステップと、
　前記コンテンツの復号に用いる鍵を、前記コンテンツを利用するために必要な情報と、
前記コンテンツ属性情報とを用いて暗号化した暗号化鍵情報を生成する暗号化鍵情報生成
ステップと、
　前記暗号化鍵情報を記録媒体装置に送信する暗号化鍵情報送信ステップとを
　前記配信装置に実行させる制御プログラムを記録した記録媒体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツの管理システムに関し、特に端末装置におけるコンテンツの使用
を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映画、音楽、ゲーム、電子書籍などのデジタルコンテンツは、コンテンツに係るデータ
のコピーが容易であるため、不正にコピーされて使用されるおそれがある。このため、コ
ンテンツを不正にコピーされて使用（以下、「コンテンツの不正使用」という。）されな
いように著作権保護対策が必要である。
【０００３】
　コンテンツの著作権保護規格の一つにＡＡＣＳ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃ
ｏｎｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）がある。ＡＡＣＳは、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（
登録商標））で用いられている著作権保護規格である（非特許文献１参照）。
【０００４】
　ＡＡＣＳでは、鍵発行装置から端末装置へデバイス鍵が発行される。端末装置はこのデ
バイス鍵を用いて、暗号化されたコンテンツを復号するためのタイトル鍵を得る。また、
ＡＡＣＳでは、定期的に発行される、不正に漏洩した端末装置のデバイス鍵を無効なもの
と定めた情報を含むＭＫＢ（Ｍｅｄｉａ　Ｋｅｙ　Ｂｌｏｃｋ）に基づいて、端末装置の
デバイス鍵が無効であるか否かをチェックする。デバイス鍵が無効であると判断された端
末装置では、タイトル鍵が得られないように制御する。タイトル鍵を得られない端末装置
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では、暗号化されたコンテンツを復号できず、その結果コンテンツの再生が抑制される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ(Ａ
ＡＣＳ) Ｐｒｅｐａｒｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｏｏｋ　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ　０．９５
【非特許文献２】Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ(Ａ
ＡＣＳ) 　Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｒｙｐｔｏｇｒａｐｈｉ
ｃ　Ｅｌｅｍｅｎｔｓ　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ ０．９１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ＭＫＢに記載される不正に漏洩した端末装置のデバイス鍵を無効なもの
と定めた情報に基づいて不正な端末装置と判断された場合には、どのコンテンツを利用し
た場合にも、その端末装置での利用を無効にするものである。つまり、ＭＫＢに記載され
る不正に漏洩した端末装置のデバイス鍵を無効なものと定めた情報は、コンテンツ提供者
やコンテンツが異なっていても例外なく利用できなくするための情報である。
【０００７】
　そのため、コンテンツ提供者が、自ら発行したコンテンツに対して、柔軟に無効とする
端末装置の情報を設定することができないという課題を有していた。
【０００８】
　そこで、本発明は、係る問題に鑑みてなされたものであり、コンテンツ提供者が、自ら
発行したコンテンツに対して、柔軟に無効とする端末装置の情報を設定することを可能と
し、特に、通常のコンテンツと区別されたコンテンツと、通常のコンテンツとで、異なる
端末装置を無効対象の端末装置として、利用を抑止し得る記録媒体装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明に係る記録媒体装置は、端末装置と接続し、当該端
末装置で利用するコンテンツを記録する記録媒体装置であって、コンテンツを記録するコ
ンテンツ記録手段と、前記コンテンツそれぞれについてコンテンツ属性情報を記憶する属
性情報記憶手段と、コンテンツ属性情報に通常のコンテンツと区別するためのコンテンツ
判別情報が含まれる特殊コンテンツについて、当該特殊コンテンツの利用が制限されるべ
き端末装置を示すリボーク情報を記憶するリボーク情報記憶手段と、前記端末装置から当
該端末装置の識別情報を取得する識別情報取得手段と、前記特殊コンテンツを利用するた
めに必要な情報を前記端末装置に出力するための利用情報出力手段と、前記特殊コンテン
ツが前記端末装置で利用される際に、前記リボーク情報を参照し、前記端末装置の識別情
報に基づき、前記端末装置が前記特殊コンテンツの利用を制限されるべき端末装置か否か
を判定し、肯定的に判定したときには、前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報
を前記利用情報出力手段が出力しないように制御する制御手段とを備えることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１０】
　上述の構成を備える本発明に係る記録媒体装置によれば、コンテンツを利用する端末装
置が、当該コンテンツに係る属性情報に通常のコンテンツと区別するためのコンテンツ判
別情報が含まれている場合において利用が制限されるべき端末装置と判定されると、当該
コンテンツを利用するために用いる情報を接続されている端末装置へ出力しないので、通
常のコンテンツと区別されるコンテンツの不正使用を抑制し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】



(8) JP 5981923 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

【図１】コンテンツ配信システム１の構成図
【図２】鍵発行装置２００の機能ブロック図
【図３】鍵発行装置２００が生成する証明書のデータ構成を示す図
【図４】鍵発行装置２００が生成するリボーク情報１２００のデータ構成を示す図
【図５】鍵発行装置２００における鍵発行処理のフローチャート
【図６】コンテンツ制作装置１００の機能ブロック図
【図７】ＵＲ（ＵｓａｇｅＲｕｌｅ）のデータ構造を示す図
【図８】コンテンツ制作装置１００におけるコンテンツ制作処理のフローチャート
【図９】コンテンツ配信装置３００の機能ブロック図
【図１０】コンテンツ識別情報１３００のデータ構造を示す図
【図１１】コンテンツ配信装置３００におけるコンテンツ配信処理のフローチャート
【図１２】鍵配信装置４００の機能ブロック図
【図１３】コンテンツ署名のデータ構造を示す図
【図１４】処理済みＵＲのデータ構造を示す図
【図１５】実施の形態に係る相互認証の手順例を説明するためのブロック図
【図１６】実施の形態に係る相互認証の手順例を説明するためのシーケンス図
【図１７】鍵配信装置４００における鍵配信処理のフローチャート
【図１８】端末装置５００の受信及び書込み処理の際の主要部の機能構成を示すブロック
図
【図１９】端末装置５００の再生処理時の際の主要部の機能構成を示すブロック図
【図２０】端末装置５００によるコンテンツ記録処理の動作を示すフローチャート
【図２１】端末装置５００によるコンテンツ再生処理の動作を示すフローチャートである
【図２２】記録媒体装置６００の主要部の機能構成を示すブロック図
【図２３】記録媒体装置６００によるコンテンツ記録処理の動作を示すフローチャート
【図２４】記録媒体装置６００によるコンテンツ再生処理の動作を示すフローチャート
【図２５】署名装置７００の主要部の機能構成を示すブロック図である。
【図２６】署名装置７００によるコンテンツ署名生成処理の動作を示すフローチャート
【図２７】鍵配信装置４００ｂの主要部の機能構成を示すブロック図
【図２８】鍵配信装置４００ｂにおける鍵配信処理のフローチャート
【図２９】端末装置５００ｂの受信及び書込み処理の際の主要部の機能構成を示すブロッ
ク図
【図３０】端末装置５００ｂによるコンテンツ記録処理の動作を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１２】
＜１．実施の形態１＞
　ここでは、本発明の一態様であるコンテンツ配信システム１について説明する。
＜１－１．概要＞
　ＡＡＣＳの仕様では、漏洩したデバイス鍵を持つ端末装置のベンダーに新たなデバイス
鍵に修正するための準備・開発期間（最大９０日）を認めており、漏洩したデバイス鍵を
リボークしたＭＫＢの発行までに相当の期間（４～６か月）を要している。このため、新
たにＭＫＢが発行されるまでの間のコンテンツの不正使用を抑止することができない。
【００１３】
　ところで、コンテンツ提供者が提供するコンテンツにはアーリーウィンドウコンテンツ
と呼ばれるコンテンツがある。アーリーウィンドウコンテンツとは、映画等の配給におい
て、劇場公開終了後、ＤＶＤなどの媒体で流通が開始されるまで（例えば、３か月ぐらい
）の短い期間のコンテンツで、入手方法が限定されているため、コンテンツ提供者にとっ
て商業的価値の高いコンテンツを意味する。ＭＫＢの発行まで４～６か月かかる現状の仕
組みでは、このようなコンテンツに対しては、有効にコンテンツの不正使用を抑止できる
とはいえない。このような商業的価値の高いコンテンツが不正に使用されると損害は大き
いので、コンテンツの提供者にとっては、このような商業的価値の高いコンテンツの不正
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使用の状況に対して迅速に対応でき、コンテンツの不正使用を抑制することが望まれる。
【００１４】
　そこで、本願発明者は、研究を重ね、アーリーウィンドウコンテンツのような通常のコ
ンテンツより商業的価値の高いコンテンツの不正使用の状況に対してコンテンツ提供者が
迅速に対応して、端末装置でのコンテンツの不正使用を抑制し得るコンテンツ配信システ
ムを得た。
【００１５】
　図１は、コンテンツ配信システム１の全体構成の概略を示すブロック図である。
【００１６】
　コンテンツ配信システム１は、コンテンツ制作装置１００、鍵発行装置２００、コンテ
ンツ配信装置３００、鍵配信装置４００、端末装置５００、記録媒体装置６００、及び署
名装置７００を含む構成である。各装置の詳細については後述する。
【００１７】
　記録媒体装置６００は、不正な端末装置であるか否かの判断のために用いる、不正な端
末装置を示す情報を記載したリボーク情報を記憶する。従来、このリボーク情報は、どの
コンテンツを利用した場合にも、その利用を無効にするためのリボーク情報であった。本
実施の形態では、従来のリボーク情報に、コンテンツのコンテンツ属性情報に、通常のコ
ンテンツと区別するための情報（例えば、特定のコンテン提供者ＩＤ）が含まれる場合に
のみコンテンツの利用を無効にした端末装置を示すリボーク情報を追加して記録する。な
お、この追加のリボーク情報は、コンテンツ提供者が設定する。ここで、本実施の形態に
おけるコンテンツの利用とは、コンテンツの端末装置５００での再生及び記録媒体装置６
００への記録を意味する。
【００１８】
　鍵配信装置４００は、記録媒体装置６００にコンテンツが配信される際には、コンテン
ツのタイトル鍵を暗号化する際に、通常のコンテンツと区別するための情報（例えば、コ
ンテンツ提供者ＩＤ）と、記録媒体装置を識別する識別情報（例えば記録媒体装置ＩＤ）
とに関連付けて生成した暗号化特有情報を用いて、暗号化鍵情報を生成し、記録媒体装置
６００に送信する。
【００１９】
　記録媒体装置６００は、端末装置５００が記録媒体装置６００に記録されたコンテンツ
を再生する際には、リボーク情報を参照して、コンテンツに係る属性情報に通常のコンテ
ンツと区別するための情報（例えば、特定のコンテンツ提供者ＩＤ）が含まれる場合に、
そのコンテンツの再生を制限されるべき端末装置であるか否かを判定し、リボーク対象の
端末装置でないと判定された場合、コンテンツに係る属性情報に含まれる通常のコンテン
ツと区別するための情報と記録媒体装置を識別する識別情報とに基づいて暗号化特有情報
を生成し、端末装置５００に出力する。一方、リボーク対象の端末装置であると判定され
た場合は、記録媒体装置６００は、暗号化特有情報を端末装置５００に出力しない。この
暗号化特有情報がなければ、暗号化鍵情報を復号してタイトル鍵を得ることができないの
で、端末装置５００は、コンテンツを復号して再生することができない。
【００２０】
　以下、コンテンツ配信システム１に含まれるコンテンツ制作装置１００、鍵発行装置２
００、コンテンツ配信装置３００、鍵配信装置４００、端末装置５００、記録媒体装置６
００、及び署名装置７００について説明する。
＜１－２．全体構成＞
　鍵発行装置２００は、コンテンツ配信システム１のセキュリティの基盤となる正当な機
関が保有する装置である。鍵発行装置２００は、コンテンツ配信システム１を構成する各
装置に対して、正当な秘密鍵や公開鍵証明書を生成し、発行する。
【００２１】
　コンテンツ制作装置１００は、コンテンツと当該コンテンツの利用条件等を記したＵｓ
ａｇｅＲｕｌｅ（以下、「ＵＲ」と記載する。）とを生成する。そして、平文コンテンツ
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を、コンテンツ配信装置３００へ送信し、ＵＲを、鍵配信装置４００へ送信する。
【００２２】
　端末装置５００は、一例として、ユーザーの自宅に設置されたＰＣである。端末装置５
００は、インターネットなどのネットワークを介して、コンテンツ配信装置３００と鍵配
信装置４００とに接続可能である。
【００２３】
　端末装置５００は、一例として、ＤＶＤやＢＤといった光ディスク等の記録媒体を再生
可能なＤＶＤ／ＢＤプレーヤであり、ネットワーク接続が可能であり、コンテンツを視聴
するユーザーの自宅等に設置される。また、記録媒体装置６００は、例えばＳＤカード等
のメモリカードであり、端末装置５００のカードスロットに装着されて使用される。
【００２４】
　端末装置５００は、ネットワークを介して、コンテンツ配信装置３００から暗号化コン
テンツを受信し、装着されている記録媒体装置６００に受信した暗号化コンテンツを書き
込む。また、端末装置５００は、ネットワークを介して、鍵配信装置４００からタイトル
鍵を受信し、記録媒体装置６００に書き込む。
【００２５】
　このとき、タイトル鍵は、鍵配信装置４００と記録媒体装置６００とが行う相互認証の
結果確立されたセキュアな通信路（セッション）を介して送受信される。
【００２６】
　そのため、記録媒体装置６００は、タイトル鍵の内容を端末装置５００に知られること
なく、タイトル鍵を鍵配信装置４００から取得することができる。
【００２７】
　更に、鍵配信装置４００は、署名装置７００にコンテンツ識別情報１３００を送信し、
署名装置７００の秘密鍵を用いて生成したコンテンツ署名を受信する。このコンテンツ署
名も、端末装置５００に送信され、記録媒体装置６００に記録される。コンテンツ署名は
、コンテンツの正当性の検証に用いられる。
【００２８】
　以下、各装置の詳細な構成及び各処理の動作について説明する。
＜１－３．鍵発行装置２００の構成＞
　鍵発行装置２００は、コンテンツ配信システム１を構成する各装置に対して、正当な秘
密鍵や公開鍵証明書を生成し、発行する鍵発行処理を行う。ここで、発行とは、各端末装
置への秘密鍵や公開鍵証明書の送信、及び各装置に秘密鍵や公開鍵証明書を設定するため
に他の記録媒体（例えばＳＤカード）に出力することを意味する。
【００２９】
　図２は、鍵発行装置２００の機能的な構成を示すブロック図である。
【００３０】
　図２に示すように、鍵発行装置２００は、ルート鍵ペア生成部２１０、ルート鍵ペア格
納部２１１、鍵ペア生成部２１２、証明書生成部２１３、秘密鍵・証明書格納部２１４、
入力部２１５、リボークデータ格納部２１６、ＭＳＧ格納部２１７、署名部２１８、リボ
ーク情報生成部２１９、リボーク情報格納部２２０、及び通信部２２１を含む構成である
。
【００３１】
　なお、鍵発行装置２００は、ＣＰＵ、メモリ、二次記憶ユニット（例えば、ハードディ
スク）、ネットワーク接続ユニット、キーボードなどから構成されるコンピュータシステ
ムである。ここで、ルート鍵ペア格納部２１１、秘密鍵・証明書格納部２１４、リボーク
データ格納部２１６、リボーク情報格納部２２０、及びＭＳＧ格納部２１７は、それぞれ
、二次記憶ユニット（例えば、ハードディスク）により構成されている。
【００３２】
　鍵ペア生成部２１２、証明書生成部２１３、署名部２１８及びリボーク情報生成部２１
９は、それぞれ、メモリに記憶されているコンピュータプログラムがＣＰＵで実行される
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ことによりその機能が実現される。また、通信部２２１は、ネットワーク接続ユニットに
より構成されている。更に、入力部２１５は、キーボードから構成されている。
【００３３】
　以下、各機能構成について説明する。
（１）ルート鍵ペア生成部２１０及び鍵ペア生成部２１２
　ルート鍵ペア生成部２１０は、コンテンツ配信システム１におけるセキュリティの根幹
となる鍵発行装置２００のルート鍵ペアを生成する。ルート鍵ペアは、ルート公開鍵及び
ルート秘密鍵から成る。
【００３４】
　ルート鍵ペア生成部２１０は、以下に示す鍵生成方法により、各装置に割り当てるべき
秘密鍵及び公開鍵を生成する。
【００３５】
　鍵生成方法の一例は、以下の通りである。
【００３６】
　一例として、楕円曲線暗号による公開鍵暗号化方式を用いる場合に、ルート鍵ペア生成
部２１０は、乱数ｘを生成し、生成した乱数ｘを秘密鍵とする。次に、ルート鍵ペア生成
部２１０は、Ｙ＝ｘ＊Ｐを算出し、Ｙを公開鍵とする。ここで、Ｐは、楕円曲線上の点で
あり、「＊」は、楕円曲線上における乗算を示す。
【００３７】
　ルート鍵ペア生成部２１０は、上記の鍵生成方法により、鍵発行装置２００に割り当て
るべきルート秘密鍵及びルート公開鍵を生成する。次に、ルート鍵ペア生成部２１０は、
ルート秘密鍵及びルート公開鍵をルート鍵ペア格納部２１１へ書き込む。
【００３８】
　また、鍵ペア生成部２１２は、鍵発行装置２００に割り当てるべきルート秘密鍵及びル
ート公開鍵と同様の方法で、コンテンツ配信装置３００に割り当てるべきコンテンツ配信
装置秘密鍵及びコンテンツ配信装置公開鍵、鍵配信装置４００に割り当てるべき鍵配信装
置秘密鍵及び鍵配信装置公開鍵、端末装置５００に割り当てるべき端末装置秘密鍵及び端
末装置公開鍵、並びに記録媒体装置６００に割り当てるべき記録媒体装置秘密鍵及び記録
媒体装置公開鍵を生成する。
【００３９】
　次に、鍵ペア生成部２１２は、コンテンツ配信装置秘密鍵、鍵配信装置秘密鍵、端末装
置秘密鍵、記録媒体装置秘密鍵、及び署名装置秘密鍵を、それぞれ、秘密鍵・証明書格納
部２１４へ書き込む。
【００４０】
　また、鍵ペア生成部２１２は、コンテンツ配信装置公開鍵、鍵配信装置公開鍵、端末装
置公開鍵、記録媒体装置公開鍵及び署名装置公開鍵を、それぞれ、証明書生成部２１３に
対して出力する。
（２）証明書生成部２１３、署名部２１８
　証明書生成部２１３は、コンテンツ配信装置３００、鍵配信装置４００、端末装置５０
０記録媒体装置６００及び署名装置７００に埋め込まれる公開鍵証明書を生成する。
【００４１】
　図３は、証明書生成部２１３により生成された公開鍵証明書の一例を示す図である。
【００４２】
