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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースキーを含むメモリを有し、且つ、ネットワークに接続された登録サーバーと、
　ネットワーク及び高信頼性システム且つ不透明なシステムに接続されたコンテンツサー
バーであって、前記高信頼性システム且つ不透明なシステムは、前記ベースキーを含むメ
モリを有すると共に、前記コンテンツサーバーによる前記ベースキーへのアクセスを防止
するように構成されているようなコンテンツサーバーと、
　前記ベースキーを含む読み出し専用メモリ、及び不揮発性メモリを有し、且つ、前記ネ
ットワークに接続された再生装置とを備えており、
　前記登録サーバーは、固有の有効化情報を前記再生装置に提供するべく構成されており
、
　前記再生装置は、前記固有の有効化情報を前記不揮発性メモリ内に保存するべく構成さ
れており、
　前記再生装置は、前記コンテンツサーバーに対してコンテンツを要求するべく構成され
ており、
　前記コンテンツサーバーは、再生証明書を含む技術的に保護されたコンテンツを発行す
るべく構成されており、
　前記コンテンツサーバーは、前記高信頼性システムから前記再生証明書を取得するべく
構成されており、前記再生証明書は、前記固有の有効化情報及び前記ベースキーを使用し
てアクセスすることが可能な前記技術的に保護されたコンテンツの再生を可能にする情報
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を含んでおり、
　前記再生装置は、前記固有の有効化情報、前記ベースキー、及び前記再生証明書を使用
して、前記技術的に保護されたコンテンツを再生するべく構成されていることを特徴とす
るコンテンツ配信ネットワーク。
【請求項２】
　前記有効化情報は、暗号化された前記ベースキーによって保護され、且つ、ユーザーキ
ー及びランダム値を含んでおり、
　前記再生装置は、前記ベースキーを使用してアクセスすることが可能な前記ユーザーキ
ーの暗号化された複写を前記コンテンツサーバーに提供し、
　前記コンテンツサーバーは、暗号化された前記ユーザーキーと、前記技術的に保護され
たコンテンツにアクセスするための少なくとも１つのキーとを前記高信頼性システムに提
供し、
　前記高信頼性システムによって発行された前記再生証明書は、前記ベースキーを使用し
てアクセスすることが可能な暗号化された情報と、前記ユーザーキーとを含んでおり、前
記暗号化された情報は、前記技術的に保護されたコンテンツにアクセスするための少なく
とも１つのキーを含んでいる請求項１記載のコンテンツ配信ネットワーク。
【請求項３】
　前記ベースキー及び前記ユーザーキーを使用して暗号化された前記情報は、前記技術的
に保護されたコンテンツの再生を許可するか否かを決定する請求項２記載のコンテンツ配
信ネットワーク。
【請求項４】
　前記登録サーバーは、前記ベースキーを破棄するべく構成されている請求項２記載のコ
ンテンツ配信ネットワーク。
【請求項５】
　前記登録サーバーは、前記ユーザーキーを破棄するべく構成されている請求項２記載の
コンテンツ配信ネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、デジタル権限管理機構に関するものであり、更に詳しくは、様々な
再生動作が調整された方式でシステム内の異なるエンティティによって実現される再生証
明書（ｐｌａｙｂａｃｋ　ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）方式に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　マルチメディアコンテンツのプロバイダは、デジタル通信ネットワークを介した配信の
ためにコンテンツをデジタル化することが可能である。コンテンツ配信システムが直面し
ている重要な課題は、コンテンツを購入した顧客のみが、コンテンツを再生し、且つ、ア
クセスをコンテンツ配信チェーン内のすべての利害関係者に区分化することができるよう
にすることである。１つの方法は、一部のコンテンツを暗号化し、且つ、コンテンツの暗
号化された部分の暗号解読を実現する暗号化キーを認可されたユーザーに発行するという
ものである。単一の暗号キーのみでは、ユーザーがコンテンツにアクセスするのに不十分
なものとなるように、キー及び保護ポリシーの複数のレイヤを使用することが可能である
。いくつかのシステム内においては、ユーザーは、指定された暗号解読能力を有するプレ