　図３（ａ）は、コンテンツ配信装置３００に配布するコンテンツ配信装置証明書１０１
０である。コンテンツ配信装置証明書１０１０は、コンテンツ配信装置ＩＤとコンテンツ
配信装置公開鍵と署名とから成る。コンテンツ配信装置証明書１０１０は、鍵ペア生成部
２１２が生成したコンテンツ配信装置公開鍵にコンテンツ配信装置３００の識別子である
コンテンツ配信装置ＩＤを付加したデータを署名対象データとする。
そして、コンテンツ配信装置ＩＤ、コンテンツ配信装置公開鍵及び署名部２１８が生成し
たコンテンツ配信装置３００に対する署名から成るコンテンツ配信装置証明書１０１０を
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生成する。
【００４３】
　署名部２１８は、ルート秘密鍵を署名生成鍵として用い、署名対象データに署名生成ア
ルゴリズムを施すことにより署名を生成する。署名生成アルゴリズムは、公開鍵暗号方式
をベースとする署名生成アルゴリズムである。ここで、公開鍵暗号方式において用いられ
る暗号技術の一例は、楕円曲線暗号であり、署名生成アルゴリズムは、例えば、ＥＣ－Ｄ
ＳＡ（Ｅｌｌｉｐｔｉｃ Ｃｕｒｖｅ－Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ Ａｌｇｏｒ
ｉｔｈｍ）である。
【００４４】
　図３（ｂ）は、鍵配信装置４００に配布する鍵配信装置証明書１０２０である。
【００４５】
　図３（ｃ）は、端末装置５００に配布する端末装置証明書１０３０である。
【００４６】
　図３（ｄ）は、記録媒体装置６００に配布する記録媒体装置証明書１０４０である。
【００４７】
　図３（ｅ）は、署名装置７００に配布する署名装置証明書１０５０である。
【００４８】
　これらの公開鍵証明書も、コンテンツ配信装置証明書１０１０と同様に生成される。
（３）ルート鍵ペア格納部２１１、秘密鍵・証明書格納部２１４、リボークデータ格納部
２１６、リボーク情報格納部２２０、ＭＳＧ格納部２１７
　ルート鍵ペア格納部２１１は、ルート鍵ペア生成部２１０が生成したルート鍵ペアを記
憶するための領域を備えている。
【００４９】
　秘密鍵・証明書格納部２１４は、コンテンツ配信装置秘密鍵、コンテンツ配信装置証明
書１０１０、鍵配信装置秘密鍵、鍵配信装置証明書１０２０、端末装置秘密鍵、端末装置
証明書１０３０、記録媒体装置秘密鍵、記録媒体装置証明書１０４０、署名装置秘密鍵及
び署名装置証明書１０５０を記憶するための領域を備えている。
【００５０】
　リボークデータ格納部２１６は、後述する入力部２１５で入力されたリボークデータを
記憶するための領域を備えている。なお、リボークデータとは、コンテンツ提供者が入力
部２１５で入力した不正な装置として無効にした装置ＩＤである。
【００５１】
　リボーク情報格納部２２０は、リボークデータを元に、リボーク情報生成部２１９で生
成したリボーク情報１２００を記憶するための領域を備えている。
【００５２】
　ＭＳＧ格納部２１７は、端末装置がリボークされた場合にユーザーに提示するためのメ
ッセージ（以下、「ＭＳＧ」と称することもある。）を記憶するための領域を備えている
。
ＭＳＧ格納部２１７は、入力部が受け付けた告知メッセージ情報を格納する。告知メッセ
ージ情報は、例えば、「映画会社Ａが、該当端末装置を不正な端末装置と判定したため、
コンテンツの利用が許可されませんでした。」といったテキスト情報である。
（４）入力部２１５
　入力部２１５は、コンテンツ提供者の操作により、リボークされた端末装置を識別する
端末装置ＩＤ、リボークされた記録媒体装置を識別する記録媒体装置ＩＤ、及びリボーク
された署名装置ＩＤの入力を受け付け、受け付けた端末装置ＩＤ、記録媒体装置ＩＤ、及
び署名装置ＩＤをリボークデータ格納部２１６に格納する。
【００５３】
　また、入力部２１５は、コンテンツ提供者の操作により、端末装置がリボーク対象であ
る場合に、端末装置のユーザーにその旨告知するための告知メッセージ情報の入力を受け
付け、受け付けた告知メッセージをＭＳＧ格納部２１７に格納する。
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（５）リボーク情報生成部２１９
　リボーク情報生成部２１９は、リボークデータ格納部２１６からリボークデータを読み
出す。次に、読み出したリボークデータを署名部２１８に対して出力し、署名データを生
成するように指示する。
【００５４】
　また、リボーク情報生成部２１９は、署名部２１８から署名データを受け取る。
【００５５】
　また、リボーク情報生成部２１９は、図４に示すように、リボークデータ及び署名デー
タを含むリボーク情報１２００を生成し、生成したリボーク情報１２００をリボーク情報
格納部２２０へ書き込む。
【００５６】
　図４はリボーク情報の構成を示した図である。
【００５７】
　リボーク情報１２００は、どのコンテンツを利用しようとした場合にもリボークする端
末装置ＩＤを記述した領域と、特定のオーナーＩＤのコンテンツを利用とした場合にリボ
ークする装置ＩＤを記述した領域と、署名領域とを有する構造である。リボークされる装
置の情報は、装置ＩＤ領域とリボーク日時領域のペアで記述され、図４の例では、装置Ｉ
Ｄ領域１２１１とリボーク日時領域１２１２とがペアを成し、装置ＩＤ領域１２２１とリ
ボーク日時領域１２２２がペアを成す。装置ＩＤ領域１２１１に記述されている署名装置
０ｘ２０１及び装置ＩＤ領域１２２１に記載されている端末装置０ｘ３０１は、どのコン
テンツを利用しようとした場合にも、リボークされる装置である。オーナーＩＤ１２２３
から署名領域１２５０の前までの領域に記述されるのは、オーナーＩＤ１２２３で記述さ
れるオーナーＩＤに該当するコンテンツを利用しようとした場合にのみリボークする装置
の情報である。図４の例では端末装置ＩＤが０ｘ２０５の値である端末装置は、コンテン
ツの属性情報にオーナーＩＤが０ｘ８００１を示す情報が含まれるコンテンツを利用しよ
うとした場合にリボーク対象の端末装置と判断される。なお、オーナーＩＤ１２２３で記
述されるオーナーＩＤに該当するコンテンツを利用しようとした場合にのみリボークする
端末装置の情報は、そのオーナーＩＤで示されるコンテンツ提供者が入力部２１５から情
報を入力して、リボークすべき端末装置の情報を追加することができる。
【００５８】
　リボーク日時領域１２１２、１２２２、１２３２の情報は、装置ＩＤ領域に記述される
装置の装置証明書に含まれる署名日時と比較して、リボーク日時領域に記述された日時以
降に署名された装置についてリボークするための判断に用いられる。
【００５９】
　なお、オーナーとはコンテンツに対しての権利（例えば、所有権、販売権、著作権、肖
像権、又は頒布権等）を有する者（例えば、映画スタジオや放送会社等）を意味する。
（６）通信部２２１
　通信部２２１は、ルート鍵ペア格納部２１１からルート公開鍵を読み出す。次に、読み
出したルート公開鍵を、ネットワークを介して、鍵配信装置４００、端末装置５００及び
記録媒体装置６００に送信する。
【００６０】
　また、通信部２２１は、秘密鍵・証明書格納部２１４から、コンテンツ配信装置秘密鍵
及びコンテンツ配信装置証明書１０１０のペアを読み出す。次に、読み出したコンテンツ
配信装置秘密鍵及びコンテンツ配信装置証明書１０１０のペアを、ネットワークを介して
、コンテンツ配信装置３００に対して送信する。
【００６１】
　また、通信部２２１は、秘密鍵・証明書格納部２１４から、鍵配信装置秘密鍵及び鍵配
信装置証明書１０２０のペアを読み出す。次に、読み出した鍵配信装置秘密鍵及び鍵配信
装置証明書１０２０のペアを、ネットワークを介して、鍵配信装置４００に対して送信す
る。
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【００６２】
　また、通信部２２１は、秘密鍵・証明書格納部２１４から、端末装置秘密鍵及び端末装
置証明書１０３０のペアを読み出す。次に、読み出した端末装置秘密鍵及び端末装置証明
書１０３０のペアを、図示していない端末装置製造者の有する製造者装置を介して、端末
装置５００に対して出力する。
【００６３】
　また、通信部２２１は、秘密鍵・証明書格納部２１４から、記録媒体装置秘密鍵及び記
録媒体装置証明書１０４０のペアを読み出す。次に、読み出した記録媒体装置秘密鍵及び
記録媒体装置証明書１０４０のペアを、図示していない記録媒体装置製造者の有する製造
者装置を介して、記録媒体装置６００に対して出力する。
【００６４】
　また、通信部２２１は、秘密鍵・証明書格納部２１４から、署名装置秘密鍵及び署名装
置証明書１０５０のペアを読み出す。次に、読み出した署名装置秘密鍵及び署名装置証明
書１０５０のペアを、ネットワークを介して、署名装置７００に対して送信する。
【００６５】
　また、通信部２２１は、リボーク情報格納部２２０から、リボーク情報１２００を読み
出す。次に、読み出したリボーク情報１２００を、ネットワークを介して、鍵配信装置４
００に送信する。
【００６６】
　また、通信部２２１は、ＭＳＧ格納部からユーザーに告知するための告知メッセージ情
報を読み出す。次に、読み出した告知メッセージ情報を、ネットワークを介して、鍵配信
装置４００に送信する。
＜１－４．鍵発行処理の動作＞
　次に、鍵発行装置２００の鍵発行処理について説明する。
【００６７】
　図５は、鍵発行装置２００による鍵発行処理の動作を示すフローチャートである。
【００６８】
　鍵発行装置２００は、ルート公開鍵及びルート秘密鍵から成るルート鍵ペアを生成し（
ステップＳ０１）、ルート鍵ペア格納部２１１に格納する。そして、通信部２２１は、ル
ート公開鍵要求に応じて、コンテンツ配信装置３００、鍵配信装置４００、端末装置５０
０、記録媒体装置６００、及び署名装置７００へ、ルート公開鍵を送信する（ステップＳ
０２）。
【００６９】
　鍵ペア生成部２１２は、コンテンツ配信装置３００の鍵ペアを生成する（ステップＳ０
３）。証明書生成部２１３、コンテンツ配信装置証明書１０１０を生成する（ステップＳ
０４）。通信部２２１は、コンテンツ配信装置秘密鍵とコンテンツ配信装置証明書１０１
０とを、コンテンツ配信装置３００へ送信する（ステップＳ０５）。
【００７０】
　鍵ペア生成部２１２は、鍵配信装置４００の鍵ペアを生成する（ステップＳ０６）。証
明書生成部２１３は、鍵配信装置証明書１０２０を生成する（ステップＳ０７）。通信部
２２１は、鍵配信装置秘密鍵と鍵配信装置証明書１０２０とを、鍵配信装置４００へ送信
する（ステップＳ０８）。
【００７１】
　鍵ペア生成部２１２は、署名装置７００の鍵ペアを生成する（ステップＳ０９）。証明
書生成部２１３は、署名装置証明書１０５０を生成する（ステップＳ１０）。通信部２２
１は、署名装置秘密鍵と署名装置証明書１０５０とを、署名装置７００へ送信する（ステ
ップＳ１１）。
【００７２】
　鍵ペア生成部２１２は、端末装置５００の鍵ペアを生成する（ステップＳ１２）。証明
書生成部２１３は、端末装置証明書１０３０を生成する（ステップＳ１３）。通信部２２
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１は、端末装置秘密鍵と端末装置証明書１０３０とを、端末装置５００へ送信する（ステ
ップＳ１４）。
【００７３】
　鍵ペア生成部２１２は、記録媒体装置６００の鍵ペアを生成する（ステップＳ１５）。
証明書生成部２１３は、記録媒体装置証明書１０４０を生成する（ステップＳ１６）。通
信部２２１は、記録媒体装置秘密鍵と記録媒体装置証明書１０４０とを、記録媒体装置６
００へ送信する（ステップＳ１７）。
【００７４】
　リボーク情報生成部２１９は、リボーク情報１２００を生成する（ステップＳ１８）。
通信部２２１は、リボーク情報１２００を鍵配信装置４００及び署名装置７００へ送信す
る（ステップＳ１９）。
＜１－５．コンテンツ制作装置１００の構成＞
　図６は、コンテンツ制作装置１００の機能的な構成を示すブロック図である。
【００７５】
　図６に示すように、コンテンツ制作装置１００は、　素材格納部１２０、編集部１２１
、コンテンツ格納部１４１、コンテンツ登録部１６０、ＵＲ入力部１７０、ＵＲ格納部１
７１、及びＵＲ登録部１８０を含む構成である。
【００７６】
　なお、コンテンツ制作装置１００は、ＣＰＵ、メモリ、二次記憶ユニット（例えば、ハ
ードディスク）、ネットワーク接続ユニット、キーボード、マウスなどから構成されるコ
ンピュータシステムである。ここで、素材格納部１２０、コンテンツ格納部１４１、ＵＲ
格納部１７１は、それぞれ、二次記憶ユニット（例えば、ハードディスク）により構成さ
れている。また、コンテンツ登録部１６０、ＵＲ登録部１８０、ネットワーク接続ユニッ
トにより構成されている。また、ＵＲ入力部はキーボード、マウスなどの入力デバイスを
備える。
【００７７】
　以下、各機能構成について説明する。
（１）素材格納部１２０、コンテンツ格納部１４１、及びＵＲ格納部１７１
　素材格納部１２０は、映画などのビデオ及びオーディオ等の１個又は複数個の素材を記
憶している。各素材は、映像及び音声がデジタル化され、符号化され、圧縮されたもので
ある。ビデオ及びオーディオの制作については、本発明の主題に関係がないので、説明を
省略する。
【００７８】
　コンテンツ格納部１４１は、編集部１２１で編集されたコンテンツを記憶するための領
域を備えている。
【００７９】
　ＵＲ格納部１７１は、ＵＲ入力部１７０が受け付けたＵＲを記憶するための領域を備え
ている。ＵＲについては後述する。
（２）編集部１２１
　編集部１２１は、コンテンツ製作者の操作により、素材格納部１２０に記憶されている
素材を読み出し、読み出した素材を編集して平文コンテンツを生成する。生成した平文コ
ンテンツをコンテンツ格納部１４１へ出力する。
（３）ＵＲ入力部１７０
　ＵＲ入力部１７０は、コンテンツ制作者により入力デバイスが操作されることにより、
コンテンツの再生可能回数や移動の可否など、コンテンツの利用に係る条件であるＵＲの
入力を受け付ける。
【００８０】
　図７にＵＲのデータ構造を示す。
【００８１】
　ＵＲは出力制御情報領域１４２１とその他情報領域１４２２を有する。出力制御情報領
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域１４２１には、視聴可能期間、視聴開始日時、視聴終了日時といった視聴・再生に関連
する制御情報が記載される。その他情報領域１４２２には、視聴・再生に関する制御情報
以外の情報が記載される。例えば、コンテンツが記録されているサーバのＵＲＬ、制作者
、もしくは、著作権者の名前、住所の情報等である。
（４）コンテンツ登録部１６０、ＵＲ登録部１８０
　コンテンツ登録部１６０は、コンテンツ格納部１４１に格納されているコンテンツを、
コンテンツ配信装置３００に登録する。
【００８２】
　ＵＲ登録部１８０は、ＵＲ格納部１７１に格納されているＵＲを、鍵配信装置４００に
登録する。
＜１－６．コンテンツ制作処理の動作＞
　編集部１２１は、素材格納部１２０が格納している素材データを組み合わせて、映画な
どのコンテンツを生成する（ステップＳ３０）。
【００８３】
　編集部１２１は生成したコンテンツをコンテンツ格納部１４１に格納する（ステップＳ
３１）。
【００８４】
　続いて、ＵＲ入力部１７０が、コンテンツ制作者からＵＲの入力を受け付ける（ステッ
プＳ３２）。入力されたＵＲは、ＵＲ格納部１７１に格納される。
【００８５】
　コンテンツ登録部１６０は、コンテンツ格納部に格納されたコンテンツをコンテンツ配
信装置３００に送信する（ステップＳ３３）。
【００８６】
　ＵＲ登録部は、ＵＲ格納部に格納されたＵＲを、鍵配信装置４００に送信する（ステッ
プＳ３４）。
＜１－７．コンテンツ配信装置３００の構成＞
　コンテンツ配信装置３００は、コンテンツ制作装置１００からコンテンツを受信して格
納する。また、コンテンツ配信装置３００は、コンテンツ制作装置１００から受信したコ
ンテンツを暗号化するコンテンツ暗号化処理を行う。更に、ネットワークを介して接続さ
れた端末装置５００へコンテンツを配信するコンテンツ配信処理を行う。
【００８７】
　図９は、コンテンツ配信装置３００の機能的な構成を示すブロック図である。
【００８８】
　図９に示すように、コンテンツ配信装置３００は、コンテンツ受信部３１０、コンテン
ツ格納部３２０、配信依頼受信部３３０、タイトル鍵生成部３３１、暗号部３３２、コン
テンツ配信部３３３、コンテンツ識別情報生成部３４０、及びタイトル鍵・コンテンツ識
別情報送信部３４１を含む構成である。
【００８９】
　なお、コンテンツ配信装置３００は、ＣＰＵ、メモリ、二次記憶ユニット（例えば、ハ
ードディスク）、ネットワーク接続ユニットなどから構成されるコンピュータシステムで
ある。ここで、コンテンツ格納部３２０は、二次記憶ユニット（例えば、ハードディスク
）により構成されている。
【００９０】
　タイトル鍵生成部３３１、暗号部３３２、コンテンツ識別情報生成部３４０は、それぞ
れ、メモリに記憶されているコンピュータプログラムがＣＰＵで実行されることによりそ
の機能が実現される。また、コンテンツ受信部３１０、配信依頼受信部３３０、コンテン
ツ配信部３３３、タイトル鍵・コンテンツ識別情報送信部３４１は、ネットワーク接続ユ
ニットにより構成されている。
【００９１】
　以下、各機能構成について説明する。
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（１）コンテンツ受信部３１０、コンテンツ配信部３３３、配信依頼受信部３３０、タイ
トル鍵・コンテンツ識別情報送信部３４１
　コンテンツ受信部３１０は、コンテンツ制作装置１００からコンテンツを受信し、受信
したコンテンツをコンテンツ格納部３２０に書き込む。
【００９２】
　配信依頼受信部３３０は、端末装置５００からコンテンツの配信依頼データを受信する
と、コンテンツ配信部３３３に対し、コンテンツの配信を指示する。配信依頼データは、
例えば、コンテンツ著作権者ＩＤとコンテンツのタイトル名とを含むデータである。
【００９３】
　コンテンツ配信部３３３は、配信依頼受信部３３０が配信依頼を受け取ると、対応する
コンテンツをコンテンツ格納部３２０からコンテンツのタイトル名を基に検索し、該当す
るコンテンツを暗号部３３２で暗号化したコンテンツを端末装置５００に配信する。
【００９４】
　タイトル鍵・コンテンツ識別情報送信部３４１は、タイトル鍵生成部３３１が生成した
配信依頼のコンテンツのタイトル鍵と、コンテンツ識別情報生成部３４０が生成したコン
テンツ識別情報１３００を鍵配信装置４００に配信する。なお、コンテンツ識別情報１３
００については後述する。
（２）コンテンツ格納部３２０
　コンテンツ格納部３２０は、コンテンツ受信部３１０が受信したコンテンツを格納する
ための領域を備えている。配信依頼受信部３３０が端末装置５００からコンテンツの配信
依頼を受信したら、該当するコンテンツを暗号部３３２に出力する。
（３）タイトル鍵生成部３３１
　タイトル鍵生成部３３１は、１２８ビットの乱数を生成し、生成した乱数をタイトル鍵
とする。タイトル鍵生成部３３１は、生成したタイトル鍵を暗号部３３２と、タイトル鍵
・コンテンツ識別情報送信部３４１とに出力する。
（４）暗号部３３２
　暗号部３３２は、コンテンツ格納部から平文コンテンツを受け取る。また、タイトル鍵
生成部３３１からタイトル鍵を受け取る。
【００９５】
　次に、暗号部３３２は、暗号化アルゴリズムにより、タイトル鍵を用いて、平文コンテ
ンツを暗号化して、暗号化されたコンテンツを生成する。以下では、特に注釈がない限り
、タイトル鍵で暗号化された状態のコンテンツを、単に「コンテンツ」と記載する。
【００９６】
　ここで、暗号化アルゴリズムは、秘密鍵暗号方式による暗号化アルゴリズムである。暗
号化アルゴリズムは、一例として、ＡＥＳ (Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ Ｓ
ｔａｎｄａｒｄ) によるものである。
【００９７】
　次に、暗号部３３２は、コンテンツをコンテンツ配信部３３３に出力する。
（５）コンテンツ識別情報生成部３４０
　コンテンツ識別情報生成部３４０は、暗号部３３２で暗号化されたコンテンツから、当
該コンテンツを一意に識別するコンテンツ識別情報１３００を生成する。コンテンツ識別
情報１３００は、一例として以下のように生成される。
【００９８】
　コンテンツ識別情報生成部３４０は、図１０で示すように、暗号部３３２で暗号化され
たコンテンツのデータを複数の部分に分けた部分コンテンツを生成する。図１０では５個
の部分に分割した例を示す。コンテンツ識別情報生成部３４０は、各部分コンテンツ１３
２１～１３２５それぞれについて一方向関数を用いた演算を行う。具体的には、ハッシュ
関数を用いたハッシュ演算を行い部分コンテンツ１３２１～１３２５それぞれのハッシュ
値１３４１～１３４５を演算する。ハッシュ値１３４１～１３４５をコンテンツ識別情報
１３００の要素１３０１～１３０５にそれぞれ格納した情報をコンテンツ識別情報１３０
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０とする。
【００９９】
　次に、コンテンツ識別情報生成部３４０は、生成したコンテンツ識別情報１３００をタ
イトル鍵・コンテンツ識別情報送信部に出力する。
＜１－８．コンテンツ配信処理の動作＞
　以下、コンテンツ配信装置３００のコンテンツ配信処理について説明する。
【０１００】
　図１１は、コンテンツ配信装置３００によるコンテンツ配信処理の動作を示すフローチ
ャートである。
【０１０１】
　コンテンツ配信処理に先立ち、コンテンツ受信部３１０は、コンテンツ制作装置１００
から平文コンテンツを受信しており、コンテンツ格納部３２０には、平文コンテンツデー
タが格納されている。
【０１０２】
　配信依頼受信部３３０は、端末装置５００から配信依頼データを受信すると、配信依頼
受信部３３０は、コンテンツ配信部３３３に対し、コンテンツの配信を指示する（ステッ
プＳ４０）。
【０１０３】
　コンテンツ配信部３３３は、コンテンツの配信を指示されると、コンテンツ格納部３２
０から、配信依頼されたコンテンツを検索する（ステップＳ４１）。具体的には、コンテ
ンツ配信データに含まれる著作権者ＩＤとコンテンツのタイトル名とを基に対応するコン
テンツを検索する。対応するコンテンツがコンテンツ格納部に格納されている場合には、
タイトル鍵生成部３３１、タイトル鍵を生成する（ステップＳ４２）。
【０１０４】
　暗号部３３２は、コンテンツ格納部３２０から配信依頼に該当するコンテンツのコンテ
ンツデータを読出し、タイトル鍵生成部３３１で生成したタイトル鍵を用いて暗号化を行
い配信するコンテンツを生成する（ステップＳ４３）。
【０１０５】
　コンテンツ識別情報生成部３４０は、暗号部３３２で生成した暗号化されたコンテンツ
データを用いて、コンテンツを一意に識別するコンテンツ識別情報１３００を生成する（
ステップＳ４４）。また、コンテンツ識別情報１３００に対して署名を生成する（ステッ
プＳ４５）。
【０１０６】
　タイトル鍵・コンテンツ識別情報送信部３４１は、生成された、タイトル鍵と、コンテ
ンツ識別情報１３００と、署名とを鍵配信装置４００へ送信する（ステップＳ４６）。
【０１０７】
　次に、コンテンツ配信部３３３は、暗号部３３２が生成したコンテンツを依頼元の端末
装置５００へ送信する（ステップＳ４７）。なお、コンテンツ配信部３３３は、配信依頼
のコンテンツに該当するコンテンツを格納していない場合は、依頼元の端末装置５００に
対し、配信できない旨を通知する。
＜１－９．鍵配信装置４００の構成＞
　鍵配信装置４００は、コンテンツの復号に用いるタイトル鍵を記録媒体装置６００へ送
信する鍵配信処理を行う。
【０１０８】
　図１２は、鍵配信装置４００の機能的な構成を示すブロック図である。
【０１０９】
　図１２に示すように、鍵配信装置４００は、ルート公開鍵受信部４１０、ルート公開鍵
格納部４１１、リボーク情報・ＭＳＧ受信部４１２、リボーク情報・ＭＳＧ格納部４１３
、鍵配信装置秘密鍵・証明書受信部４１４、鍵配信装置秘密鍵・証明書格納部４１５、端
末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ受信部４１７、リボーク確認部４１８、ＭＳＧ通知部４１９



(19) JP 5981923 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

、タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１、タイトル鍵・コンテンツ識別情報送信
部４２２、コンテンツ署名受信部４２３、ＵＲ受信部４２５、ＵＲ処理部４２６、オーナ
ーＩＤ取得部４２８、相互認証部４３０、タイトル鍵演算部４４０、暗号復号部４４１、
記録媒体装置ＩＤ取得部４５０、及びＭＡＣ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）演算部４５１を含む構成である。
【０１１０】
　なお、鍵配信装置４００は、ＣＰＵ、メモリ、二次記憶ユニット（例えば、ハードディ
スク）、ネットワーク接続ユニットなどから構成されるコンピュータシステムである。
【０１１１】
　ここで、ルート公開鍵格納部４１１、鍵配信装置秘密鍵・証明書格納部４１５、及びリ
ボーク情報・ＭＳＧ格納部４１３は、二次記憶ユニット（例えば、ハードディスク）によ
り構成されている。
【０１１２】
　リボーク確認部４１８、ＵＲ処理部４２６、オーナーＩＤ取得部４２８、相互認証部４
３０、タイトル鍵演算部４４０、暗号復号部４４１、記録媒体装置ＩＤ取得部４５０、及
びＭＡＣ演算部４５１は、それぞれ、メモリに記憶されているコンピュータプログラムが
ＣＰＵで実行されることによりその機能が実現される。
【０１１３】
　また、ルート公開鍵受信部４１０、リボーク情報・ＭＳＧ受信部４１２、鍵配信装置秘
密鍵・証明書受信部４１４、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ受信部４１７、ＭＳＧ通知部
４１９、タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１、コンテンツ識別情報送信部４２
２、コンテンツ署名受信部４２３、及びＵＲ受信部４２５は、それぞれ、ネットワーク接
続ユニットにより構成されている。
【０１１４】
　以下、各機能構成について説明する。
（１）ルート公開鍵受信部４１０、リボーク情報・ＭＳＧ受信部４１２、鍵配信装置秘密
鍵・証明書受信部４１４、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ受信部４１７、コンテンツ署名
受信部４２３、タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１、及びＵＲ受信部４２５
　ルート公開鍵受信部４１０は、鍵発行装置２００からルート公開鍵を受信する。
【０１１５】
　リボーク情報・ＭＳＧ受信部４１２は、鍵発行装置２００からリボーク情報１２００及
び端末装置がリボーク対象と判断されたときに端末装置のユーザーに告知するための告知
メッセージを受信する。
【０１１６】
　鍵配信装置秘密鍵・証明書受信部４１４は、鍵発行装置２００から鍵配信装置秘密鍵及
び鍵配信装置証明書１０２０を受信する。
【０１１７】
　端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ受信部４１７は、端末装置５００から端末装置５００の
端末装置ＩＤ及び端末装置５００が利用要求したコンテンツのコンテンツＩＤを受信する
。
【０１１８】
　タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１は、コンテンツ配信装置３００から、端
末装置５００が利用要求したコンテンツのタイトル鍵及びコンテンツ識別情報１３００を
受信する。
【０１１９】
　コンテンツ署名受信部４２３は、署名装置から端末装置５００が利用要求したコンテン
ツのコンテンツ署名１４００を受信する。
【０１２０】
　図１３は、コンテンツ署名１４００、コンテンツ署名１４１０の構造を示す図である。
【０１２１】
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　コンテンツ署名１４００は、コンテンツ識別情報領域１４０１、署名データ領域１４０
２、署名日時領域１４０３、署名装置証明書領域１４０４から構成される。
【０１２２】
　コンテンツ識別情報領域１４０１には、コンテンツ識別情報送信部４２２が署名装置７
００へ送信したコンテンツ識別情報１３００が記録される。
【０１２３】
　署名データ領域１４０２は、コンテンツ識別情報領域１４０１に対して、署名装置７０
０が、署名装置秘密鍵を用いて生成した署名データが記録される。署名日時領域１４０３
には、署名装置７００が署名した日時が記録される。署名装置証明書領域１４０４には、
署名装置証明書が記録される。
【０１２４】
　コンテンツ署名１４１０は、ハッシュテーブル領域１４０１－１、オーナーＩＤ領域１
４０１－２、署名データ領域１４０２、署名日時領域１４０３、署名装置証明書領域１４
０４から構成される。ハッシュテーブル領域１４０１－１及びオーナーＩＤ領域１４０１
－２は、コンテンツ署名１４００のコンテンツ識別情報領域１４０１に記述する具体例を
示す。
【０１２５】
　ハッシュテーブル領域１４０１－１には、図１０を用いて説明した部分コンテンツのハ
ッシュ値が記録される。オーナーＩＤ領域１４０１－２には、コンテンツのオーナーを特
定するためのオーナーＩＤが記録される。
【０１２６】
　ＵＲ受信部４２５は、コンテンツ制作装置１００から端末装置５００が利用要求したコ
ンテンツのＵＲを受信する。
（２）ルート公開鍵格納部４１１、鍵配信装置秘密鍵・証明書格納部４１５、及びリボー
ク情報・ＭＳＧ格納部４１３
　ルート公開鍵格納部４１１は、鍵発行装置２００が発行したルート公開鍵を記憶するた
めの領域を備えている。
【０１２７】
　鍵配信装置秘密鍵・証明書格納部４１５は、鍵発行装置２００が発行した鍵配信装置秘
密鍵及び鍵配信装置証明書１０２０を記憶するための領域を備えている。
【０１２８】
　リボーク情報・ＭＳＧ格納部４１３は、鍵発行装置２００から受信したリボーク情報１
２００と、端末装置がリボーク対象と判断されたときに端末装置のユーザーに告知するた
めの告知メッセージを記憶するための領域を備えている。
（３）相互認証部４３０
　相互認証部４３０は、端末装置５００との間で素因数分解の複雑性を基盤とした鍵交換
方式であるＤｉｆｉｅｅ－Ｈｅｌｍａｎ方式や、楕円曲線上の離散対数問題を基盤とした
鍵交換方式であるＥＣ－ＤＨ（Ｅｌｉｐｔｉｃ　Ｃｕｒｖｅ　Ｄｉｆｉｅｅ－Ｈｅｌｍａ
ｎ）方式などを用いて相互認証を行い、共通鍵を共有し合う。また、同様に、相互認証部
４３０は、記録媒体装置６００と相互認証を行い、記録媒体装置６００との間で共通鍵を
共有し合う。相互認証の具体的な方法については、後述する。
（４）暗号復号部４４１
　暗号復号部４４１は、記録媒体装置６００との通信を、相互認証部４３０が共有した共
有鍵を用いて、送信時は暗号化し、受信時は復号する。これにより、伝送路上のデータを
保護する。
【０１２９】
　暗号復号部４４１は、記録媒体装置６００から記録媒体装置ＩＤを受信する。また、暗
号復号部４４１は、タイトル鍵演算部で演算した演算タイトル鍵を記録媒装置に送信する
。また、暗号復号部４４１は、オーナーＩＤ取得部４２８で取得したオーナーＩＤを記録
媒体装置６００に送信する。また、記録媒体装置６００から記録媒体装置６００の秘密鍵
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を用いて演算したオーナーＩＤのＭＡＣを受信する。
（５）リボーク確認部４１８
　リボーク確認部４１８は、署名装置７００から受信したコンテンツ署名に基づいて署名
装置が正当な署名装置であるかを検証する。
【０１３０】
　また、リボーク確認部４１８は、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ受信部４１７が受信し
た端末装置ＩＤとリボーク情報・ＭＳＧ格納部４１３に格納されているリボーク情報とに
基づいて端末装置５００がリボーク対象であるか否かを判定する。
（６）ＵＲ処理部４２６
　ＵＲ処理部４２６は、コンテンツ署名受信部４２３が受信したコンテンツ署名を用いて
、コンテンツ署名の全体のハッシュ値、コンテンツ署名に記載された署名日時、コンテン
ツ署名の署名データとを、ＵＲ受信部４２５が受信したＵＲに対して追加した処理済みＵ
Ｒ１４４０を生成する。
【０１３１】
　図１４は、処理済みＵＲ１４２０、処理済みＵＲ１４４０の構造を示す図である。
【０１３２】
　処理済みＵＲ１４２０は、出力制御情報領域１４２１、その他情報領域１４２２、コン
テンツ署名特定情報領域１４２３から構成される。
【０１３３】
　出力制御情報領域１４２１の内容は、図７の出力制御情報領域１４２１と同一内容であ
り、その他情報領域１４２２は、図７のその他情報領域１４２２と同一内容である。
【０１３４】
　コンテンツ署名特定情報領域１４２３は、コンテンツを特定するためのコンテンツ署名
に係る情報を格納する領域であり、コンテンツ署名特定情報領域１４２３の値を用いるこ
とで対応するコンテンツを一意に特定することが可能である。
【０１３５】
　処理済みＵＲ１４４０は、出力制御情報領域１４２１、その他情報領域１４２２、署名
日時領域１４２４、署名データ領域１４２５、コンテンツ署名ハッシュ値領域１４２６か
ら構成される。署名日時領域１４２４、署名データ領域１４２５、コンテンツ署名ハッシ
ュ値領域１４２６は、コンテンツ署名特定情報領域１４２３に記述する具体例を示す。
【０１３６】
　署名日時領域１４２４は、署名装置７００からコンテンツ署名受信部４２３が受信した
コンテンツ署名１４００の署名日時領域１４０３の情報と同一内容の情報が記述される。
【０１３７】
　署名データ領域１４２５は、署名装置７００からコンテンツ署名受信部４２３が受信し
たコンテンツ署名１４００の署名データ領域１４０２の情報と同一内容の情報が記述され
る。
【０１３８】
　コンテンツ署名ハッシュ値領域１４２６は、コンテンツ署名１４００全体に対するハッ
シュ計算を行った結果のハッシュ値が記録される。
（７）オーナーＩＤ取得部４２８、タイトル鍵演算部４４０
　オーナーＩＤ取得部４２８は、コンテンツ署名受信部４２３が受信したコンテンツ署名
１４１０のオーナーＩＤ領域１４０１－２に記述されたオーナーＩＤを取得する。取得し
たオーナーＩＤを暗号復号部４４１に出力する。また、暗号復号部４４１が記録媒体装置
６００から受信したオーナーＩＤのＭＡＣを取得する。
【０１３９】
　タイトル鍵演算部４４０は、ＵＲ処理部４２６から処理済みＵＲ１４４０を受け取り、
オーナーＩＤ取得部４２８からオーナーＩＤのＭＡＣを受け取り、タイトル鍵・コンテン
ツ識別情報受信部４２１からタイトル鍵を受け取る。
【０１４０】
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　また、処理済みＵＲ１４４０のハッシュ計算を行い、そのハッシュ値と、タイトル鍵と
、オーナーＩＤのＭＡＣとを用いた可逆演算可能な演算を行って、演算タイトル鍵を生成
する。ここでは一例として、タイトル鍵演算部４４０は、コンテンツ署名１４１０のハッ
シュ値及びオーナーＩＤのＭＡＣとを結合したデータと、タイトル鍵との排他的論理和（
ＸＯＲ）を計算することにより、演算タイトル鍵（ＸＯＲｅｄタイトル鍵）を生成する。
【０１４１】
　タイトル鍵演算部４４０で生成された演算タイトル鍵は、暗号復号部４４１に渡り、暗
号復号部４４１において、記録媒体装置６００と共有した共通鍵で暗号化された後に送信
される。
（８）記録媒体装置ＩＤ取得部４５０、ＭＡＣ演算部４５１
　記録媒体装置ＩＤ取得部４５０は、暗号復号部４４１が記録媒体装置６００から受信し
た記録媒体装置ＩＤを取得し、取得した記録媒体装置ＩＤをＭＡＣ演算部４５１に出力す
る。
【０１４２】
　ＭＡＣ演算部４５１は、タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１が受信したタイ
トル鍵と記録媒体装置ＩＤ取得部から入力された記録媒体装置ＩＤとを用いて記録媒体装
置ＩＤのＭＡＣを演算する。ＭＡＣ演算部４５１は、記録媒体装置ＩＤのＭＡＣを端末装
置５００に送信する。
（９）ＭＳＧ通知部４１９、コンテンツ識別情報送信部４２２
　ＭＳＧ通知部４１９は、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ受信部４１７で受信した端末装
置ＩＤに基づいて、リボーク確認部４１８が、端末装置５００がリボーク対象の端末装置
と判断した場合に、リボーク情報・ＭＳＧ格納部４１３に格納されている告知メッセージ
を端末装置５００に送信する。また、告知メッセージを送信した応答として、処理を継続
するか否かの情報を端末装置５００から受信する。
【０１４３】
　コンテンツ識別情報送信部４２２は、タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１が
受信したコンテンツ識別情報１３００を署名装置７００に送信する。
＜１－１０．相互認証処理＞
　ここでは、相互認証部４３０が行う相互認証処理の詳細について説明する。
【０１４４】
　図１５は、ホスト／サーバ認証Ａとホスト／サーバ認証Ｂとの間の相互認証の手順例を
説明するためのブロック図である。
【０１４５】
　ここで、ホスト／サーバ認証Ａは、例えば鍵配信装置４００であり、ホスト／サーバ認
証Ｂは、例えば端末装置５００又は記録媒体装置６００である。
【０１４６】
　ホスト／サーバ認証Ａの相互認証部は、乱数生成部Ａ１０、復号部Ａ２０、乱数比較部
Ａ３０及び暗号化部Ａ４０を含み、ホスト／サーバ認証Ｂの相互認証部は、暗号化部Ｂ１
０、乱数生成部Ｂ２０、復号部Ｂ３０及び乱数比較部Ｂ４０を含む。
【０１４７】
　図１６は、ホスト／サーバ認証Ａとホスト／サーバ認証Ｂとの間の相互認証の処理のシ
ーケンス図である。
【０１４８】
　＜ホスト／サーバ認証Ａによるホスト／サーバ認証Ｂの認証＞
　まず、ホスト／サーバ認証Ａの乱数生成部Ａ１０は、乱数Ｒ１を生成し（ステップＳ１
０００）、ホスト／サーバ認証Ｂに送信する（ステップＳ１００１）。
【０１４９】
　ホスト／サーバ認証Ｂの暗号化部Ｂ１０は、ホスト／サーバ認証Ａからの乱数Ｒ１を受
信し、固有鍵Ｋｓｃで暗号化（Ｅ（Ｋｓｃ，Ｒ１））する（ステップＳ１００２）。暗号
化した乱数Ｒ１（Ｅ（Ｋｓｃ，Ｒ１））をホスト／サーバ認証Ａに送信する（ステップＳ
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１００３）。
【０１５０】
　ホスト／サーバ認証Ａの復号部Ａ２０は、ホスト／サーバ認証Ｂから受信したＥ（Ｋｓ
ｃ，Ｒ１）を固有鍵Ｋｓｃで復号（Ｄ（Ｋｓｃ，（Ｅ（Ｋｓｃ，Ｒ１））））（＝Ｒ１）
する（ステップＳ１００４）。
【０１５１】
　ホスト／サーバ認証Ａの乱数比較部Ａ３０は、復号した結果Ｄ（Ｋｓｃ，（Ｅ（Ｋｓｃ
，Ｒ１）））と生成した乱数Ｒ１とが一致するか否かを調べる（ステップＳ１００５）。
一致しなかった場合（ステップＳ１００５：ＮＯ）は、認証が失敗したと判断し、通信路
の確立を行わず処理を終了する。一方、一致した場合（ステップＳ１００５：ＹＥＳ）は
、ホスト／サーバ認証Ｂが、正規のモジュールであるとの認証結果を得る。
【０１５２】
　＜ホスト／サーバ認証Ｂによるホスト／サーバ認証Ａの認証＞
　次に、ホスト／サーバ認証Ｂの乱数生成部Ｂ２０は、乱数Ｒ２を生成し（ステップＳ１
００６）、ホスト／サーバ認証Ａに送信する（ステップＳ１００７）。
【０１５３】
　ホスト／サーバ認証Ａの暗号化部Ａ４０は、ホスト／サーバ認証Ｂからの乱数Ｒ２を受
信し、固有鍵Ｋｓｃで暗号化（Ｅ（Ｋｓｃ，Ｒ２））する（ステップＳ１００８）。そし
て、暗号化した乱数Ｒ２（Ｅ（Ｋｓｃ，Ｒ２））をホスト／サーバ認証Ｂに送信する（ス
テップＳ１００９）。
【０１５４】