ーヤーを購入している。コンテンツプロバイダは、プレーヤーによってサポートされてい
る暗号化フォーマットにおいて、このようなユーザーの独自のプレーヤーにコンテンツを
配信することが可能である。指定された保護ポリシーに準拠する段階は、通常、プレーヤ
ーの製造者によって指定された暗号化キーを使用する段階を伴っている。多くの例におい
ては、プレーヤーの製造者は、指定された暗号化方式において使用される暗号化キーを開
示することはなく、同様に、コンテンツプロバイダも、プレーヤーの製造者とコンテンツ
キーを共有することを所望してはいない。



(3) JP 5200204 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、コンテンツを購入した顧客のみが、コンテンツを再生し、且つ、アク
セスをコンテンツ配信チェーン内のすべての利害関係者に区分化することが可能なコンテ
ンツ配信ネットワーク及び登録プロセス等を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　様々な再生、暗号解読、及び通信の機能を有する装置にコンテンツを発行するシステム
及び方法が記述されている。いくつかの実施例においては、装置の様々な機能は、コンテ
ンツを受信するべく装置を登録するプロセスを提供する段階と、装置上においてコンテン
ツを再生する段階と、異なる種類の装置の機能に応答して異なる装置の登録を破棄（ｒｅ
ｖｏｋｅ）する段階とにより、サポートされている。本発明の多くの実施例は、装置を登
録する単一のエンティティを含んでいる。登録エンティティは、各々の異なる種類の装置
を登録するべく構成されている。又、いくつかの実施例においては、登録エンティティは
、高信頼性システムをコンテンツプロバイダに配信している。高信頼性システムにより、
コンテンツプロバイダは、再生証明書と共に、コンテンツを発行することが可能である。
再生証明書は、コンテンツとの関係において特定のユーザーが有する再生機能を決定し、
且つ、コンテンツプロバイダにのみ既知の暗号化キーを使用して暗号化された少なくとも
一片の情報を包含することが可能である。本発明の多くの実施例の一態様は、中央登録サ
ービスとの情報交換を要することなしに、再生証明書を発行するコンテンツプロバイダの
機能である。
【０００５】
　本発明の多くの実施例においては、中央登録装置と、複数の分散したコンテンツサービ
スとが存在している。登録プロセスの一部として、登録サービスとコンテンツサービスと
の間におけるデータの１回限りの共有が存在している。更には、コンテンツサービスは、
中央登録サービスへのコンタクトを要することなしに、機密保護トランザクションを発行
することが可能である。
【０００６】
　本発明の一実施例は、ネットワークに接続された登録サーバーと、ネットワーク及び高
信頼性システムに接続されたコンテンツサーバーと、ネットワークに接続された不揮発性
メモリを含む第１装置と、ネットワークに接続された不揮発性メモリを含む第２装置とを
含んでいる。更には、登録サーバーは、第１フォーマットにおける有効化情報（ａｃｔｉ
ｖａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の第１のセットを第１装置に提供するべく構成
されており、第１装置は、有効化情報の第１のセットを不揮発性メモリ内に保存するべく
構成されており、登録サーバーは、第２フォーマットにおける有効化情報の第２のセット
を第２装置に提供するべく構成されており、第２装置は、有効化情報の第２のセットを不
揮発性メモリに保存するべく構成されている。
【０００７】
　本発明の更なる実施例においては、第１及び第２装置は、コンテンツサーバーに対して
コンテンツを要求するべく構成されており、コンテンツサーバーは、複数の再生証明書を
含む技術的に保護されたコンテンツを発行するべく構成されており、第１装置は、有効化
情報の第１のセットと、再生証明書の中の１つを使用して技術的に保護されたコンテンツ
にアクセスするべく構成されている。
【０００８】
　本発明の更なる実施例においては、第２装置は、有効化情報の第２のセットと、再生証
明書の中の他の１つを使用して技術的に保護されたコンテンツにアクセスするべく構成さ
れている。
【０００９】
　本発明の更なる実施例においては、有効化情報の第１のセットは、ベース暗号化キーに
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よって保護され、且つ、ユーザー暗号化キー及びランダム値を含んでおり、再生証明書は
、ベース暗号化キーを使用して暗号化された情報を含んでおり、再生証明書は、ユーザー
暗号化キーを使用して暗号化された情報を含んでいる。
【００１０】
　本発明の更なる実施例においては、ベース暗号化キー及びユーザー暗号化キーを使用し
て暗号化された情報により、技術的に保護されたコンテンツを再生することが可能である
。
【００１１】
　本発明の更なる実施例においては、有効化情報の第２のセットは、同一のベース暗号化
キー及び異なるユーザー暗号化キーを含んでいる。
【００１２】
　本発明の更なる実施例においては、有効化情報の第２のセットは、異なるベース暗号化
キー及び異なるユーザー暗号化キーを含んでいる。
【００１３】
　本発明の更なる実施例においては、コンテンツサーバーは、コンテンツ暗号化キーのセ
ットと、高信頼性システムに対してコンテンツを要求している装置に関する情報とを提供
するべく構成されており、高信頼性システムは、複数の再生証明書を生成するべく構成さ
れている。
【００１４】
　本発明の更なる実施例においては、登録サーバーは、ベース暗号化キーを破棄するべく
構成されている。
【００１５】
　本発明の更なる実施例においては、登録サーバーは、ユーザー暗号化キーを破棄するべ
く構成されている。
【００１６】
　又、本発明の更に別の実施例は、プロセッサと、プロセッサに接続されたストレージ装
置と、プロセッサに接続され、且つ、ネットワークに接続するべく構成されたネットワー
クインターフェイス装置を有している。更には、プロセッサは、ネットワークインターフ
ェイス装置を介して登録要求を受信するべく構成されており、プロセッサは、ネットワー
クインターフェイス装置を介して伝送するための有効化情報を生成するべく構成されてお
り、プロセッサは、ネットワークインターフェイス装置を介して有効化の確認を受信する
べく構成されており、プロセッサは、装置の有効化の完了をストレージ装置内に記録する
べく構成されている。
【００１７】
　本発明の更に別の実施例においては、有効化情報は、ベース暗号化キー及びユーザー暗
号化キーを含んでいる。
【００１８】
　本発明の更に別の実施例においては、プロセッサは、有効化情報の中の少なくともいく
つかのものをスクランブルするべく構成されている。
【００１９】
　本発明の更に別の実施例においては、プロセッサは、複数のベース暗号化キー及び複数
のユーザー暗号化キーを生成するべく構成されており、有効化情報は、複数のベース暗号
化キー及び単一のユーザー暗号化キーと、有効化されたベース暗号化キーに関する情報を
含んでおり、プロセッサは、複数のベース暗号化キー及び複数のユーザー暗号化キーをス
トレージ装置内に保存するべく構成されており、プロセッサは、有効化情報内に含まれる
有効化されたベース暗号化キー及びユーザー暗号化キーを示す情報をストレージ装置内に
保存するべく構成されている。
【００２０】
　本発明の更に別の実施例においては、プロセッサは、有効化情報を使用して有効化の確
認を認証するべく構成されている。
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【００２１】
　本発明の更なる追加の実施例は、プロセッサと、プロセッサに接続され、且つ、保存さ
れたコンテンツを含むストレージ装置と、プロセッサに接続された不透明な高信頼性シス
テムと、プロセッサに接続され、且つ、ネットワークに接続するべく構成されたネットワ
ークインターフェイス装置とを有している。更には、プロセッサは、保存されているコン
テンツをネットワークインターフェイス装置を介して提供するための要求を受信するべく
構成されており、プロセッサは、暗号化キーを生成し、且つ、保存されているコンテンツ
を暗号化するべく構成されており、プロセッサは、要求及び暗号化キーを示す情報を高信
頼性システムに提供するべく構成されており、高信頼性システムは、保存されているコン
テンツを暗号化するのに使用された暗号化キーの少なくとも１つの暗号化された複写を含
む再生証明書を提供するべく構成されており、プロセッサは、暗号化されたコンテンツ及
び再生証明書をネットワークインターフェイス装置を介して伝送するべく構成されている
。
【００２２】
　本発明の更なる追加の実施例においては、再生証明書は、暗号化キーの少なくとも１つ
の複数の複写を含んでおり、各々の複写は、異なる暗号化キーを使用して暗号化されてい
る。
【００２３】
　本発明の更なる追加の実施例においては、高信頼性システムは、複数の再生証明書を提
供するべく構成されており、各々の再生証明書は、暗号化キーの少なくとも１つの暗号化
された複写を含んでおり、各々の再生証明書は、異なる方式においてフォーマットされて
いる。
【００２４】