　ホスト／サーバ認証Ｂの復号部Ｂ３０は、ホスト／サーバ認証Ａから受信したＥ（Ｋｓ
ｃ，Ｒ２）を固有鍵Ｋｓｃで復号（Ｄ（Ｋｓｃ，（Ｅ（Ｋｓｃ，Ｒ２））））（＝Ｒ２）
する（ステップＳ１０１０）。
【０１５５】
　ホスト／サーバ認証Ｂの乱数比較部Ｂ４０は、復号した結果Ｄ（Ｋｓｃ，（Ｅ（Ｋｓｃ
，Ｒ２）））と生成した乱数Ｒ２とが一致するか否かを調べる（ステップＳ１０１１）。
一致しなかった場合（ステップＳ１０１１：ＮＯ）は、認証が失敗したと判断し、通信路
の確立を行わず処理を終了する。一方、一致した場合（ステップＳ１０１１：ＹＥＳ）は
、ホスト／サーバ認証Ｂが、正規のモジュールであるとの認証結果を得る。
【０１５６】
　ステップＳ１００５及びステップＳ１０１１において、相手が正規モジュールであると
の認証結果が得られた場合に、ホスト／サーバ認証Ａ及びホスト／サーバ認証Ｂは、Ｒ１
｜｜Ｒ２を入力として、Ｋｓｃを用いた一方向性関数で得た値を共通鍵とする（ステップ
Ｓ１０１２、ステップＳ１０１３）。ここで、「｜｜」はデータの連結を意味する記号で
ある。
【０１５７】
　なお、ここでは、詳細には説明しないが、鍵配信装置４００と端末装置５００との間及
び鍵配信装置４００と記録媒体装置６００との間それぞれの相互認証においては、共通鍵
の授受だけでなく、証明書の授受も行われる。証明書の授受手順の詳細は、非特許文献２
の「４．３　Ｄｒｉｖｅ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ　ｆｏｒ
　ＡＡＣＳ（ＡＡＣＳ－Ａｕｔｈ）」の記載（特に、認証手順のステップ７及び１３）を
参照されたい。また、ここで示した相互認証の手順は一例であり、他の相互認証方式を用
いてもよい。
＜１－１１．鍵配信処理の動作＞
　図１７は、鍵配信装置４００による鍵配信処理の動作を示すフローチャートである。
【０１５８】
　鍵配信装置４００は、鍵配信処理に先立ち、鍵発行装置２００からルート公開鍵を受信
し、格納している。また、鍵配信装置４００は、鍵発行装置２００から鍵配信装置秘密鍵
及び鍵配信装置証明書を受信し、格納している。また、鍵配信装置４００は、コンテンツ
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制作装置１００から、タイトル鍵とＵＲとコンテンツ識別情報１３００とを受信し、格納
している。
【０１５９】
　以下の処理は、鍵配信装置４００が端末装置５００からタイトル鍵の送信要求を受け取
った場合に実行される。
【０１６０】
　まず、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ受信部４１７が端末装置５００から端末装置ＩＤ
とコンテンツＩＤとを受信したか否かを調べる（ステップＳ５０）。端末装置ＩＤとコン
テンツＩＤとを受信していなければ（ステップＳ５０：ＮＯ）受信するまで待機する。
【０１６１】
　端末装置ＩＤとコンテンツＩＤとを受信すると（ステップＳ５０：ＹＥＳ）、リボーク
確認部４１８は、端末装置ＩＤがリボーク対象であるか否かを調べる。具体的にはリボー
ク情報に含まれるリボーク対象装置のリストに端末装置ＩＤと一致するものがあるかを調
べる。一致するものがある場合には、リボーク対象の端末装置と判定する。
ステップＳ５１でＹＥＳの場合には、ＭＳＧ通知部４１９はリボーク情報・ＭＳＧ格納部
４１３から処理を継続するか否かを端末装置５００のユーザーに判断させるための告知メ
ッセージを読出し端末装置５００に送信する（ステップＳ５２）。ＭＳＧ通知部４１９は
ＭＳＧ送信の応答として、処理続行の指示を受信した場合（ステップＳ５３：ＹＥＳ）に
はステップＳ５４からの処理を続行する。処理続行の指示を受信しなかった場合又はＭＳ
Ｇ送信から予め設定した一定時間（例えば３０秒）応答がなければ処理を終了する。
【０１６２】
　ステップＳ５１でＮＯ又は、ステップＳ５３でＹＥＳの場合には、タイトル鍵・コンテ
ンツ識別情報受信部は、コンテンツ配信装置３００からコンテンツＩＤに該当するコンテ
ンツのコンテンツ識別情報１３００を受信する（ステップＳ５４）。
【０１６３】
　次に、コンテンツ識別情報送信部４２２は、署名装置７００へコンテンツ識別情報１３
００を送信する（ステップＳ５５）。コンテンツ署名受信部４２３は、送信したコンテン
ツ識別情報１３００に対して署名されたコンテンツ署名１４１０を受信する（ステップＳ
５６）。リボーク確認部４１８は、コンテンツ署名をした署名装置７００が正当な署名装
置であるかを検証する。具体的には、電子認証署名で用いられる署名検証アルゴリズムに
より、署名装置証明書１０５０に含まれる署名装置公開鍵を用いて、コンテンツ識別情報
１３００とコンテンツ署名１４１０のデジタル署名の検証を行う。また、リボーク情報に
含まれるリボーク対象装置のリストにコンテンツ署名１４１０に含まれる署名装置証明書
で特定される署名装置ＩＤと一致するものがあるかを調べる。一致するものがある場合に
は、リボーク対象の装置と判定する。署名検証で失敗、又はリボーク対象の装置と判定さ
れた場合（ステップＳ５７：ＮＧ）には鍵配信処理を終了する。
【０１６４】
　ステップＳ５７でＯＫの場合には、相互認証部４３０は、端末装置５００と相互認証し
、共通鍵ＢＫ１を生成する（ステップＳ５８）。これ以降、鍵配信装置４００と端末装置
５００とで送受信するデータは共通鍵ＢＫ１で暗号化される。
【０１６５】
　次に、相互認証部４３０は、端末装置５００に接続されている記録媒体装置６００と相
互認証し、共通鍵ＢＫ１と異なる共通鍵ＢＫ２を生成する（ステップＳ５９）。これ以降
、鍵配信装置４００と記録媒体装置６００とで送受信するデータは共通鍵ＢＫ２で暗号化
される。
【０１６６】
　暗号復号部４４１は、共通鍵ＢＫ１で暗号化された記録媒体装置ＩＤを端末装置５００
から受信する（ステップＳ６０）。暗号復号部４４１は、暗号化された記録媒体装置ＩＤ
を、共通鍵ＢＫ１を用いて復号し、記録媒体装置ＩＤ取得部４５０に出力する（ステップ
Ｓ６１）。
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【０１６７】
　次に、タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１は、コンテンツ配信装置３００か
らタイトル鍵を受信する（ステップＳ６２）。ＵＲ受信部４２５は、コンテンツ制作装置
１００からＵＲを受信する（ステップＳ６３）。
【０１６８】
　ＵＲ処理部４２６は、ＵＲ受信部４２５で受信したＵＲに、コンテンツ署名受信部４２
３で受信したコンテンツ署名を用いて、コンテンツ署名の全体のハッシュ値を演算し、こ
のハッシュ値、コンテンツ署名に記載された署名日時、及びコンテンツ署名の署名データ
を、ＵＲ受信部４２５が受信したＵＲに対して追加して処理済みＵＲ１４４０を生成する
。
【０１６９】
　更に処理済みＵＲのハッシュ値を演算し、演算した処理済みＵＲのハッシュ値をタイト
ル鍵演算部４４０に出力する（ステップＳ６４）。
【０１７０】
　次に、オーナーＩＤ取得部４２８はコンテンツ署名受信部４２３が受信したコンテンツ
署名のオーナーＩＤ領域１４０１－２からオーナーＩＤを取得し、暗号復号部４４１に出
力する。暗号復号部４４１は共通鍵ＢＫ２でオーナーＩＤを暗号化して記録媒体装置６０
０に送信し、その応答として秘密鍵ＢＫ２で暗号化した、記録媒体装置６００が自装置の
秘密鍵を用いて演算したオーナーＩＤのＭＡＣを受信する。暗号復号部４４１は、共通鍵
ＢＫ２を用いて、暗号化されたオーナーＩＤのＭＡＣを復号し、オーナーＩＤ取得部に出
力する（ステップＳ６５）。
【０１７１】
　タイトル鍵演算部４４０は、タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１からタイト
ル鍵を、ＵＲ処理部４２６から処理済みＵＲ１４２０のハッシュ値を、オーナーＩＤ取得
部４２８からオーナーＩＤのＭＡＣをそれぞれ受け取る。オーナーＩＤのＭＡＣと処理済
みＵＲ１４２０のハッシュ値とを結合したデータと、タイトル鍵との排他的論理和（ＸＯ
Ｒ）を計算することにより、演算タイトル鍵（ＸＯＲｅｄタイトル鍵）を生成する（ステ
ップＳ６６）。
【０１７２】
　暗号復号部４４１は、演算タイトル鍵を共通鍵ＢＫ２で暗号化し（ステップＳ６７）、
記録媒体装置６００に送信する（ステップＳ６８）。
【０１７３】
　次に、ＭＡＣ演算部４５１は、タイトル鍵・コンテンツ識別情報受信部４２１で受信し
たタイトル鍵と記録媒体装置ＩＤ取得部で取得した記録媒体装置ＩＤとを用いて、記録媒
体装置ＩＤのＭＡＣを演算する（ステップＳ６９）。
【０１７４】
　ＭＡＣ演算部４５１は、演算した記録媒体装置ＩＤのＭＡＣを共通鍵ＢＫ１で暗号化し
（ステップＳ７０）、端末装置５００へ送信する（ステップＳ７１）。
【０１７５】
　ＵＲ処理部４２６は、処理済みＵＲ１４２０を端末装置５００へ送信する（ステップＳ
７２）。
＜１－１２．端末装置５００の構成＞
　 端末装置５００は、インターネットやデジタル放送などのネットワークを介して、コ
ンテンツ配信装置３００からコンテンツを受信し、また、鍵配信装置４００からタイトル
鍵を受信する。端末装置５００は、受信したコンテンツとタイトル鍵とを、記録媒体装置
６００に記録するコンテンツ記録処理を行う。
【０１７６】
　また、端末装置５００は、コンテンツとタイトル鍵とが記録された記録媒体装置６００
から、コンテンツを読み出して再生するコンテンツ再生処理を行う。
【０１７７】
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　図１８は、端末装置５００の受信及び書込み処理の際の主要部の機能構成を示すブロッ
ク図であり、図１９は、端末装置５００の再生処理の際の主要部の機能構成を示すブロッ
ク図である。
【０１７８】
　以下では、図１８を用いて、端末装置５００がコンテンツ配信装置３００及び鍵配信装
置４００と連携してコンテンツと、コンテンツの保護及び再生に必要な鍵等のデータとを
受信し、記録媒体装置６００に書き込む受信及び書込み処理に関連する構成を説明する。
【０１７９】
　また、図１９を用いて、記録媒体装置６００に上記コンテンツ及び鍵等のデータが既に
書き込まれた状況において、端末装置５００が記録媒体装置６００からこのコンテンツ及
び鍵等のデータを読み出して再生する再生処理に関連する構成を説明する。なお、受信及
び書込み処理と、再生処理の間で重複している構成には、図１８及び図１９において、同
一名称、同一符号を割り振っている。
【０１８０】
　図１８、図１９で示すように、端末装置５００は、端末装置秘密鍵・証明書格納部５１
０、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５、継続許否入力・通
知部５１６、コンテンツ受信部５２０、コンテンツ書込部５２２、コンテンツ署名・ＵＲ
・ＭＡＣ受信部５２４、コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ書込部５２６、演算タイトル鍵伝
送部５２７、ルート公開鍵格納部５１１、相互認証部５３０、記録媒体装置ＩＤ取得部５
３１、暗号復号部５３２、演算タイトル鍵受信部５５０、データ送信・ＭＡＣ受信部５５
１、ＵＲ読出部５５５、タイトル鍵再演算部５５６、記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ読出部５
５７、第１再生判断部５５８、コンテンツ読出部５６０、コンテンツ復号部５６１、コン
テンツ署名読出部５７０、リボーク情報・ＭＳＧ受信・格納部５７１、コンテンツ署名検
証部５７２、第２再生判断部５７３、第３再生判断部５７４、ＭＳＧ提示部５７５、及び
コンテンツ再生部５８０を含む構成である。
【０１８１】
　なお、端末装置５００は、ＣＰＵ、メモリ、ネットワーク接続ユニットを含んで構成さ
れており、相互認証部５３０、記録媒体装置ＩＤ取得部５３１、暗号復号部５３２、記録
媒体装置ＩＤ送信部５３３、タイトル鍵再演算部５５６、第１再生判断部５５８、コンテ
ンツ復号部５６１、コンテンツ署名検証部５７２、第２再生判断部５７３、第３再生判断
部５７４、ＭＳＧ提示部５７５、及びコンテンツ再生部５８０の各機能は、上述のメモリ
に記憶されているプログラムを上述のＣＰＵが実行することにより実現される。
【０１８２】
　また、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５、継続許否入力
・通知部５１６、コンテンツ受信部５２０、コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ受信部５２４
、及び、リボーク情報・ＭＳＧ受信・格納部５７１によるデータの授受は、上述のネット
ワーク接続ユニットを用いて行われる。
【０１８３】
　以下、各機能構成について説明する。
（１）端末装置秘密鍵・証明書格納部５１０、ルート公開鍵格納部５１１、及びリボーク
情報・ＭＳＧ受信・格納部５７１
　端末装置秘密鍵・証明書格納部５１０は、鍵発行装置２００により生成された端末装置
秘密鍵及び端末装置証明書１０３０を記録するための領域を備えている。
【０１８４】
　ルート公開鍵格納部５１１は、鍵発行装置２００が発行したルート公開鍵を記憶するた
めの領域を備えている。
【０１８５】
　リボーク情報・ＭＳＧ受信・格納部５７１は、鍵発行装置２００からリボーク情報１２
００を受信し、記憶するための領域を備えている。また、端末装置がリボーク対象と判断
されたときに端末装置のユーザーに告知するための告知メッセージを受信し、記憶するた
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めの領域を備えている。
（２）端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５、及び継続許否入
力・通知部５１６
　端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５は、自装置を特定する
ための識別情報である端末装置ＩＤと、自装置に接続されている記録媒体装置に記録する
コンテンのコンテンツＩＤを鍵配信装置４００に通知する。また、鍵配信装置４００が、
当端末装置５００がリボーク対象であると判断した場合に送信するＭＳＧを受信し、図示
していない表示デバイス（例えば、ディスプレイ）に出力する。
【０１８６】
　継続許否入力・通知部５１６は、表示デバイスに表示されたＭＳＧに従い、ユーザーに
よってコンテンツの記録を継続しない旨の入力がなされると、処理を継続しない旨を鍵配
信装置４００に通知する。一方、コンテンツの記録を継続する旨の入力がなされると、処
理を継続する旨を鍵配信装置４００に通知する。
（３）コンテンツ受信部５２０及びコンテンツ書込部５２２
　コンテンツ受信部５２０は、コンテンツ配信装置３００からコンテンツを受信する。
【０１８７】
　コンテンツ書込部５２２は、コンテンツ受信部５２０が受信したコンテンツを自装置に
接続している記録媒体装置６００に書き込む。
（４）コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ受信部５２４及びコンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ書
込部５２６、及び演算タイトル鍵伝送部５２７
　コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ受信部５２４は、鍵配信装置４００からコンテンツ署名
１４１０、処理済みＵＲ１４４０、記録媒体装置ＩＤのＭＡＣを受信する。
【０１８８】
　コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ書込部５２６は、コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ受信部
５２４が受信したコンテンツ署名１４１０、処理済みＵＲ１４４０、記録媒体装置ＩＤの
ＭＡＣを自装置に接続している記録媒体装置６００に書き込む。
【０１８９】
　演算タイトル鍵伝送部５２７は、鍵配信装置４００と記録媒体装置６００との間で送受
信される通信データを伝送する。ここで伝送される通信データは、具体的には、鍵配信装
置４００と記録媒体装置６００とが相互認証で共有した共通鍵ＢＫ３を用いて暗号化され
た暗号化演算タイトル鍵である。
（５）相互認証部５３０、暗号復号部５３２
　相互認証部５３０は、鍵配信装置４００と相互認証を行い、鍵配信装置４００の正当性
を確認し、鍵配信装置４００との間で共通鍵ＢＫ１を共有し合う。また、相互認証部５３
０は、記録媒体装置６００と相互認証を行い、記録媒体装置６００の正当性を確認し、記
録媒体装置６００との間で共通鍵ＢＫ３を共有し合う。相互認証処理については、図１５
及び図１６を用いて既に説明したので、ここでは説明は省略する。
【０１９０】
　暗号復号部５３２は、鍵配信装置４００と共有した共通鍵ＢＫ１を用いて、鍵配信装置
４００との間で送受信されるデータを暗号化したり復号したりする。同様に、暗号復号部
５３２は、記録媒体装置６００と共有した共通鍵ＢＫ３を用いて、記録媒体装置６００と
の間で送受信されるデータを暗号化したり復号したりする。
（６）ＵＲ読出部５５５
　ＵＲ読出部５５５は、コンテンツを記録している記録媒体装置６００から、再生するコ
ンテンツの処理済みＵＲ１４４０を読み出し、タイトル鍵再演算部５５６及び第３再生判
断部５７４に出力する。
（７）記録媒体装置ＩＤ取得部５３１、記録媒体装置ＩＤ送信部５３３、演算タイトル鍵
受信部５５０、データ送信・ＭＡＣ受信部５５１、記録媒体装置ＩＤ ＭＡＣ読出部５５
７、及びコンテンツ署名読出部５７０
　記録媒体装置ＩＤ取得部５３１は、コンテンツ記録処理において、相互認証部５３０に
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よる相互認証処理の途中で受信する記録媒体装置証明書１０４０から、記録媒体装置ＩＤ
を取得し、取得した記録媒体装置ＩＤを、記録媒体装置ＩＤ送信部５３３へ出力する。
【０１９１】
　また、記録媒体装置ＩＤ取得部５３１は、コンテンツ再生処理において、相互認証部５
３０による相互認証処理の途中で受信する記録媒体装置証明書１０４０から、記録媒体装
置ＩＤを取得し、取得した記録媒体装置ＩＤを、第１再生判断部５５８へ出力する。
【０１９２】
　記録媒体装置ＩＤ送信部５３３は、記録媒体装置ＩＤ取得部５３１から、記録媒体装置
ＩＤを受け取り、受け取った記録媒体装置ＩＤを、暗号復号部５３２を経由して、鍵配信
装置４００へ送信する。
【０１９３】
　演算タイトル鍵受信部５５０は、コンテンツの再生処理時に、再生対象であるコンテン
ツの暗号化に用いられたタイトル鍵から生成された演算タイトル鍵を、記録媒体装置６０
０から暗号復号部５３２を経由して受信する。
【０１９４】
　データ送信・ＭＡＣ受信部５５１は、コンテンツ署名読出部５７０が読み出したコンテ
ンツ署名１４１０からオーナーＩＤ領域１４０１－２に記述されているオーナーＩＤを抽
出し、暗号復号部５３２による暗号処理を経由して、記録媒体装置６００へ送信する。
【０１９５】
　そして、記録媒体装置６００で、受信したオーナーＩＤに対して記録媒体装置６００の
秘密鍵を用いて演算されたオーナーＩＤのＭＡＣを、暗号復号部５３２による復号処理を
経由して受信する。そして、受信したオーナーＩＤのＭＡＣをタイトル鍵再演算部に出力
する。
【０１９６】
　記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ読出部５５７は、記録媒体装置６００から、再生対象のコン
テンツと関連付けて記録されている記録媒体装置ＩＤのＭＡＣを読出し、第１再生判断部
５５８に出力する。
【０１９７】
　コンテンツ署名読出部５７０は、記録媒体装置６００からコンテンツ署名１４１０を読
み出し、第２再生判断部５７３、コンテンツ署名検証部５７２に読み出したコンテンツ署
名１４１０を出力する。
（８）タイトル鍵再演算部５５６