　本発明の更なる他の実施例は、改竄防止ハウジング内に収容されたプロセッサと、プロ
セッサに接続された通信インターフェイスとを有している。更には、プロセッサは、再生
証明書を生成するための要求を受信するべく構成されており、各々の要求は、少なくとも
１つのコンテンツ暗号化キーと、ユーザーを識別する情報とを含んでおり、高信頼性シス
テムは、ユーザーと関連付けられた暗号化キーを使用してコンテンツ暗号化キーを暗号化
するべく構成されており、プロセッサは、通信インターフェイスを介して再生証明書を伝
送するべく構成されている。
【００２５】
　本発明の更なる他の実施例においては、プロセッサは、複数の再生証明書を生成するべ
く構成されており、各々の再生証明書は、異なるベース暗号化キーを使用して暗号化され
た情報を含んでおり、各々の再生証明書は、異なる方式においてフォーマットされている
。
【００２６】
　本発明の更なる他の追加の実施例は、プロセッサと、プロセッサに接続され、且つ、ネ
ットワークに接続するべく構成されたネットワークインターフェイス装置と、プロセッサ
に接続された不揮発性メモリとを有している。更には、プロセッサは、ネットワークイン
ターフェイス装置を介して登録要求を伝送するべく構成されており、プロセッサは、ネッ
トワークインターフェイス装置を介して有効化レコードを受信するべく構成されており、
プロセッサは、有効化レコードから有効化情報を抽出するべく構成されており、プロセッ
サは、有効化情報を使用して有効化の確認を生成するべく構成されており、プロセッサは
、ネットワークインターフェイス装置を介して有効化の確認を伝送するべく構成されてお
り、プロセッサは、有効化情報の少なくともいくつかのものを不揮発性メモリ内に保存す
るべく構成されている。
【００２７】
　本発明の更なる他の追加の実施例においては、有効化情報は、ベース暗号化キー及びユ
ーザー暗号化キーを含んでいる。
【００２８】
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　本発明の更なる他の追加の実施例においては、有効化情報は、複数のベース暗号化キー
を含んでいる。
【００２９】
　本発明の更なる他の追加の実施例においては、有効化情報は、スクランブルされており
、プロセッサは、プロセスを実行して有効化情報スクランブルを解除するべく構成されて
いる。
【００３０】
　本発明の方法の一実施例は、識別情報を含む登録要求を送信する段階と、有効化レコー
ドを受信する段階と、有効化レコードから有効化情報を抽出する段階と、抽出された有効
化情報から有効化の確認を生成する段階と、有効化の確認を送信する段階とを含んでいる
。
【００３１】
　本発明の方法の更なる実施例においては、識別情報を含む登録要求を送信する段階は、
携帯電話機の電話番号を登録サーバーに伝送する段階を更に含んでいる。
【００３２】
　本発明の方法の更なる実施例においては、有効化レコードから有効化情報を抽出する段
階は、有効化レコード内の情報を暗号解読する段階と、既定のプロセスのシーケンスに従
って暗号解読された情報のスクランブルを解除する段階とを更に含んでいる。
【００３３】
　本発明の方法の更なる実施例においては、有効化情報は、ベース暗号化キーと、ユーザ
ー暗号化キーと、ランダム値とを含んでいる。
【００３４】
　本発明の方法の更なる実施例においては、有効化情報は、複数のベース暗号化キーを含
んでいる。
【００３５】
　本発明の方法の更に別の実施例は、コンテンツプロバイダからコンテンツキーを受信す
る段階と、コンテンツプロバイダから再生パラメータを受信する段階と、装置と関連付け
られたユーザーキー及びベースキーを見出す段階と、ベースキーを使用して再生パラメー
タを暗号化する段階と、ユーザーキーを使用してコンテンツキーを暗号化する段階と、暗
号化された再生パラメータ及び暗号化されたコンテンツキーを含む再生証明書を提供する
段階とを含んでいる。
【００３６】
　又、本発明の方法の更なる追加の実施例は、装置と関連付けられた複数のユーザーキー
及び複数のベースキーを見出す段階と、再生パラメータテーブルを形成する段階であって
、再生パラメータテーブル内の各々のエントリは、異なるユーザーキーを使用して暗号化
された再生パラメータを含む段階と、コンテンツキーテーブルを形成する段階であって、
コンテンツキーテーブル内の各々のエントリは、異なるユーザーキーを使用して暗号化さ
れたコンテンツキーの複写を含む段階と、再生パラメータテーブル及びコンテンツキーテ
ーブルを含む再生証明書を提供する段階とを含んでいる。
【００３７】
　本発明の方法の更なる他の実施例は、サーバー及び装置に既知の有効化情報を使用して
登録解除要求を生成する段階と、登録解除要求をサーバーに伝送する段階と、登録解除要
求のアクノリッジメント（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を受信する段階とを含んで
いる。
【００３８】
　本発明の方法の更なる他の追加の実施例は、特定の種類の装置と関連付けられた複数の
ドメインキーを生成する段階と、ドメインキーの各々を特定の種類の装置内の各々の装置
に提供する段階と、複数のドメインキーを登録サーバー上に保存する段階と、複数のドメ
インキーの各々を使用し、特定の種類の装置内の各々の装置が技術的に保護されたコンテ
ンツにアクセスできるようにする再生証明書を生成するための情報を暗号化する段階と、
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保存された複数のドメインキーの中の１つを削除する段階と、残りの複数のドメインキー
を使用し、再生証明書を生成するための情報を暗号化する段階とを含んでいる。
【００３９】
　本発明の方法の更なる他の付加的な実施例は、特定の装置と関連付けられた複数のユー
ザーキーを生成する段階と、複数のユーザーキーを登録サーバー上に保存する段階と、ユ
ーザーキーの中の１つを装置に提供する段階と、複数のユーザーキーの各々を使用し、装
置が技術的に保護されたコンテンツにアクセスできるようにする再生証明書を生成するた
めの情報を暗号化する段階と、保存されているユーザーキーの中の１つを削除する段階と
、ユーザーキーの中の他の１つを装置に提供する段階と、残りの複数のユーザーキーの各
々を使用し、再生証明書を生成するための情報を暗号化する段階とを含んでいる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　次に、図面を参照すれば、高信頼性システムを含むデジタルコンテンツ用の再生パラメ
ータを確立する連合型システムが示されている。再生パラメータは、再生装置が特定のデ
ジタルコンテンツとの関係において実行可能である動作を規定している。再生パラメータ
は、コンテンツの再生、複写、及び／又は配信を制御することが可能である。どの単一の
システムも、一片のコンテンツの再生パラメータを設定するのに必要なすべての情報を保
持していないため、本システムは、連合型と呼ばれている。いくつかの実施例においては
、コンテンツプロバイダは、コンテンツプロバイダが再生証明書を発行するべくアクセス
不可能である秘密を収容した高信頼性システムを使用することが可能である。再生証明書
を使用し、オーディオ／ビデオプレゼンテーション、データ、ゲーム、文書、及びプログ
ラム等のデジタルコンテンツに技術的な保護を提供することが可能である。多くの実施例
においては、再生証明書は、認可されたユーザーが、認可された装置を使用し、コンテン
ツを閲覧、編集、及び／又はその他の方法によってアクセスする方法を制御している。多
くの例においては、再生証明書により、ユーザーがオーディオ／ビデオプレゼンテーショ
ンからコマーシャルを除去するのを防止することが可能である。更には、再生証明書に内
蔵された技術的な保護は、いたずら及びその他の不正な活動の試みに対する抵抗力を有す
る本発明によるコンテンツ配信システムの生成を可能にしている。複数の装置クラスが連
合型システムによってサポートされている場合には、複数の再生証明書と共に、単一のコ
ンテンツを発行することが可能である。再生証明書の各々は、特定の種類の装置に対して
カスタマイズすることが可能であり、且つ、この種類の装置がコンテンツを再生する方式
を制御することが可能である。
【００４１】
　いくつかの実施例においては、連合型システムは、再生装置を登録する登録システムを
含んでいる。登録プロセスは、再生装置及び登録エンティティにのみ既知である１つ又は
複数の「ユーザー暗号化キー」を確立する段階を伴っている。「ユーザー暗号化キー」は
、装置又はユーザーに固有のものであってもよく、或いは、同一の暗号化キーを限定され
た装置のセット内に配置することも可能である。登録が完了したら、再生装置は、連合型
システム内のコンテンツプロバイダに対してコンテンツを要求することが可能である。コ
ンテンツプロバイダは、コンテンツプロバイダにのみ既知である１つ又は複数の暗号化キ
ーを使用してコンテンツを暗号化することが可能である。次いで、コンテンツプロバイダ
は、コンテンツを暗号化するのに使用された暗号化キーを、登録エンティティによって提
供された高信頼性システムに提供する。次いで、高信頼性システムは、ユーザーの「ユー
ザー暗号化キー」の１つ又は複数のものを使用してコンテンツプロバイダの暗号化キーの