　タイトル鍵再演算部５５６は、ＵＲ読出部５５５が読出した処理済みＵＲ１４２０のハ
ッシュ値を計算する。次に、この処理済みＵＲ１４２０のハッシュ値とデータ送信・ＭＡ
Ｃ受信部５５１が受信したオーナーＩＤのＭＡＣとを連結したデータのハッシュ値を計算
する。そして、演算タイトル鍵受信部５５０が受信した演算タイトル鍵との排他的論理和
（ＸＯＲ）することにより、元のタイトル鍵を算出する。
（９）コンテンツ署名検証部５７２
　コンテンツ署名検証部５７２は、リボーク情報１２００を参照し、コンテンツ署名読出
部５７０から受け取ったコンテンツ署名を生成した署名装置７００がリボーク対象である
か否か確認する。署名装置７００がリボーク対象である場合、コンテンツ署名検証部５７
２は、コンテンツ復号部５６１へ復号中止の指示を出力する。
【０１９８】
　また、コンテンツ署名検証部５７２は、ＵＲ読出部５５５から受け取った処理済みＵＲ
１４４０の署名データ領域１４２５に記載されている署名データが、コンテンツ署名１４
１０の署名データ領域１４０２に記載されている署名データと一致するか否かを確認する
。一致しない場合、コンテンツ署名検証部５７２は、コンテンツ復号部５６１へ復号中止
の指示を出力する。
（１０）第１再生判断部５５８、第２再生判断部５７３、及び第３再生判断部５７４
　第１再生判断部５５８は、タイトル鍵再演算部５５６からタイトル鍵を受け取り、記録
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媒体装置ＩＤ取得部５３１から記録媒体装置ＩＤを受け取り、記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ
読出部５５７から記録媒体装置ＩＤのＭＡＣを受け取る。第１再生判断部５５８は、受け
取ったタイトル鍵を用いて記録媒体装置ＩＤのＭＡＣを演算する。そして第１再生判断部
５５８は、演算されたＭＡＣと記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ読出部５５７が記録媒体装置６
００から読み出した記録媒体装置ＩＤのＭＡＣとが一致するか否かを判断する。両ＭＡＣ
が一致しない場合、第１再生判断部５５８は、コンテンツ復号部５６１へ復号中止の指示
を出力する。
【０１９９】
　第２再生判断部５７３は、コンテンツ署名読出部５７０からコンテンツ署名１４１０を
受け取り、コンテンツ読出部５６０からコンテンツを受け取る。第２再生判断部５７３は
、コンテンツ署名１４１０を用いてコンテンツの正当性を確認する。コンテンツが不正で
あると判断されると、第２再生判断部５７３は、コンテンツ復号部５６１へ復号中止の指
示を出力する。
【０２００】
　第３再生判断部５７４は、ＵＲ読出部５５５から処理済みＵＲ１４４０を受け取り、コ
ンテンツ署名検証部５７２からコンテンツ署名１４１０を受け取る。第３再生判断部５７
４は、コンテンツ署名全体のハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値と処理済みＵＲ
１４４０のコンテンツ署名ハッシュ値領域１４２６に記載されたハッシュ値とが一致する
か否かを確認する。ハッシュ値が一致しない場合、第３再生判断部５７４は、コンテンツ
復号部５６１へ復号中止の指示を出力する。
（１１）コンテンツ読出部５６０、コンテンツ復号部５６１、コンテンツ再生部５８０及
びＭＳＧ提示部５７５
　コンテンツ読出部５６０は、記録媒体装置６００から再生対象であるコンテンツを読み
出す。コンテンツ読出部５６０は、読み出したコンテンツを、コンテンツ復号部５６１及
び第２再生判断部５７３へ出力する。
【０２０１】
　コンテンツ復号部５６１は、タイトル鍵再演算部から、タイトル鍵再演算部５５６によ
り復元されたタイトル鍵を受け取り、コンテンツ読出部５６０からコンテンツを受け取る
。コンテンツ復号部５６１は、タイトル鍵を復号鍵として用い、コンテンツに復号アルゴ
リズムＤを施して、コンテンツを復号する。復号アルゴリズムＤは、暗号化アルゴリズム
Ｅにおり暗号化された暗号文を平文に復号するアルゴリズムである。コンテンツ復号部５
６１は復号したコンテンツをコンテンツ再生部５８０へ出力する。
【０２０２】
　なお、コンテンツ復号部５６１は、第１再生判断部５５８、コンテンツ署名検証部５７
２、第２再生判断部５７３、第３再生判断部５７４のいずれかから、復号中止の指示を受
け取った場合には、コンテンツの復号を中止する。
【０２０３】
　コンテンツ再生部５８０は、コンテンツ復号部５６１から復号されたコンテンツを受け
取りデコードする。そして、コンテンツ再生部５８０は、図示していない表示デバイス（
例えば、ディスプレイ）へデコードされたコンテンツを出力する。
【０２０４】
　ＭＳＧ提示部５７５は、コンテンツ署名検証部で検証に失敗した場合にユーザーに告知
するためのＭＳＧを受け取り、図示していない表示デバイスへＭＳＧを出力する。
＜１－１３．コンテンツ記録処理の動作＞
　図２０は端末装置５００によるコンテンツ記録処理の動作を示すフローチャートである
。なお、端末装置５００には、予め、ルート公開鍵、端末装置秘密鍵、及び端末装置証明
書１０３０が格納されている。
【０２０５】
　相互認証部５３０は、記録媒体装置６００と相互認証を行い、記録媒体装置６００の正
当性を確認する。記録媒体装置ＩＤ取得部５３１は、相互認証処理の途中で受信した記録
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媒体装置証明書１０４０から記録媒体装置ＩＤを取得する（ステップＳ８０）。
【０２０６】
　端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５は、コンテンツ配信装
置３００へ、自装置の端末装置ＩＤと自装置に接続している記録媒体装置６００へ記録す
るコンテンツのコンテンツＩＤを送信する（ステップＳ８１）。
【０２０７】
　コンテンツ受信部５２０は、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部
５１５が送信したコンテンツＩＤに対応するコンテンツをコンテンツ配信装置３００から
受信する（ステップＳ８２）。また、コンテンツ受信部５２０は、コンテンツ識別情報１
３００を鍵配信装置４００から取得する（ステップＳ８３）。
【０２０８】
　コンテンツ書込部５２２は、コンテンツ受信部５２０で受信したコンテンツとコンテン
ツ識別情報１３００を記録媒体装置に書き込む（ステップＳ８４）。
【０２０９】
　次に、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５は、鍵配信装置
４００へ端末装置ＩＤ及びコンテンツＩＤを送信する（ステップＳ８５）。端末装置ＩＤ
・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５は、鍵配信装置４００から、その返信
として、鍵配信装置４００で端末装置がリボーク対象であると判断された場合に送信され
るＭＳＧを受信した場合（ステップＳ８６：ＹＥＳ）には受信したＭＳＧを図示しない表
示デバイスに表示する。
【０２１０】
　継続許否入力・通知部５１６は、ユーザーからの記録処理を継続するか否かの指示の入
力を受け付ける。ユーザーの入力が、記録処理続行しない指示の場合（ステップＳ８７：
ＮＯ）は、処理を終了する。一方、ユーザーの入力が、記録処理続行の指示の場合（ステ
ップＳ８７：ＹＥＳ）及び、端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５
１５がＭＳＧを受信しなかった場合（ステップＳ８６：ＮＯ）には、鍵配信装置４００と
相互認証して共通鍵ＢＫ１を生成する（ステップＳ８８）。相互認証処理については、図
１５及び図１６を用いて既に説明したので、ここでは説明は省略する。
【０２１１】
　次に、暗号復号部５３２は、共通鍵ＢＫ１を用いて、コンテンツ識別情報１３００と記
録媒体装置ＩＤを暗号化し（ステップＳ８９）、暗号化したコンテンツ識別情報及び記録
媒体装置ＩＤを鍵配信装置４００に送信する（ステップＳ９０）。
【０２１２】
　コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ受信部５２４は、記録媒体装置ＩＤ送信の応答として鍵
配信装置４００から共通鍵ＢＫ１で暗号化された記録媒体装置ＩＤのＭＡＣを受信（ステ
ップＳ９１）し、復号して記録媒体装置ＩＤのＭＡＣをコンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ書
込部５２６に出力する（ステップＳ９２）。
【０２１３】
　コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ受信部５２４は、鍵配信装置４００からコンテンツ署名
１４１０及び処理済みＵＲ１４４０を受信し、コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ書込部に出
力する（ステップＳ９３）。
【０２１４】
　コンテンツ署名・ＵＲ・ＭＡＣ書込部５２６は、記録媒体装置ＩＤのＭＡＣ、コンテン
ツ署名１４１０、及び処理済みＵＲ１４４０を自装置に接続している記録媒体装置６００
に書き込む（ステップＳ９４）。
【０２１５】
　続いて、演算タイトル鍵伝送部５２７は、鍵配信装置４００から受信した演算タイトル
鍵を記録媒体装置６００へ伝送する（ステップＳ９５）。なお、ステップＳ９５で伝送さ
れる演算タイトル鍵は、端末装置５００が知りえない、鍵配信装置４００及び記録媒体装
置６００間で相互認証して共有された共通鍵ＢＫ３で暗号化されている。
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＜１－１４．コンテンツ再生処理の動作＞
　図２１は、端末装置５００によるコンテンツ再生処理の動作を示すフローチャートであ
る。なお、記録媒体装置６００は、上述したコンテンツ記録処理を経て、コンテンツ、演
算タイトル鍵、記録媒体装置ＩＤのＭＡＣ、処理済みＵＲ１４４０、コンテンツ署名１４
１０等を既に格納していることとする。
【０２１６】
　相互認証部５３０は、記録媒体装置６００との間で相互認証処理を行い、共通鍵ＢＫ３
を生成する。また、記録媒体装置ＩＤ取得部５３１は、相互認証処理の途中で受信した記
録媒体装置証明書１０４０から記録媒体装置ＩＤを取得する（ステップＳ１００）。
【０２１７】
　記録媒体装置ＩＤ取得部５３１は、取得した記録媒体装置ＩＤを第１再生判断部５５８
へ出力する。
【０２１８】
　暗号復号部５３２は、記録媒体装置６００から、共通鍵ＢＫ３で暗号化された演算タイ
トル鍵を受信し（ステップＳ１０１）、共通鍵ＢＫ３を用いて復号する。暗号復号部５３
２は、復号された演算タイトル鍵を、演算タイトル鍵受信部５５０へ出力する（ステップ
Ｓ１０２）。演算タイトル鍵受信部５５０は、演算タイトル鍵を受け取り、タイトル鍵再
演算部５５６へ出力する。
【０２１９】
　次に、ＵＲ読出部５５５は、記録媒体装置６００から処理済みＵＲ１４４０を読出し、
読み出した処理済みＵＲを、タイトル鍵再演算部５５６及び第３再生判断部５７４へ出力
する（ステップＳ１０３）。
【０２２０】
　コンテンツ署名読出部５７０は、記録媒体装置６００からコンテンツ署名１４１０を読
み出して、読み出したコンテンツ署名１４１０を、タイトル鍵再演算部５５６、コンテン
ツ署名検証部５７２、第２再生判断部５７３、及びデータ送信・ＭＡＣ受信部５５１へ出
力する（ステップＳ１０４）。
【０２２１】
　次に、コンテンツ署名検証部５７２は、コンテンツ署名１４１０の署名装置証明書領域
１４０４から署名装置ＩＤを抽出する。コンテンツ署名検証部５７２は、リボーク情報・
ＭＳＧ受信・格納部５７１に格納されているリボーク情報１２００に抽出した署名装置Ｉ
Ｄが記載されているか否かを確認する（ステップＳ１０５）。なお、この確認に先だって
リボーク情報・ＭＳＧ受信・格納部５７１は、格納しているリボーク情報１２００と、接
続している記録媒体装置６００の格納しているリボーク情報とを比較し、記録媒体装置６
００に格納されているリボーク情報が自装置に格納しているリボーク情報より新しければ
、自装置のリボーク情報を記録媒体装置６００の格納しているリボーク情報に更新する。
リボーク情報の新旧は、それぞれのリボーク情報の署名領域に記載されている署名日時を
比較することで判断する。
【０２２２】
　リボーク情報１２００に署名装置ＩＤが記載されている場合、コンテンツ署名検証部５
７２は、コンテンツ署名１４１０の署名日時領域１４０３から署名日時を抽出する。コン
テンツ署名検証部５７２は、リボーク情報１２００内で署名装置ＩＤと対応付けて記載さ
れているリボーク日時を確認する。リボーク日時が署名日時よりも古い場合は、署名装置
がリボーク対象と判断し、（ステップＳ１０５：ＹＥＳ）、コンテンツ署名検証部５７２
は、コンテンツ復号部５６１へ復号中止の指示を出力する。そして、端末装置５００は、
コンテンツの再生処理を終了する。
【０２２３】
　一方、リボーク日時が署名日時よりも新しい場合、コンテンツ署名検証部５７２は、署
名装置がリボーク対象ではないと判断する（ステップＳ１０５：ＮＯ）。
【０２２４】
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　ステップＳ１０５でＮＯの場合には、第２再生判断部５７３は、コンテンツ署名読出部
５７０から受け取ったコンテンツ署名１４１０のハッシュテーブル領域１４０１－１に記
載されているハッシュ値を読み出す（ステップＳ１０６）。
【０２２５】
　コンテンツ読出部５６０は、記録媒体装置６００からコンテンツを読出し、読み出した
コンテンツを、第２再生判断部５７３及びコンテンツ復号部５６１へ出力する（ステップ
Ｓ１０７）。
【０２２６】
　第２再生判断部５７３は、コンテンツ読出部５６０から受け取ったコンテンツを５個の
部分コンテンツに分割する。そしてそれぞれの部分コンテンツのハッシュ値を計算する（
ステップＳ１０８）。第２再生判断部５７３は、計算されたハッシュ値と、コンテンツ署
名１４１０のハッシュテーブル領域１４０１－１のハッシュ値とを比較することにより、
記録媒体装置６００から読み出したコンテンツが正当なコンテンツであるか検証する（ス
テップＳ１０９）。５個のハッシュ値のうち少なくとも１つが一致しない場合（ステップ
Ｓ１０９：ＮＯ）、第２再生判断部５７３は、コンテンツ復号部５６１へ復号中止の指示
を出力する。そして、端末装置５００は、コンテンツの再生処理を終了する。
【０２２７】
　一方、５個のハッシュ値全てが一致する場合（ステップＳ１０９：ＹＥＳ）、第３再生
判断部５７４は、ＵＲ読出部５５５から受け取った処理済みＵＲ１４４０が正規のコンテ
ンツ署名を用いて加工されたものであるか否かを確認する。具体的には、まず、第３再生
判断部５７４は、処理済みＵＲ１４４０のコンテンツ署名ハッシュ値領域１４２６からコ
ンテンツ署名ハッシュ値を抽出する（ステップＳ１１０）。
【０２２８】
　次にコンテンツ署名１４１０のハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値と、処理済
みＵＲ１４４０のコンテンツ署名ハッシュ値領域１４２６に記載されたハッシュ値とを比
較する。ハッシュ値が一致しない場合（ステップＳ１１１：ＮＯ）、第３再生判断部５７
４は、コンテンツ復号部５６１へ復号中止の指示を出力する。そして、端末装置５００は
、コンテンツの再生処理を終了する。
【０２２９】
　一方、ハッシュ値が一致する場合（ステップＳ１１１：ＹＥＳ）、タイトル鍵再演算部
５５６は、ＵＲ読出部５５５から受け取った処理済みＵＲ１４４０のハッシュ値を計算す
る（ステップＳ１１２）。
【０２３０】
　次に、データ送信・ＭＡＣ受信部５５１は、コンテンツ署名読出部５７０から受け取っ
たコンテンツ署名１４１０のオーナーＩＤ領域１４０１－２からオーナーＩＤを読み出し
、読出したオーナーＩＤを記録媒体装置６００へ暗号復号部５３２を経由して送信する（
ステップＳ１１３）。そして、データ送信・ＭＡＣ受信部５５１は、その応答してオーナ
ーＩＤのＭＡＣを記録媒体装置６００から受信したか否かを確認する（ステップＳ１１４
）。
【０２３１】
　データ送信・ＭＡＣ受信部５５１は、記録媒体装置６００からオーナーＩＤのＭＡＣを
受信しなかった場合（ステップＳ１１４：ＮＯ）、コンテンツ復号部５６１へ復号中止の
指示を出力する。そして、端末装置５００は、コンテンツの再生処理を終了する。一方、
オーナーＩＤのＭＡＣを受信した場合（ステップＳ１１４：ＹＥＳ）、データ送信・ＭＡ
Ｃ受信部５５１は、受信したオーナーＩＤのＭＡＣをタイトル鍵再演算部５５６へ出力す
る。
【０２３２】
　タイトル鍵再演算部５５６は、コンテンツ署名１４１０のハッシュ値及びオーナーＩＤ
のＭＡＣを結合したデータと、演算タイトル鍵受信部５５０から受け取った演算タイトル
鍵（ＸＯＲｅｄタイトル鍵）との排他的論理和（ＸＯＲ）を計算することにより、タイト
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ル鍵を算出する（ステップＳ１１５）。
【０２３３】
　第１再生判断部５５８は、算出されたタイトル鍵と記録媒体装置ＩＤとから記録媒体装
置ＩＤのＭＡＣを算出する（ステップＳ１１６）。記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ読出部５５
７は、記録媒体装置６００から記録媒体装置ＩＤのＭＡＣを読み出し、第１再生判断部５
５８へ出力する。第１再生判断部５５８は、この記録媒体装置６００から読み出されたＭ
ＡＣとステップＳ１１６で算出したＭＡＣとが一致するか否か判断する（ステップＳ１１
７）。
【０２３４】
　両ＭＡＣが一致しない場合（ステップＳ１１７：ＮＯ）、第１再生判断部５５８は、コ
ンテンツ復号部５６１へ復号中止の指示を出力する。そして、端末装置５００は、コンテ
ンツの再生処理を終了する。
【０２３５】
　一方、両ＭＡＣが一致する場合（ステップＳ１１７：ＹＥＳ）、コンテンツ復号部５６
１は、タイトル鍵を復号鍵として用い、コンテンツに復号アルゴリズムＤを施してコンテ
ンツを復号する（ステップＳ１１８）。
【０２３６】
　コンテンツ再生部５８０は、コンテンツをデコードして表示デバイスに出力する（ステ
ップＳ１１９）。
＜１－１５．記録媒体装置６００の構成＞
　記録媒体装置６００は、端末装置５００に接続して用いるＳＤカードである。
【０２３７】
　図２２は、記録媒体装置６００の主要部の機能構成を示すブロック図である。
【０２３８】
　図２２に示すように、記録媒体装置６００は、記憶部６０１とコントローラー６０２を
含む構成である。なお、コントローラー６０２は、コントローラー製造業者により製造さ
れたＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ）デバイスであり、内部
処理はセキュアに守られ、外部から情報を読み出すことができない。
【０２３９】
　以下、各機能構成について説明する。
（１）記憶部６０１
　記憶部６０１は、フラッシュメモリ製造業者により製造されたフラッシュメモリである
。記憶部６０１へのデータの書き込み、及び記憶部６０１からのデータの読出しは、コン
トローラー６０２を介して行われる。具体的に、記憶部６０１は、システム領域６０３、
認証領域６０４及び通常領域６０５を含む。システム領域６０３は、コントローラー６０
２のみからアクセス（データの読出し及び書込み）が可能であり、コントローラー６０２
の外部からはアクセスが不可能な領域である。認証領域６０４は、アクセスするためには
、コントローラー６０２を介した認証処理が必要な領域である。通常領域６０５は、認証
処理を必要とせずコントローラー６０２を介して外部から自由にアクセス可能な領域であ
る。
【０２４０】
　（１．１）システム領域６０３
　システム領域６０３は、記録媒体装置秘密鍵・証明書格納部６１０、ルート公開鍵格納
部６１１及び記録媒体装置ＩＤ格納部６５０を含む。