複写を暗号化する。多くの実施例においては、高信頼性システムは、連合型システムの構
造に応じて、すべての再生装置、既定の種類の再生装置、又は既定の再生装置グループの
みが知ることができる１つ又は複数のベースキーを使用して追加情報を暗号化している。
ベースキーが装置の特定のクラス又はドメインとの関係において発行されている例におい
ては、ベースキーは、ドメインキーと呼ばれる。
【００４２】
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　本明細書に記述されている実施例の多くは、ベースキー、コンテンツキー、ユーザーキ
ー、及びフレームキー等の暗号化キーの組み合わせを参照しているが、本発明の実施例に
よる連合型システム内においては、異なるエンティティによって提供されるキーの様々な
組み合わせのいずれかを使用することが可能である。更には、再生装置を登録し、再生証
明書を再生装置に提供し、且つ、再生装置を停止するために、どの手法も使用する必要は
ない。本発明のいくつかの実施例による連合型システムは、様々な装置クラスを登録及び
停止するための個別のプロセスを実行することが可能な単一の登録エンティティを提供し
ており、この場合に、各々のプロセスは、各々の対応する種類の装置の機能を利用してい
る。
【００４３】
　連合型システム１０の一実施例が図１に示されている。本システムは、ネットワーク１
４によっていくつかの再生装置に接続されたコンテンツサーバー１２を含んでいる。図示
の実施例においては、３つの再生装置が示されている。第１の再生装置は、テレビ等のレ
ンダリング（ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ）装置１８に接続された消費者電子装置１６である。第
２の再生装置は、ソフトウェアを使用して適切に構成されたコンピュータ２０である。第
３の再生装置は、無線リンク２３を介してネットワーク１４に接続された携帯電話ハンド
セット２２である。オーディオ及び／又はビデオをレンダリングすることが可能であるそ
の他の装置も、本発明の実施例による再生装置であってよい。
【００４４】
　連合型システム１０の更なる要素は、登録サーバー２２及び高信頼性システム２４であ
る。登録サーバー２２は、ネットワークに接続されている。高信頼性システム２４は、コ
ンテンツサーバー１２に直接的に接続されるものとして示されているが、高信頼性システ
ムは、ネットワークに接続し、且つ、いくつかのコンテンツサーバーによって共有するこ
とも可能である。
【００４５】
　図示の実施例においては、登録サーバー２２を使用し、連合型システム内において再生
装置を登録することが可能である。再生装置は、登録サーバーに直接的に、或いは、例え
ば、登録情報を登録サーバーに転送することによって登録を完了させるコンテンツサーバ
ーを介して間接的に、連合型システムに参加するべく登録することが可能である。登録が
完了したら、再生装置は、コンテンツサーバー１２に対してコンテンツを要求することが
可能である。コンテンツサーバー１２は、連合型システム内のレガシー装置（ｌｅｇａｃ
ｙ　ｄｅｖｉｃｅ）によってサポートされた種類の装置の数及び／又は再生証明書のバー
ジョンに応じて、１つ又は複数の再生証明書を含む暗号化されたコンテンツを再生装置に
提供することが可能である。いくつかの実施例においては、再生装置は、登録サーバーが
登録の際に再生装置と関連付けた１つ又は複数のユーザー暗号化キー、ある特定の種類の
装置に固有の１つ又は複数のベースキー、及び再生証明書を使用し、コンテンツにアクセ
スする。いくつかの実施例においては、コンテンツサーバー１２は、コンテンツを暗号化
するために使用された暗号化キーをクリア（ｃｌｅａｒ）の状態において（即ち、暗号化
されていない形態において）保持してはいない。しかしながら、高信頼性システム２４は
、クリアの状態において暗号化キーを入手する能力を有している。従って、コンテンツサ
ーバー１２は、暗号化を必要とする情報を暗号化のために高信頼性システム２４に提供す
ることが可能であり、高信頼性システム２４は、（必要に応じて）再生装置の暗号化キー
を使用し、任意の必要な再生証明書を生成することが可能である。
【００４６】
　前述のように、本発明による再生装置は、いくつかの異なる形態をとることができる。
再生装置は、スタンドアロン装置、或いは、銅線、光ファイバケーブル、無線接続、又は
その他のネットワーク技術を介してネットワーク接続された装置を含む消費者電子装置で
あってよい。更には、再生装置は、ＰＣ、サーバー、ワークステーション、及び組み込み
型システム等の汎用ネットワークコンピュータ上において稼働するソフトウェアであって
よい。更には、再生装置は、デジタル電子カード又は印刷回路基板の形態をとることも可
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能である。更には、再生装置のすべての機能は、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：特殊用途向け集積回路）、Ｆ
ＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ：フィールド・
プログラマブル・ゲートアレイ）、ファームウェア、ソフトウェア、又はその他の電子装
置において実現することも可能である。
【００４７】
　高信頼性システム２４は、基本的に、自身が実行するプロセスに関する情報を明らかに
することなしに既知の方法において命令に応答するブラックボックスである。いくつかの
実施例においては、高信頼性システムは、１つ又は複数のベースキーが高信頼性システム
内に保存されており、且つ、再生証明書を生成するプロセスを高信頼性システムの観察に
よっては突き止めることができないという意味において不透明である。高信頼性システム
は、いくつかの方法において実施可能である。高信頼性システムのいくつかの実施例は、
改竄に対する抵抗力を有するセキュアソフトウェアを使用して実施されている。このよう
なソフトウェアは、コード難読化、自己書き換えコード、暗号化コードセグメント、アン
チデバッギング、コードの整合性、ハードウェア監視、スプリットキー、及び／又はカー
ネル／ドライバ認証を利用するソフトウェアを含んでいる。多くの実施例においては、セ
キュアハードウェアを使用し、高信頼性システムを実施している。機密保護ハードウェア
の例は、米商務省標準技術研究所（Ｕ．Ｓ．　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　
ｏｆ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）及び暗号研究に関するカナ
ダの国家機関（Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｅｓｔａｂｌｉｓｈ
ｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｃａｎａｄａ）によって規定さ
れた連邦情報処理規格の出版物（ＦＩＰＳ（Ｆｅｄｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）　Ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ）１４０－２に準
拠したもの、高信頼性演算ハードウェア、又は、改竄に対する抵抗力を有するその他のタ
イプのハードウェア等のプログラム可能なハードウェアセキュリティモジュールを含んで
いる。このようなハードウェアの例は、ケースが開かれた場合に、ハードウェアが実行不
能になると共に／又は、重要な情報がメモリから消去されるように、安全なケースに収容
されたハードウェアを含んでいる。多くの実施例においては、高信頼性システムは、ファ
イアウォール、ネットワーク及びホストに基づいた侵入検出、システムセキュリティ強化
、２フォーム認証、物理的なセキュリティ（保護されたデータセンタ、セキュリティカメ
ラ、施錠されたコンピュータラック、物理的なアクセス制御、アクセスログ等）、及びカ
スケード接続されたネットワークアーキテクチャを含むシステムレベルのセキュリティを
使用している。
【００４８】
　前述の連合型システムの重要な要素は、高信頼性システムのセキュリティを信頼し、こ
れに依存する能力である。多くの実施例においては、高信頼性システムは、登録エンティ
ティから権限を付与されている。権限を付与するプロセスは、通常、高信頼性システムを
構成する段階と、高信頼性システムが実行することを認可された機能に関する情報を高信
頼性システムに提供する段階とを伴っている。例えば、高信頼性システムは、再生装置を
登録し、永続的なユーザーに結び付けられた再生証明書を生成するべく認可することが可
能であるが、ベース又は一般的な再生証明書の生成を禁止することが可能である。このよ
うな構成は、通常、適切にフォーマットされたメッセージを高信頼性システムに提供する
ことによって実行される。
【００４９】
　多くの実施例においては、高信頼性システムは、機密保護システムによって実行された
すべてのトランザクション／動作の監査ログ（ａｕｄｉｔ　ｌｏｇ）を生成している。ロ