【０２４１】
　記録媒体装置秘密鍵・証明書格納部６１０は、鍵発行装置２００が発行した記録媒体装
置秘密鍵及び記録媒体装置証明書１０４０を記憶するための領域を備えている。
【０２４２】
　ルート公開鍵格納部６１１は、鍵発行装置２００が発行したルート公開鍵を記憶するた
めの領域を備えている。
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【０２４３】
　記録媒体装置ＩＤ格納部６５０は、記録媒体装置製造者により、記録媒体装置製造時に
格納される、記録媒体装置を識別するための記録媒体装置ＩＤを記憶するための領域を備
えている。
【０２４４】
　（１．２）認証領域６０４
　認証領域６０４は、演算タイトル鍵格納部６４０を含む。演算タイトル鍵格納部６４０
は、鍵配信装置４００が生成して配信した演算タイトル鍵を記憶するための領域を備えて
いる。上述したように、認証領域６０４にアクセスするためには、コントローラー６０２
による認証処理が必要である。そのため、演算タイトル鍵の書き込み及び読出しは、必ず
相互認証部６２０及び暗号復号部６３０を介して行われる。
【０２４５】
　（１．３）通常領域６０５
　通常領域６０５は、リボーク情報・ＭＳＧ格納部６２２、コンテンツ格納部６６０、Ｕ
Ｒ格納部６７０、記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ格納部６８０、及びコンテンツ署名格納部６
９０を含む。
【０２４６】
　リボーク情報・ＭＳＧ格納部６２２は、鍵発行装置２００から受信したリボーク情報１
２００と、端末装置がリボーク対象と判断されたときに端末装置のユーザーに告知するた
めの告知メッセージを記憶するための領域を備えている。
【０２４７】
　コンテンツ格納部６６０は、コンテンツ配信装置３００から配信されるコンテンツを記
憶するための領域を備えている。
【０２４８】
　ＵＲ格納部６７０は、鍵配信装置４００から配信される処理済みＵＲ１４４０を記憶す
るための領域を備えている。
【０２４９】
　記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ格納部６８０は、鍵配信装置４００から配信される、コンテ
ンツのタイトル鍵と当該記録媒体装置ＩＤとを用いて演算された記録媒体装置ＩＤのＭＡ
Ｃを記憶するための領域を備えている。
【０２５０】
　コンテンツ署名格納部６９０は、署名装置７００が署名し、鍵配信装置４００から配信
されるコンテンツ署名１４１０を記憶するための領域を備えている。
（２）コントローラー６０２
　コントローラー６０２は、相互認証部６２０、暗号復号部６３０、読出書込部６３５、
リボーク判断部６２１、及びＭＡＣ処理部６５５を含む。
【０２５１】
　相互認証部６２０は、鍵配信装置４００との間で相互認証処理を行い、共通鍵ＢＫ２を
共有する。また、相互認証部６２０は、端末装置５００との間で相互認証処理を行い、共
通鍵ＢＫ３を共有する。相互認証処理及び鍵交換処理については図１５及び図１６を用い
て既に説明したので、ここでは説明を省略する。
【０２５２】
　暗号復号部６３０は、鍵配信装置４００と共有した共通鍵ＢＫ２を用いて、鍵配信装置
４００との間で送受信されるデータを暗号化したり復号したりする。同様に、暗号復号部
６３０は、端末装置５００と共有した共通鍵ＢＫ３を用いて、端末装置５００との間で送
受信されるデータを暗号化したり復号したりする。具体的にコンテンツの記録時において
、暗号復号部６３０は、鍵配信装置４００から送信された暗号化演算タイトル鍵を、端末
装置５００の演算タイトル鍵伝送部５２７を介して受信する。そして、暗号復号部６３０
は、受信した暗号化演算タイトル鍵を復号して演算タイトル鍵格納部６４０に書き込む。
【０２５３】
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　また、コンテンツ再生時において、暗号復号部６３０は、演算タイトル鍵格納部６４０
に格納されている演算タイトル鍵を読み出して暗号化し、端末装置５００へ送信する。
【０２５４】
　読出書込部６３５は、通常領域６０５からのデータの読出し、及び、通常領域６０５へ
のデータの書き込みを行う。
【０２５５】
　リボーク判断部６２１は、暗号復号部６３０を介して、端末装置５００から、端末装置
ＩＤと、オーナーＩＤとを受け取り、リボーク情報・ＭＳＧ格納部６２２に格納されてい
るリボーク情報１２００を参照し、端末装置ＩＤと、オーナーＩＤに基づいて端末装置５
００がリボーク対象の端末装置であるか否かを判定する。
【０２５６】
　なお、この確認に先だってコンテンツ記録処理において、リボーク情報・ＭＳＧ格納部
６２２に格納しているリボーク情報１２００と、接続している鍵配信装置４００の格納し
ているリボーク情報とを比較し、鍵配信装置４００に格納されているリボーク情報が自装
置に格納しているリボーク情報より新しければ、自装置のリボーク情報を鍵配信装置４０
０の格納しているリボーク情報に更新する。また、コンテンツ再生処理において、リボー
ク情報・ＭＳＧ格納部６２２に格納しているリボーク情報１２００と、接続している端末
装置５００の格納しているリボーク情報とを比較し、端末装置５００に格納されているリ
ボーク情報が自装置に格納しているリボーク情報より新しければ、自装置のリボーク情報
を端末装置５００の格納しているリボーク情報に更新する。リボーク情報の新旧は、それ
ぞれのリボーク情報の署名領域に記載されている署名日時を比較することで判断する。
【０２５７】
　ＭＡＣ処理部６５５は、コンテンツの記録処理において、リボーク判断部６２１が、端
末装置５００がリボーク対象の端末装置でないと判定した場合、オーナーＩＤを記録媒体
装置秘密鍵・証明書格納部に格納されている記録媒体装置の秘密鍵とオーナーＩＤを用い
てオーナーＩＤのＭＡＣを算出し、暗号復号部６３０を介して鍵配信装置４００に送信す
る。
【０２５８】
　また、ＭＡＣ処理部６５５は、コンテンツの再生処理において、リボーク判断部６２１
が、端末装置５００がリボーク対象の端末装置でないと判定した場合、オーナーＩＤを記
録媒体装置秘密鍵・証明書格納部に格納されている記録媒体装置の秘密鍵とオーナーＩＤ
を用いてオーナーＩＤのＭＡＣを算出し、暗号復号部６３０を介して端末装置５００に送
信する。
＜１－１６．コンテンツ記録処理の動作＞
　図２３は記録媒体装置６００によるコンテンツ記録処理の動作を示すフローチャートで
ある。なお、記録媒体装置６００には、予め、ルート公開鍵、記録媒体装置秘密鍵、記録
媒体装置証明書１０４０、及び記録媒体装置ＩＤが格納されている。
【０２５９】
　相互認証部６２０は、端末装置５００と相互認証を行い、端末装置５００の正当性を確
認し、相互認証処理の途中で受信した端末装置証明書１０３０から端末装置ＩＤを取得す
る。また、相互認証部は、共通鍵ＢＫ３を生成し、端末装置５００と共通鍵ＢＫ３を共有
する（ステップＳ１３０）。
【０２６０】
　更に、相互認証部６２０は、鍵配信装置４００と相互認証を行い、鍵配信装置４００の
正当性を確認し、相互認証処理の途中で受信した鍵配信装置証明書１０２０から鍵配信装
置ＩＤを取得する。また、相互認証部は、共通鍵ＢＫ２を生成し、鍵配信装置４００と共
通鍵ＢＫ２を共有する（ステップＳ１３１）。
【０２６１】
　リボーク判断部６２１は、リボーク情報・ＭＳＧ格納部６２２からリボーク情報１２０
０を読み出す。また、鍵配信装置４００から鍵配信装置４００が格納しているリボーク情
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報を、暗号復号部６３０を介して受け取る。両リボーク情報を比較して、自装置のリボー
ク情報１２００の方が新しいか否かを確認する（ステップＳ１３２）。具体的には、両リ
ボーク情報の署名領域１２５０に含まれる署名日時を比較し、自装置のリボーク情報１２
００の署名日時が鍵配信装置４００からのリボーク情報の署名日時より新しければ、自装
置のリボーク情報１２００の方が新しいと判断する。自装置のリボーク情報が古い場合（
ステップＳ１３２：ＮＯ）は、リボーク判断部６２１は、自装置のリボーク情報を鍵配信
装置４００から受け取ったリボーク情報に更新し、リボーク情報・ＭＳＧ格納部６２２に
格納する（ステップＳ１３３）。一方、自装置のリボーク情報が新しい場合（ステップＳ
１３２：ＹＥＳ）、ステップＳ１３３のリボーク情報の更新を行わない。
【０２６２】
　次に、リボーク判断部６２１は、鍵配信装置４００がリボーク対象であるか否かを調べ
る。具体的にはリボーク情報に含まれるリボーク対象装置のリストに鍵配信装置ＩＤと一
致するものがあるかを調べる。一致するものがある場合には、リボーク対象の鍵配信装置
と判定する（ステップＳ１３４）。ステップＳ１３４でＹＥＳの場合は、コンテンツ記録
処理を終了する。
【０２６３】
　一方、ステップＳ１３４でＮＯの場合、ＭＡＣ処理部６５５は、鍵配信装置４００から
暗号復号部６３０を介して、オーナーＩＤ受信する。
【０２６４】
　次に、ＭＡＣ処理部６５５は、記録媒体装置秘密鍵・証明書格納部に格納されている記
録媒体装置秘密鍵と、オーナーＩＤとを用いて、オーナーＩＤのＭＡＣを算出する（ステ
ップＳ１３６）。ＭＡＣ処理部６５５は、算出したオーナーＩＤのＭＡＣを、暗号復号部
６３０を介して鍵配信装置４００に送信する（ステップＳ１３７）。
【０２６５】
　読出書込部６３５は、端末装置５００を介してコンテンツ配信装置３００からコンテン
ツを受信してコンテンツ格納部６６０に格納する。また、鍵配信装置４００から処理済み
ＵＲ１４４０を、端末装置５００を介して受信し、ＵＲ格納部６７０に格納する（ステッ
プＳ１３８）。更に、読出書込部６３５は、鍵配信装置４００から端末装置５００を介し
てコンテンツ署名１４１０を受信し、コンテンツ署名格納部６９０に格納する（ステップ
Ｓ１３９）。
【０２６６】
　読出書込部６３５は、鍵配信装置４００から端末装置５００を介して記録媒体装置ＩＤ
のＭＡＣを受信し、記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ格納部６８０に格納する（ステップＳ１４
０）。
【０２６７】
　暗号復号部６３０は、鍵配信装置４００から共通鍵ＢＫ２で暗号化された演算タイトル
鍵を受信し、受信した暗号化された演算タイトル鍵を復号し、演算タイトル鍵格納部６４
０に格納する（ステップＳ１４１）。
＜１－１７．コンテンツ再生処理の動作＞
　図２４は記録媒体装置６００によるコンテンツ再生処理の動作を示すフローチャートで
ある。なお、記録媒体装置６００には、予め、ルート公開鍵、記録媒体装置秘密鍵、記録
媒体装置証明書１０４０、及び記録媒体装置ＩＤが格納されている。
【０２６８】
　相互認証部６２０は、端末装置５００と相互認証を行い、端末装置５００の正当性を確
認し、相互認証処理の途中で受信した端末装置証明書１０３０から端末装置ＩＤを取得す
る（ステップＳ１５０）。
【０２６９】
　リボーク判断部６２１は、リボーク情報・ＭＳＧ格納部６２２からリボーク情報１２０
０を読み出す。また、端末装置５００から端末装置５００が格納しているリボーク情報を
、暗号復号部６３０を介して受け取る。両リボーク情報を比較して、自装置のリボーク情
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報１２００の方が新しいか否かを確認する（ステップＳ１５１）。具体的には、両リボー
ク情報の署名領域１２５０に含まれる署名日時を比較し、自装置のリボーク情報１２００
の署名日時が端末装置５００からのリボーク情報の署名日時より新しければ、自装置のリ
ボーク情報１２００の方が新しいと判断する。自装置のリボーク情報が古い場合（ステッ
プＳ１５１：ＮＯ）は、リボーク判断部６２１は、自装置のリボーク情報を端末装置５０
０から受け取ったリボーク情報に更新し、リボーク情報・ＭＳＧ格納部６２２に格納する
（ステップＳ１５２）。一方、自装置のリボーク情報が新しい場合（ステップＳ１５１：
ＹＥＳ）、ステップＳ１５２のリボーク情報の更新を行わない。
【０２７０】
　次に、リボーク判断部６２１は、端末装置５００がリボーク対象であるか否かを調べる
。具体的にはリボーク情報に含まれるリボーク対象装置のリストに端末装置ＩＤと一致す
るものがあるかを調べる。一致するものがある場合には、リボーク対象の端末装置と判定
する（ステップＳ１５３）。なお、ここで参照するリボーク対象のリストは、図４で示さ
れるリボーク情報１２００のオーナーＩＤ１２２３までに記載されているリストと比較す
る。
【０２７１】
　ステップＳ１５３でＹＥＳの場合は、読出書込部６３５は、リボーク情報・ＭＳＧ格納
部６２２から、ユーザーにリボークされた旨を告知するためのＭＳＧを取り出して端末装
置５００に送信し、コンテンツ再生処理を終了する（ステップＳ１５９）。
【０２７２】
　一方ステップＳ１５３でＮＯの場合は、読出書込部６３５は、処理済みＵＲ１４４０を
Ｒ格納部から読出し、端末装置５００へ出力する（ステップＳ１５４）。
【０２７３】
　読出書込部６３５は、コンテンツ署名格納部６９０からコンテンツ署名１４１０を読出
し、端末装置５００へ出力する（ステップＳ１５５）。
【０２７４】
　更に、読出書込部６３５は、記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ格納部６８０から記録媒体装置
ＩＤのＭＡＣを読出し、端末装置５００へ出力する（ステップＳ１５６）。
【０２７５】
　次に、暗号復号部６３０は、共通鍵ＢＫ３で暗号化されたオーナーＩＤを記録媒体装置
６００から受信し、受信した暗号化されたオーナーＩＤを復号し、リボーク判断部６２１
に出力する（ステップＳ１５７）。
【０２７６】
　リボーク判断部６２１は、オーナーＩＤと端末装置ＩＤとに基づいて、端末装置がリボ
ーク対象の端末装置であるか否かを判断する（ステップＳ１５８）。具体的には、リボー
ク情報１２００のオーナーＩＤ１２２３以降に記述されているリボークリストを参照し、
まずオーナーＩＤ１２２３に記述されているオーナーＩＤと端末装置５００から受信した
オーナーＩＤが一致するか否かを確認する。両オーナーＩＤが一致する場合には、このオ
ーナーＩＤ以降に記述されているリボークリストを参照し、一致する端末装置ＩＤがある
か否かを確認する。一致する端末装置がある場合には、更に、コンテンツ署名１４１０の
署名日時領域１４０３と、リボーク情報１２００内で端末装置ＩＤと対応付けて記載され
ているリボーク日時とを比較する。リボーク日時が署名日時よりも古い場合は、端末装置
５００がリボーク対象と判断する。一方、リボーク日時が署名日時より新しい場合は、リ
ボーク対象でないと判断する。
【０２７７】
　リボーク判断部６２１で端末装置５００がリボーク対象と判断した場合（ステップＳ１
５８：ＹＥＳ）には、ステップＳ１５９の処理を行う。一方、端末装置５００がリボーク
対象ではない判断した場合（ステップＳ１５８：ＮＯ）、リボーク判断部６２１は、ＭＡ
Ｃ処理部６５５にオーナーＩＤを出力し、ＭＡＣ処理部６５５は、オーナーＩＤと記録媒
体装置６００の秘密鍵とを用いてオーナーＩＤのＭＡＣを算出する（ステップＳ１６０）



(38) JP 5981923 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

。ＭＡＣ処理部６５５は、算出したオーナーＩＤのＭＡＣを、暗号復号部６３０を介して
端末装置５００へ送信する（ステップＳ１６１）。
【０２７８】
　次に、暗号復号部６３０は、演算タイトル鍵格納部６４０から演算タイトル鍵を読出し
、読み出した演算タイトル鍵を共通鍵ＢＫ３で暗号化し端末装置５００へ送信する（ステ
ップＳ１６２）。
【０２７９】
　読出書込部６３５は、コンテンツ格納部６６０からコンテンツを読出し、端末装置５０
０へ送信する（ステップＳ１６３）。
＜１－１８．署名装置７００の構成＞
　署名装置７００は、鍵配信装置４００からコンテンツ識別情報を受信し、コンテンツ識
別情報に対して正当な署名鍵で署名を施してコンテンツ署名を生成し、生成したコンテン
ツ署名を鍵配信装置４００に返送するコンテンツ署名生成処理を行う。
【０２８０】
　図２５は、署名装置７００の機能的な構成を示すブロック図である。
【０２８１】
　図２５に示すように、署名装置７００は、署名装置秘密鍵・証明書受信部７１０、署名
装置秘密鍵・証明書格納部７１１、コンテンツ識別情報受信部７５０、署名部７５１及び
コンテンツ署名送信部７５２を含む構成である。
【０２８２】
　なお、署名装置７００は、ＣＰＵ、メモリ、二次記憶ユニット（例えば、ハードディス
ク）、ネットワーク接続ユニットなどから構成されるコンピュータシステムである。
【０２８３】
　ここで、署名装置秘密鍵・証明書格納部７１１は、二次記憶ユニット（例えば、ハード
ディスク）により構成されている。署名部７５１は、メモリに記憶されているコンピュー
タプログラムがＣＰＵで実行されることによりその機能が実現される。また、署名装置秘
密鍵・証明書受信部７１０、コンテンツ識別情報受信部７５０、及びコンテンツ署名送信
部７５２は、それぞれ、ネットワーク接続ユニットにより構成されている。
【０２８４】
　署名装置秘密鍵・証明書受信部７１０は、鍵発行装置２００から署名装置秘密鍵及び署
名装置証明書を受信する。
【０２８５】
　署名装置秘密鍵・証明書格納部７１１は、署名装置秘密鍵及び署名装置証明書を格納す
る。
【０２８６】
　コンテンツ識別情報受信部７５０は、鍵配信装置４００からコンテンツ識別情報１３０
０を受信する。
【０２８７】
　署名部７５１は、日時を計測している時計を内部に保持している。署名部７５１は、コ
ンテンツ識別情報受信部７５０からコンテンツ識別情報１３００を受け取り、受け取った
コンテンツ識別情報１３００に署名データ等を付加してコンテンツ署名を生成する。署名
部７５１は、生成したコンテンツ署名を、コンテンツ署名送信部７５２へ出力する。
【０２８８】
　コンテンツ署名送信部７５２は、署名部７５１からコンテンツ署名を受け取り、受け取
ったコンテンツ署名を、コンテンツ識別情報１３００の送信元である鍵配信装置４００へ
送信する。
＜１－１９．署名処理の動作＞
　図２６は、署名装置７００によるコンテンツ署名生成処理の動作を示すフローチャート
である。
【０２８９】
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　署名装置７００は、コンテンツ署名生成処理に先立ち、鍵発行装置２００から署名装置
秘密鍵及び署名装置証明書１０５０を受信し、格納している。
【０２９０】
　コンテンツ識別情報受信部７５０は、鍵配信装置４００からコンテンツ識別情報１３０
０を受信する（ステップＳ１７０）。
【０２９１】
　署名部７５１は、コンテンツ識別情報１３００に対し、署名装置秘密鍵を署名鍵として
用いて、署名検証アルゴリズムＳを施すことにより、署名データを生成する（ステップＳ
１７１）。署名検証アルゴリズムＳの一例は、ＤＳＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｔｕ
ｒｅ　Ａｌｇｏｒｉｔｈｍ）である。
【０２９２】
　具体的には、署名部７５１は、ステップＳ１７０で受信したコンテンツ識別情報１３０
０を、コンテンツ識別情報領域１４０１に記載し、ステップＳ１７１で生成した署名デー
タを署名データ領域１４０２に記載する。次に、署名装置７００は、内部に保持している
時計から現在の日時を取得し、現在の日時を署名日時領域１４０３に記載する。そして、
署名装置７００は、署名装置証明書領域１４０４に署名装置証明書１０５０を記載して、
コンテンツ署名１４００を生成する。
【０２９３】
　コンテンツ署名送信部７５２は、ステップＳ１７１で生成されたコンテンツ署名１４０
０を、鍵配信装置４００へ送信する（ステップＳ１７２）。
＜１－２０．まとめ＞
　鍵配信装置４００は、記録媒体装置６００に格納されるコンテンツのタイトル鍵を配信
する際に、コンテンツ提供者を特定するためのオーナーＩＤを記録媒体装置６００の秘密
鍵で演算したオーナーＩＤのＭＡＣと格納するコンテンツの処理済みＵＲ１４２０のハッ
シュ値とを結合したデータとタイトル鍵との排他的論理和（ＸＯＲ）を計算して、演算タ
イトル鍵（ＸＯＲｅｄタイトル鍵）を生成して、記録媒体装置６００に送信する。
【０２９４】
　リボーク情報１２００には、オーナーＩＤ毎にリボークされるべき装置を記述したリボ
ークリストの領域があるので、記録媒体装置６００は、端末装置５００がコンテンツを再
生する際には、リボーク情報のオーナーＩＤ毎のリボークリストを参照し、コンテンツの
コンテンツ署名に記載されているオーナーＩＤに基づいて端末装置５００がリボーク対象
の端末装置であるか否かを確認する。
【０２９５】
　記録媒体装置６００は、リボーク情報のオーナーＩＤ毎のリボークリストに端末装置５
００の端末装置ＩＤと一致するＩＤがある場合には、オーナーＩＤのＭＡＣを端末装置５
００に出力しない。このため、端末装置５００は、演算タイトル鍵を記録媒体装置６００
から読み出しても、オーナーＩＤのＭＡＣを得られなければ、演算タイトル鍵を逆演算す
ることができないので、タイトル鍵を得ることができない。
【０２９６】
　また、もし、端末装置５００が、再生しようとするコンテンツのオーナーＩＤとは異な
ったオーナーＩＤを記録媒体装置６００に送り、記録媒体装置６００でリボーク対象の装
置と判断されることを回避した場合は、記録媒体装置６００は、異なったオーナーＩＤの
ＭＡＣを端末装置５００に出力することになる。このため、異なったオーナーＩＤのＭＡ
Ｃを用いて演算タイトル鍵を逆演算しても正規のタイトル鍵を得ることはできない。
【０２９７】
　従って、端末装置５００は、コンテンツを復号できるタイトル鍵を得ることができない
のでコンテンツを復号することができない。このようにして、記録媒体装置６００は、不
正な端末装置でのコンテンツの再生を抑制することができる。
＜２．実施の形態２＞
＜２－１．概要＞
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　本発明に係る実施の形態２におけるコンテンツ配信システムの基本的な全体構成は図１
で示される実施の形態１のコンテンツ配信システム１と同じである。本実施の形態のコン
テンツ配信システムは、コンテンツ制作装置１００、鍵発行装置２００、コンテンツ配信
装置３００ｂ、鍵配信装置４００ｂ、端末装置５００ｂ、記録媒体装置６００、署名装置
７００を含む構成である。
【０２９８】
　実施の形態１では、コンテンツの記録時において、コンテンツ配信装置３００が暗号化
されたコンテンツを端末装置５００に配信し、鍵配信装置４００が演算タイトル鍵を記録
媒体装置６００に配信したのに対し、本実施の形態では、コンテンツ配信装置３００ｂが
平文コンテンツを端末装置５００ｂに配信し、鍵配信装置４００ｂが平文タイトル鍵を記
録媒体装置６００へ配信する。端末装置５００ｂが記録媒体装置６００から平文タイトル
鍵を読み出し、読み出したタイトル鍵を用いて暗号化したコンテンツを生成して、記録媒
体装置６００に記録する点が異なる。
【０２９９】
　以下、実施の形態１と同じ構成については同じ符号を用い、実施の形態１と異なる点を
重点的に説明する。
＜２－２．鍵配信装置４００ｂの構成＞
　図２７は、鍵配信装置４００ｂの機能的な構成を示すブロック図である。
【０３００】
　鍵配信装置４００ｂは、図１２の鍵配信装置４００の構成に加えて、タイトル鍵生成部
４３２と、平文タイトル鍵送信部４３１とを更に備え、鍵配信装置４００のタイトル鍵・
コンテンツ識別情報受信部４２１の代わりにコンテンツ識別情報受信部４３３を備える。
【０３０１】
　図１２の鍵配信装置４００と共通の構成については説明を省略する。
【０３０２】
　タイトル鍵生成部４３２は、１２８ビットの乱数を生成し、生成した乱数をタイトル鍵
とする。生成したタイトル鍵は平文タイトル鍵送信部４３１及びタイトル鍵演算部に出力
される。
【０３０３】
　平文タイトル鍵送信部４３１は、暗号復号部４４１を介して記録媒体装置６００へ平文
タイトル鍵を送信する。
＜２－３．鍵配信処理の動作＞
　図２８は、鍵配信装置４００ｂによる鍵配信処理の動作を示すフローチャートである。
【０３０４】
　鍵配信装置４００ｂは、鍵配信処理に先立ち、鍵発行装置２００からルート公開鍵を受
信し、格納している。また、鍵配信装置４００ｂは、鍵発行装置２００から鍵配信装置秘
密鍵及び鍵配信装置証明書を受信し、格納している。また、鍵配信装置４００ｂは、コン
テンツ制作装置１００から、ＵＲとコンテンツ識別情報１３００とを受信し、格納してい
る。
【０３０５】
　以下の処理は、鍵配信装置４００ｂが端末装置５００ｂからタイトル鍵の送信要求を受
け取った場合に実行される。
【０３０６】
　図２８のフローチャートにおいてステップＳ２００～ステップＳ２１１までのステップ
は図１７のフローチャートにおけるステップＳ５０～ステップＳ６１までの処理と同様な
ので説明を省略する。
【０３０７】
　ステップＳ２１１の処理が完了すると次に、タイトル鍵生成部４３２は、タイトル鍵（
平文タイトル鍵）を生成する（ステップＳ２１２）。
【０３０８】
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　タイトル鍵生成部４３２は、生成した平文タイトル鍵を平文タイトル鍵送信部に出力し
、平文タイトル鍵送信部４３１は暗号復号部４４１を介して、平文タイトル鍵を記録媒体
装置６００へ送信する。なお、平文タイトル鍵は、暗号復号部４４１によって共通鍵ＢＫ
２で暗号化されて記録媒体装置６００へ送信される（ステップＳ２１３）。
【０３０９】
　ステップＳ２１４以降の処理は、図１７のフローチャートのステップＳ６３～ステップ
Ｓ７２の処理と同じなので、ここでは説明を省略する。なお、ステップＳ２１９で送信さ
れる演算タイトル鍵は、記録媒体装置６００において、先にステップＳ２１３で送信した
平文タイトル鍵を記録している領域に上書きされ、記録媒体装置６００から平文タイトル
鍵は削除される。
＜２－４．端末装置５００ｂの構成＞
　 端末装置５００ｂの構成は、基本的には、端末装置５００と同じである。
【０３１０】
　図２９は、端末装置５００ｂの受信及び書込み処理の際の主要部の機能構成を示すブロ
ック図である。端末装置５００との違いは、端末装置５００の構成に加えて、暗号部５２
１、平文タイトル鍵受信部５２３、及びコンテンツ識別情報生成部５２５を更に備える点
である。
【０３１１】
　端末装置５００と共通の構成については、同一の符号を付し、ここでは説明を省略する
。
【０３１２】
　暗号部５２１は、コンテンツ受信部５２０がコンテンツ配信装置３００ｂから受け取っ
た平文コンテンツを、平文タイトル鍵受信部５２３が受信した平文タイトル鍵を使って暗
号化する。
【０３１３】
　平文タイトル鍵受信部５２３は、記録媒体装置６００から暗号復号部５３２を介して、
記録媒体装置６００が格納している平文タイトル鍵を読み出す。なお、記録媒体装置６０
０に格納されている平文タイトル鍵は、記録媒体装置６００において共通鍵ＢＫ３で暗号
化されて送信され、暗号復号部５３２で共通鍵ＢＫ３を用いて復号されて平文タイトル鍵
受信部に出力される。
【０３１４】
　コンテンツ識別情報生成部５２５は、暗号部５２１が暗号化したコンテンツからコンテ
ンツ識別情報１３００を生成し、鍵配信装置４００に生成したコンテンツ識別情報１３０
０を送信する。
＜２－５．コンテンツ記録処理の動作＞
　図３０は、端末装置５００ｂによるコンテンツ記録処理の動作を示すフローチャートで
ある。なお、端末装置５００ｂには、予め、ルート公開鍵、端末装置秘密鍵、及び端末装
置証明書１０３０が格納されている。
【０３１５】
　相互認証部５３０は、記録媒体装置６００と相互認証を行い、記録媒体装置６００の正
当性を確認する。記録媒体装置ＩＤ取得部５３１は、相互認証処理の途中で受信した記録
媒体装置証明書１０４０から記録媒体装置ＩＤを取得する（ステップＳ１８０）。
【０３１６】
　端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５は、コンテンツ配信装
置３００へ、自装置の端末装置ＩＤと自装置に接続している記録媒体装置６００へ記録す
るコンテンツのコンテンツＩＤを送信する（ステップＳ１８１）。
【０３１７】
　平文タイトル鍵受信部５２３は、暗号復号部５３２を介して鍵配信装置４００から平文
タイトル鍵を受信する（ステップＳ１８２）。
【０３１８】
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　次に、コンテンツ受信部５２０は、コンテンツ配信装置３００から平文コンテンツを受
信する（ステップＳ１８３）。
【０３１９】
　暗号部５２１は、暗号化アルゴリズムにより、平文タイトル鍵を用いて、平文コンテン
ツを暗号化して暗号化されたコンテンツを生成する（ステップＳ１８４）。ここで、暗号
化アルゴリズムは、秘密鍵暗号方式による暗号化アルゴリズムである。暗号化アルゴリズ
ムは、一例として、ＡＥＳによるものである。
【０３２０】
　コンテンツ書込部５２２は、暗号化されたコンテンツを記録媒体装置６００に書き込む
（ステップＳ１８５）。
【０３２１】
　次に、コンテンツ識別情報生成部は、暗号部５２１で暗号化されたコンテンツから、当
該コンテンツを一意に識別するコンテンツ識別情報１３００を生成し、生成したコンテン
ツ識別情報１３００を鍵配信装置４００へ送信する（ステップＳ１８６）。コンテンツ識
別情報１３００は、既に説明したのでここでは、説明を省略する。
【０３２２】
　端末装置ＩＤ・コンテンツＩＤ通知・ＭＳＧ受信・提示部５１５は、鍵配信装置４００
へ端末装置ＩＤ及びコンテンツＩＤを送信する（ステップＳ１８７）。
【０３２３】
　ステップＳ１８８～ステップＳ１９７の処理は、図２０のフローチャートのステップＳ
８６～ステップＳ９５の処理と同じなので、ここでは、説明を省略する。
【０３２４】
　以上の処理により、端末装置で平文コンテンツを鍵配信装置から受信した平文タイトル
鍵を用いて暗号化したコンテンツを接続する記録媒体装置６００に格納し、その後に、鍵
配信装置４００で演算された演算タイトル鍵を記録媒体装置６００が受信して、平文タイ
トル鍵の代わりに演算タイトル鍵を格納することができる。
＜３．変形例＞
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、例示したコンテンツ配信システムを以下のよ
うに変形することも可能であり、本発明が上記の実施の形態で示した通りのコンテンツ配
信システムに限られないことは勿論である。
（１）実施の形態１では、鍵配信装置４００と署名装置７００とは、２つの独立した装置
であったが、一つの装置で実現してもよい。また、同様に鍵配信装置４００ｂと署名装置
７００とを一つの装置で実現してもよい。
（２）上記の実施形態では、コンテンツ制作装置１００とコンテンツ配信装置３００とは
、２つの独立した装置であったが、一つの装置で実現してもよい。
【０３２５】
　また、図９に示したコンテンツ配信装置３００に含まれるタイトル鍵生成部３３１、暗
号部３３２、コンテンツ識別情報生成部３４０及びタイトル鍵・コンテンツ識別情報送信
部３４１は、コンテンツ配信装置３００ではなく、コンテンツ制作装置１００に含まれ、
これらの機能ブロックによる機能がコンテンツ制作装置１００より実現される構成でもよ
い。
（３）リボーク情報１２００において、リボーク対象の装置と関連付ける情報は、オーナ
ーＩＤに限らない。通常のコンテンツと区別するための情報であれば何であってもよい。
例えば、オーナーに関する情報、コンテンツに関する情報、ユーザーに関する情報、端末
装置に関する情報、及びコンテンツ配信サービスに係る情報であってもよい。
【０３２６】
　オーナーに関する情報としては、例えばオーナーのグループを示す識別情報、オーナー
の名称、住所、電話番号などであってもよい。
【０３２７】
　コンテンツに関する情報としては、例えば、コンテンツを特定する情報、具体的には、
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コンテンツのタイプ情報、コンテンツＩＤ等の識別情報、コンテンツ識別情報そのもの、
コンテンツ識別情報のハッシュ値、コンテンツ署名そのもの、コンテンツ署名の署名部、
コンテンツ署名のハッシュ値、ＵＲそのもの、ＵＲのハッシュ値、乱数などの数字でこれ
をＵＲやコンテンツ署名に記録したものであってもよい。
【０３２８】
　ユーザーに関する情報としては、例えば、性別・年齢・家族等のユーザー種別、ユーザ
ーＩＤであってもよい。
【０３２９】
　端末装置に関する情報としては、例えば、端末装置・記録媒体装置等の端末の種別、端
末ＩＤであってもよい。
【０３３０】
　コンテンツ配信に係る情報としては、例えば、鍵配信端末のグループを示す識別情報、
鍵配信端末の種別、鍵配信端末の端末ＩＤであってもよい。
【０３３１】
　鍵配信装置４００は、オーナーＩＤの代わりに、このリボーク情報の装置と関連付ける
情報を端末装置５００、及び端末装置５００ｂに送信するようにする。これにより、リボ
ーク情報に関連付けられた識別情報に基づいて演算タイトル鍵の生成が可能となる。
（４）記録媒体装置６００が鍵配信装置から受信したオーナーＩＤに対して演算して返送
するデータは、ブロック暗号を使ったＭＡＣでなくてもよい。演算したデータが改ざんさ
れていないことが検証できるようなデータであればよい。例えば、署名でもよいし、Ｈａ
ｓｈ関数でもよし、ＡＥＳ暗号であってもよい。
【０３３２】
　また、記録媒体装置６００が演算に用いる鍵は記録媒体装置６００の秘密鍵としたが、
これに限らない。コントローラーが独自に持つ固有鍵であってもよいし、サーバが配信時
に与える鍵、数値であってもよい。
（５）実施の形態では、コンテンツ特定情報識別情報としてコンテンツを５つの部分に分
割したそれぞれの部分のハッシュを用いたが、部分ハッシュは５つに限らない。部分に分
割しなくてもよいし、５つ以外の複数に分割したハッシュを用いてもよい。
【０３３３】
　コンテンツの正当性検証の精度を上げるため、５つより多くの部分コンテンツからハッ
シュを計算してもよい。逆に、計算量を削減するために５つより少ない部分コンテンツか
らハッシュを計算してもよい。
（６）実施の形態では、告知メッセージ情報は、テキスト情報としたが、告知情報はテキ
スト情報に限定されるものではない。コンテンツ提供者の告知内容が伝えられればよく、
例えば、音声情報や画像情報であってもよい。
（７）鍵発行装置２００の入力部２１５は、コンテンツ提供者からリボークされた端末装
置ＩＤ、記録媒体装置ＩＤ、及び署名装置ＩＤを受け付けるとしたが、入力の受け付けは
、各装置ＩＤに限らない。リボークする装置が特定できる情報であればよい。例えば、リ
ボークされた端末装置、記録媒体装置、又は署名装置のモデルＩＤの入力を受け付けると
してもよい。ここで、モデルＩＤとは、端末装置、記録媒体装置、又は署名装置の種類を
識別する型番号である。また、リボークされた端末装置、記録媒体装置、又は署名装置に
割り当てられた公開鍵証明書を識別する識別情報の入力を受け付けるとしてもよい。
（８）実施の形態における鍵発行装置２００のルート鍵ペア生成部２１０は、楕円曲線暗
号による公開鍵暗号化方式でルート鍵ペア等の各装置の鍵ペアを生成するとしたが、鍵ペ
アの生成は、楕円曲線暗号による公開鍵暗号化方式でなくてもよい。公開鍵暗号化方式に
よる鍵ペアが生成できる方法であればよい。例えば、ＲＳＡ暗号による公開鍵暗号化方式
を用いて、秘密鍵及び公開鍵を生成するとしてもよい。
（９）上記の実施の形態では、記録媒体装置６００としてＳＤカードを具体例に用いて説
明した。しかし、記録媒体装置６００は、ＳＤカードに限定されない。記録媒体装置６０
０は、ＨＤＤのようなストレージデバイスと制御ＬＳＩとから構成されるデバイスでもよ
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い。また、記録媒体装置６００は、ＳＤカードのような脱着式のデバイスに限定されない
。携帯電話機、ｅＢｏｏｋ、ＮｅｔＢｏｏｋなどに内蔵された内蔵型メモリと制御ＬＳＩ
とから構成されるデバイスでもよい。
（１０）上記の実施形態の端末装置５００及び端末装置５００ｂは、例えば、ＰＣ、並び
に、スマートフォン、及びタブレット端末などの携帯端末でもよい。また、端末装置５０
０は、コンビニエンスストアなどの店舗に設置された所謂ＫＩＯＳＫ端末でもよい。また
、端末装置５００は、デジタルテレビ放送を受信する受信装置でもよい。端末装置５００
は、少なくともインターネットやテレビ放送網などのネットワークに接続可能な機器であ
り、ネットワークを介してコンテンツ、タイトル鍵、コンテンツ署名、ＵＲ等を取得し、
記録媒体装置６００に記録する機能を有していればよい。
（１１）上記の実施の形態では、端末装置５００及び端末装置５００ｂは、記録媒体装置
６００と相互認証を行う途中で、記録媒体装置ＩＤを取得する構成を有していた。しかし
、記録媒体装置ＩＤの取得方法はこれに限定されない。
【０３３４】
　例えば、記録媒体装置６００の認証領域６０４に記録媒体装置６００を一意に識別する
ための記録媒体装置ＩＤが格納されていてもよい。この場合、端末装置５００及び端末装
置５００ｂは、記録媒体装置６００と相互認証を行い、共通鍵ＢＫ３を共有した後に、記
録媒体装置６００から、記録媒体装置ＩＤが共通鍵ＢＫ３で暗号化された暗号化記録媒体
装置ＩＤを受信する。端末装置５００及び端末装置５００ｂは、受信した暗号化記録媒体
装置ＩＤを、共通鍵ＢＫ３で復号し、記録媒体装置ＩＤを取得する構成でもよい。
（１２）上記の実施の形態における鍵配信装置４００のコンテンツ署名受信部４２３は、
署名装置７００から受信したコンテンツ署名１４１０の検証を、以下のように行ってもよ
い。
【０３３５】
　コンテンツ署名受信部４２３は、リボーク情報・ＭＳＧ格納部４１３に格納されている
リボーク情報１２００を参照し、署名装置ＩＤがリボーク情報に記載されているか否か判
断する。署名装置ＩＤがリボーク情報１２００に記載されている場合、コンテンツ署名受
信部４２３は、コンテンツ署名１４１０に記載されている署名日時と、リボーク情報に記
載されているリボーク日時とを比較する。コンテンツ署名１４１０に記載されている署名
日時が、リボーク情報１２００に記載されているリボーク日時がよりも新しい場合は、コ
ンテンツ署名受信部４２３は、コンテンツ署名１４１０を無効であると判断する。
【０３３６】
　コンテンツ署名１４１０に記載されている署名日時がリボーク情報１２００に記載され
ているリボーク日時よりも古い場合、コンテンツ署名受信部４２３は、更に、コンテンツ
署名１４１０の署名日時が、コンテンツ署名１４１０を受信した日時から大幅にずれてい
ないか確認する。
【０３３７】
　一例として、署名日時と現在日時との間に４８時間以上の開きがないか確認する。確認
の結果、署名日時と現在日時との間に４８時間以上の開きがある場合、コンテンツ署名受
信部４２３は、受信したコンテンツ署名１４１０を無効であると判断する。
（１３）上記の実施の形態では、端末装置５００の第１再生判断部５５８は、記録媒体装
置６００のＩＤに基づき生成されたＭＡＣを用いて、コンテンツの再生可否を判断した。
しかし、再生可否の判断に用いる情報は、ＭＡＣに限定されない。例えば、演算タイトル
鍵と記録媒体装置の識別情報とをＸＯＲしたものを用いてもよい。また、演算タイトル鍵
と記録媒体装置の識別情報のハッシュ値とをＸＯＲしたものを用いてもよい。また、例え
ば、記録媒体装置６００の識別情報に鍵発行装置２００の署名を付与したものを用いても
よい。また、記録媒体装置６００の識別情報に鍵発行装置２００が署名を付与したものを
用いてもよい。この場合、端末装置５００は、ＸＯＲを計算したり、署名検証を行うこと
で、コンテンツの再生可否を判断することができる。
（１４）上記の実施の形態では、端末装置５００の第３再生判断部５７４は、コンテンツ
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署名１４１０のハッシュ値を計算し、計算されたハッシュ値と、処理済みＵＲのコンテン
ツ署名ハッシュ値領域に記載されたハッシュ値とを比較する構成を有していた。
【０３３８】
　しかし、この構成は一例である。第３再生判断部５７４は、コンテンツ署名１４１０を
特定する情報が正しく処理済みＵＲ１４４０に埋め込まれていることを確認できればよい
。
【０３３９】
　例えば、第３再生判断部５７４は、ＵＲ読出部５５５が読み出した処理済みＵＲ１４４
０の署名データ領域１４２５に記載されている署名データと、コンテンツ署名読出部５７
０が読み出したコンテンツ署名１４１０の署名データ領域１４０２に記載されている署名
データとが一致するか確認する構成でもよい。
（１５）上記の実施の形態では、第１再生判断部５５８、コンテンツ署名検証部５７２、
第２再生判断部５７３及び第３再生判断部５７４は、判断結果に応じて、コンテンツ復号
部５６１に対し、復号中止の指示を出力する構成を有していた。しかし、この構成は一例
である。
【０３４０】
　コンテンツの再生を抑制するために、第１再生判断部５５８、コンテンツ署名検証部５
７２、第２再生判断部５７３及び第３再生判断部５７４は、判断結果に応じて、コンテン
ツ再生部５８０に対し、デコード中止の指示を出力してもよい。
【０３４１】
　また、第１再生判断部５５８は、判断結果に応じて、コンテンツ読出部５６０に読出中
止の指示を出力してもよい。
（１６）上記の実施の形態では、コンテンツの一例は、ビデオデータ及びオーディオデー
タから構成される映画であると記載した。しかし、コンテンツは、映画に限定されないの
は勿論である。コンテンツは、ＪＰＥＧデータなどの静止画、コンピュータプログラム、
コンピュータゲーム、ビデオデータを含まない音楽コンテンツ、テキストデータなどでも
よい。
（１７）実施の形態で示した鍵配信処理及びコンテンツ再生処理を、鍵配信装置及び端末
装置のプロセッサ、及びそのプロセッサに接続された各種回路に実行させるための機械語
或いは高級言語のプログラムコードからなる制御プログラムを、記録媒体に記録すること
、又は各種通信路等を介して流通させ頒布することもできる。
このような記録媒体には、ＩＣカード、ハードディスク、光ディスク、フレキシブルディ
スク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等がある。
流通、頒布された制御プログラムはプロセッサに読み出され得るメモリ等に格納されるこ
とにより利用に供され、そのプロセッサがその制御プログラムを実行することにより上記
の実施の形態で示したような各機能が実現されるようになる。
【０３４２】
　なお、プロセッサは、制御プログラムを直接実行する他、コンパイルして実行或いはイ
ンタプリタにより実行してもよい。
（１８）実施の形態で示した各装置の各機能構成要素（一例として、記録媒体装置６００
のリボーク判断部６２１、ＭＡＣ処理部６５５、相互認証部６２０、暗号復号部６３０、
及び読出書込部６３５、端末装置５００の第１再生判断部５５８、第２再生判断部５７３
、第3再生判断部５７４、コンテンツ署名検証部５７２、タイトル鍵再演算部５５６、コ
ンテンツ復号部５６１、コンテンツ再生部５８０、及びＭＳＧ提示部、鍵配信装置４００
のタイトル鍵演算部４４０、リボーク確認部４１８、ＭＡＣ演算部４５１など）は、その
機能を実行する回路として実現されてもよいし、１又は複数のプロセッサによりプログラ
ムを実行することで実現されてもよい。
【０３４３】
　また、実施の形態で示した鍵配信装置及び端末装置は、ＩＣ、ＬＳＩその他の集積回路
のパッケージとして構成されるものとしてもよい。
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【０３４４】
　このパッケージは各種装置に組み込まれて利用に供され、これにより各種装置は、上記
の実施の形態で示したような各機能を実現するようになる。
（１９）上記の実施の形態及び上記の変形例を適宜組み合わせてもよい。
＜４．補足＞
　以下、更に本発明の一実施形態としての記録媒体装置、端末装置、及び鍵配信装置の構
成並びにその変形例と効果について説明する。
（１）本発明の一態様である記録媒体装置は、端末装置と接続し、当該端末装置で利用す
るコンテンツを記録する記録媒体装置であって、コンテンツを記録するコンテンツ記録手
段と、前記コンテンツそれぞれについてコンテンツ属性情報を記憶する属性情報記憶手段
と、コンテンツ属性情報に通常のコンテンツと区別するためのコンテンツ判別情報が含ま
れる特殊コンテンツについて、当該特殊コンテンツの利用が制限されるべき端末装置を示
すリボーク情報を記憶するリボーク情報記憶手段と、前記端末装置から当該端末装置の識
別情報を取得する識別情報取得手段と、前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報
を前記端末装置に出力するための利用情報出力手段と、前記特殊コンテンツが前記端末装
置で利用される際に、前記リボーク情報を参照し、前記端末装置の識別情報に基づき、前
記端末装置が前記特殊コンテンツの利用を制限されるべき端末装置か否かを判定し、肯定
的に判定したときには、前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報を前記利用情報
出力手段が出力しないように制御する制御手段とを備える。
【０３４５】
　この構成によると、記録媒体装置は、コンテンツが通常のコンテンツと区別されるため
の情報が含まれる場合において前記コンテンツの利用が制限されるべき端末装置を示すリ
ボーク情報を記憶することができる。そして、コンテンツが通常のコンテンツと区別され
るための情報がコンテンツに対応したコンテン属性情報に含まれる場合において、リボー
ク情報を参照し、記録媒体装置が接続している端末装置が、この通常のコンテンツと区別
されるための情報に関連付けられたリボーク対象の装置であるか否かを判断し、リボーク
対象と判断されたときには、コンテンツを利用するために必要な情報を端末装置に出力す
るのを抑制できる。従って、コンテンツ提供者が、柔軟に対応して設定したリボーク情報
用いることにより、コンテンツ提供者が、通常のコンテンツと区別したコンテンツについ
て、通常のコンテンツと区別されたコンテンツについて、不正な端末装置での利用を抑制
し得る。
（２）ここで、前記特殊コンテンツを利用するために必要な情報は、前記特殊コンテンツ
を復号する際に用いるタイトル鍵を前記コンテンツ判別情報と関連付けて暗号化した、暗
号化鍵情報を復号するために必要な暗号化特有情報であるとしてもよい。
【０３４６】
　この構成によると、記録媒体装置が出力するコンテンツの利用に必要な情報は、暗号化
されたタイトル鍵を復号するための暗号化特有情報である。従って、不正と判断された端
末装置では、記録媒体に格納されているコンテンツを復号するためのタイトル鍵を得るこ
とができないので、不正な端末装置でのコンテンツの利用を抑制し得る。
（３）ここで、前記暗号化特有情報は、当該記録媒体装置の秘密鍵と、前記コンテンツ判
別情報とを用いて演算して得られるメッセージ認証コード（ＭＡＣ：Ｍｅｓｓａｇｅ Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｄｅ）であるとしてもよい。
【０３４７】
　この構成によると、暗号化特有情報は、通常のコンテンツと区別されるための情報を、
記録媒体装置の秘密鍵を用いて演算したＭＡＣである。
【０３４８】
　従って、端末装置が、通常のコンテンツと区別されるための情報を詐称してリボーク対
象の端末装置でないと判断されても、暗号化特有情報として得られるのは、詐称した情報
のＭＡＣである。この詐称した情報のＭＡＣでは、暗号化されたタイトル鍵を正しく復号
できない。正しいタイトル鍵が得られなければ、コンテンツを復号できないので、不正な
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端末でのコンテンツの利用を抑制し得る。
（４）ここで、更に、前記制御手段が、前記利用情報出力手段が、前記暗号化特有情報を
出力しないように制御した場合には、前記端末装置のユーザーに提示するための告知情報
を前記端末装置に出力する告知情報出力手段を備えるとしてもよい。
【０３４９】
　この構成によると、記録媒体装置が、端末装置が不正な端末装置であると判断した場合
には、端末装置に暗号化特有情報を送信する代わりに、端末装置のユーザーにコンテンツ
を利用できない旨の告知情報を出力する。
【０３５０】
　従って、端末装置のユーザーは、コンテンツが利用できない場合に、その理由を知るこ
とができる。
（５）本発明の一態様である端末装置は、コンテンツを記録するための記録媒体装置と接
続し、当該コンテンツを利用する端末装置であって、前記記録媒体装置へ当該端末装置を
識別する識別情報を出力する識別情報出力手段と、前記記録媒体装置からコンテンツに係
るコンテンツ属性情報を取得する属性情報取得手段と、前記コンテンツ属性情報から当該
コンテンツが通常のコンテンツと区別される特殊コンテンツであるか否かを示すコンテン
ツ判別情報を抽出する判別情報抽出手段と、前記コンテンツ判別情報を前記記録媒体装置
に出力する特定情報出力手段と、前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生
成された、前記コンテンツを利用するために必要な情報を取得する利用情報取得手段と、
　前記コンテンツを利用するために必要な情報を用いてコンテンツを利用する利用手段と
を備える。
【０３５１】
　この構成によると、端末装置は、記録媒体装置に格納されているコンテンツのコンテン
ツ属性情報から、コンテンツ判別情報を抽出し記録媒体装置に出力し、記録媒体装置から
送信したコンテンツ判別情報を用いて生成された、コンテンツを利用するために必要な情
報を取得する。従って、端末装置は、コンテンツ利用の際に、記録媒体装置からコンテン
ツを利用するために必要な情報を得るための元になる情報をコンテンツ属性情報から得る
ことができ、その元になる情報を記録媒体装置に送信した応答として、コンテンツを利用
するために必要な情報を得ることができる。
（６）ここで、前記コンテンツを利用するために必要な情報は、前記コンテンツを復号す
る際に用いるタイトル鍵を前記コンテンツ判別情報と関連付けて暗号化した、暗号化鍵情
報を復号するために必要な暗号化特有情報であるとしてもよい。
【０３５２】
　この構成によると、端末装置が取得するコンテンツの利用に必要な情報は、暗号化され
たタイトル鍵を復号するための暗号化特有情報である。従って、端末装置は、記録媒体装
置から得た暗号化特有情報を用いてコンテンツを復号するためのタイトル鍵を得ることが
できるので、タイトル鍵を用いてコンテンツを復号し利用することができる。一方、記録
媒体装置から暗号化特有情報が得られない場合には、タイトル鍵を得ることができないの
で、不正な端末装置でのコンテンツの利用を抑制し得る。
（７）ここで、前記暗号化特有情報は、コンテンツ属性情報にコンテンツ判別情報が含ま
れる場合において、前記記録媒体装置の秘密鍵と、前記コンテンツ判別情報とを用いて前
記記録媒体装置で演算して得られたメッセージ認証コード（ＭＡＣ：Ｍｅｓｓａｇｅ Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｄｅ）であるとしてもよい。
【０３５３】
　この構成によると、端末装置が記録媒体装置から得る暗号化特有情報は、通常のコンテ
ンツと区別されるための情報を、記録媒体装置の秘密鍵を用いて演算したＭＡＣである。
【０３５４】
　従って、端末装置が、通常のコンテンツと区別されるための情報を詐称してリボーク対
象の端末装置でないと判断されても、暗号化特有情報として得られるのは、詐称した情報
のＭＡＣである。この詐称した情報のＭＡＣでは、暗号化されたタイトル鍵を正しく復号
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できない。正しいタイトル鍵が得られなければ、コンテンツを復号できないので、不正な
端末でのコンテンツの利用を抑制し得る。
（８）ここで、前記端末装置は、更に、前記記録媒体装置に記録されている、前記コンテ
ンツの復号に用いる鍵を暗号化した暗号化鍵情報を読み出す暗号化鍵情報読出手段と、前
記暗号化特有情報を用いて、前記暗号化鍵情報を復号する復号手段とを備え、前記利用手
段は、前記復号手段で復号して得られた鍵を用いて前記コンテンツを復号して再生すると
してもよい。
【０３５５】
　この構成によると、端末装置は、記録媒体装置から暗号化鍵情報を取得し、暗号化鍵情
報を、暗号化特有情報を用いて復号することにより、コンテンツの復号に用いるタイトル
鍵を取得する。従って、端末装置は取得したタイトル鍵を用いてコンテンツを復号して再
生することができる。
（９）ここで、前記端末装置は、更に、前記記録媒体装置が、前記暗号化特有情報の代わ
りに、当該端末装置のユーザーに提示するために出力する告知情報を受信する告知情報受
信手段と、前記告知情報を提示する提示手段とを備えるとしてもよい。
【０３５６】
　この構成によると、端末装置は、コンテンツが利用できない場合に、記録媒体装置から
暗号化特有情報の代わりに、ユーザーにコンテンツを利用できない旨の告知情報を受信し
、端末装置のユーザーに告知する。従って、端末装置のユーザーは、コンテンツが利用で
きない場合に、その理由を知ることができる。
（１０）本発明の一態様である配信装置は、端末装置に接続された記録媒体装置にコンテ
ンツ利用に係る情報を配信する配信装置であって、前記コンテンツに係るコンテンツ属性
情報を記憶する記憶手段と、前記コンテンツ属性情報から当該コンテンツが通常のコンテ
ンツと区別される特殊コンテンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報を抽出する判別
情報抽出手段と、前記コンテンツ判別情報を記録媒体装置に送信する判別情報送信手段と
、前記記録媒体装置で前記コンテンツ判別情報を用いて生成された、前記コンテンツを利
用するために必要な情報を取得する利用情報取得手段と、前記コンテンツの復号に用いる
鍵を、前記コンテンツを利用するために必要な情報と、前記コンテンツ属性情報とを用い
て暗号化した暗号化鍵情報を生成する暗号化鍵情報生成手段と、前記暗号化鍵情報を記録
媒体装置に送信する暗号化鍵情報送信手段とを備える。
【０３５７】
　この構成によると、配信装置は、コンテンツ属性情報から抽出した当該コンテンツが通
常コンテンツと区別される特殊コンテンツであるか否かを示すコンテンツ判別情報から生
成したコンテンツを利用するために必要な情報を用いてコンテンツを復号するためのコン
テンツ鍵を暗号化し、暗号化したコンテンツ鍵を記録媒体装置に送信する。従って、配信
装置は、正しいコンテンツ判別情報が得られない場合には、復号することができない暗号
化コンテンツ鍵を記録媒体装置に送信することができる。
（１１）ここで、前記コンテンツを利用するために必要な情報は、前記コンテンツを復号
する際に用いるタイトル鍵を前記コンテンツ判別情報と関連付けて暗号化した暗号化鍵情
報を、復号するために必要な暗号化特有情報であるとしてもよい。
【０３５８】
　この構成によると、鍵配信装置が生成するコンテンツを利用するために必要な情報は、
暗号化されたタイトル鍵を復号するための暗号化特有情報である。従って、この鍵配信装
置で生成された暗号化特有情報を用いると、不正と判断された端末装置では、記録媒体に
格納されているコンテンツを復号するためのタイトル鍵を得ることができないので、不正
な端末装置でのコンテンツの利用を抑制し得る。
（１２）ここで、前記暗号化特有情報は、コンテンツ属性情報に前記コンテンツ判別情報
が含まれる場合において、前記記録媒体装置の秘密鍵と、前記コンテンツを通常のコンテ
ンツと区別するための情報とを用いて前記記録媒体で演算して得られたメッセージ認証コ
ード（ＭＡＣ：Ｍｅｓｓａｇｅ Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｄｅ）であるとして
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もよい。
【０３５９】
　この構成によると、暗号化特有情報は、コンテンツ判別情報を、記録媒体装置の秘密鍵
を用いて演算したＭＡＣである。このＭＡＣを用いて配信装置は、コンテンツを復号する
ためのタイトル鍵を暗号化して、端末装置に送信する。従って、このようにして生成され
た暗号化タイトル鍵を用いると、端末装置がコンテンツ判別情報を詐称してリボーク対象
の端末装置でないと判断されても、暗号化タイトル鍵を復号するために得られるのは、詐
称した情報のＭＡＣである。この詐称した情報のＭＡＣでは、暗号化されたタイトル鍵を
正しく復号できない。正しいタイトル鍵が得られなければ、コンテンツを復号できないの
で、不正な端末でのコンテンツの利用を抑制し得る。
（１３）ここで、前記配信装置は、更に、コンテンツに係るコンテンツ属性情報に前記コ
ンテンツ判別情報が含まれる場合に前記コンテンツの利用が制限されるべき端末装置を示
すリボーク情報を前記記録媒体装置に送信するリボーク情報送信手段を備えるとしてもよ
い。
【０３６０】
　この構成によると、配信装置は、コンテンツ判別情報に関連付けたリボーク対象の装置
を記載したリボーク情報を記録媒体装置に送信する。従って、コンテンツ製作者は、配信
装置のリボーク情報を更新することによって、記録媒体装置に新たなリボーク情報を送信
することができる。
（１４）ここで、更に、端末装置でのコンテンツの利用を抑制した際に当該端末装置のユ
ーザーに提示するための告知情報を前記記録媒体装置に送信する告知情報送信手段を備え
るとしてもよい。
【０３６１】
　この構成によると、配信装置は、端末装置でのコンテンツの利用が抑制された場合に、
ユーザーに対してその旨を告知するための告知情報を記録媒体装置に送信する。従って、
コンテンツ製作者は、配信装置の告知情報を更新することによって、記録媒体装置に新た
な告知情報を送信することができる。
【産業上の利用可能性】
【０３６２】
　本発明は、ネットワーク配信されるコンテンツ及びタイトル鍵等をＳＤメモリカード等
の記録媒体装置に記録する端末装置を製造及び販売する産業において、特定のコンテンツ
の不正利用を抑制する技術として利用することができる。
【符号の説明】
【０３６３】
１　コンテンツ配信システム
１００　コンテンツ制作装置
２００　鍵発行装置
３００　コンテンツ配信装置
４００　鍵配信装置
４１０　ルート公開鍵受信部
４１１　ルート公開鍵格納部
４１２　リボーク情報・ＭＳＧ受信部
４１３　リボーク情報・ＭＳＧ格納部
４１４　鍵配信装置秘密鍵・証明書受信部
４１５　鍵配信装置秘密鍵・証明書格納部
４１８　リボーク確認部
４２６　ＵＲ処理部
４３０　相互認証部
４４１　暗号復号部
４４０　タイトル鍵演算部
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４５０　記録媒体装置ＩＤ取得部
４５１　ＭＡＣ演算部
５００　端末装置
５１０　端末装置秘密鍵・証明書格納部
５１１　ルート公開鍵格納部
５３０　相互認証部
５３２　暗号復号部
５５０　演算タイトル鍵受信部
５５１　データ送信・ＭＡＣ受信部
５５６　タイトル鍵再演算部
５５８　第１再生判断部
５６０　コンテンツ読出部
５６１　コンテンツ復号部
５７２　コンテンツ署名検証部
５７３　第２再生判断部
５７４　第３再生判断部
５８０　コンテンツ再生部
６００　記録媒体装置
６１０　記録媒体装置秘密鍵・証明書格納部
６１１　ルート公開鍵格納部
６２０　相互認証部
６２１　リボーク判断部
６３０　暗号復号部
６３５　読出書込部
６４０　演算タイトル鍵格納部
６５５　ＭＡＣ処理部
６６０　コンテンツ格納部
６７０　ＵＲ格納部
６８０　記録媒体装置ＩＤ　ＭＡＣ格納部
６９０　コンテンツ署名格納部
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