グ内の各々のエントリは、単調増加数列において番号付けが可能であり、秘密キーを使用
して署名されたログにより、ログ上のエントリを変更又は削除するための試みを検出する
ことが可能である。コンテンツプロバイダは、ログを使用し、不正な活動の検出を支援す
ることが可能である。例えば、生成された再生証明書の数が販売の数を超過した場合には
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、だれかがコンテンツプロバイダの顧客データベース内に侵入し、コンテンツ及び／又は
ユーザー暗号化キーを盗み出し、且つ、認可されていない再生証明書を高信頼性システム
を使用して生成した可能性がある。更には、高信頼性システムのセキュリティは、異なる
装置ドメイン用の異なるベースキーを使用し、且つ、１つの装置当たりに複数の冗長ベー
スキーを含むことにより、更に向上させることも可能である。これらの対策は、キーの回
収（ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ）、破棄（ｒｅｖｏｃａｔｉｏｎ）、及び回転を可能にしてい
る。
【００５０】
　多くの実施例においては、高信頼性システムに権限を付与するエンティティ（これは、
通常、装置を登録するエンティティである）は、高信頼性システムの使用法に対して、限
られた制御を行使することが可能である。いくつかの実施例においては、高信頼性システ
ムは、定期的に更新されない場合には、自動的に失効するべく構成することが可能である
。このような更新を使用し、キーの破棄及び冗長キーの回転の実行を含む高信頼性システ
ムの権限付与を変更することが可能である。
【００５１】
　コンテンツを入手するための本発明によるプロセスが図２に示されている。本プロセス
４０は、再生装置を登録する段階（４２）を含んでいる。登録に続いて、再生装置は、コ
ンテンツを要求することが可能である（４４）。コンテンツの再生装置に対する提供（４
８）の前に、コンテンツを暗号化している。実際のコンテンツの暗号化は、オフラインで
実行可能であるが、キーの最終的な保護は、通常、コンテンツが要求された時点において
実行される。コンテンツが再生装置によって受信された際に、コンテンツは、暗号解読さ
れ（５０）、この結果、コンテンツは、閲覧のために利用可能となる（５２）。
【００５２】
　前述のように、再生装置の登録は、再生装置が登録サーバーに登録される段階を伴って
いる。多くの実施例においては、ユーザー装置に、１つ又は複数の「ユーザーＩＤ（ｕｓ
ｅｒ＿ＩＤ）」（即ち、ユーザー識別情報）と、１つ又は複数の一意の「ユーザー暗号化
キー（ｕｓｅｒ　ｅｎｃｒｙｐｔｉｏｎ　ｋｅｙ）」が提供されている。消費者電子装置
等の再生装置を登録するプロセスについては、「最適化機密保護媒体再生制御（Ｏｐｔｉ
ｍｉｚｅｄ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｂａｃｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）」という
名称の２００４年７月２１日付けで出願された米国特許出願第１０／８９５，３５５号に
記述されている。米国特許出願第１０／８９５，３５５号の開示内容は、本明細書中で引
用されることにより、そのすべての開示内容が本明細書に包含されることになる。
【００５３】
　米国特許出願第１０／８９５，３５５号に記述されている最適化機密保護媒体再生制御
（Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ　Ｓｅｃｕｒｅ　Ｍｅｄｉａ　Ｐｌａｙｂａｃｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
）に関する登録プロセスの延長が、携帯電話機等の登録サーバーと対話方式で通信する機
能を有する装置を登録するために使用することが可能であるような図２Ａに示されている
登録プロセスである。本プロセス５４は、装置が「有効化」されているかどうかを判定す
る段階（５４ａ）を含んでいる。多くの実施例においては、この判定は、装置がサーバー
から提供された有効化レコードを処理したかどうかを判定する段階を伴っている。有効化
レコードは、装置内の有効化された「ユーザーＩＤ」及び「ユーザー暗号化キー」と、当
該装置が属する種類の装置に割り当てられた有効化された「ベースキー」に関する情報を
含んでいる。有効化レコードは、登録装置によって装置に割り当てられた公開キー／秘密
キー暗号化を使用してスクランブル及び暗号化し、且つ、製造の際に装置内に配置するこ
とが可能である。有効化レコードの処理が完了したら、装置は、ユーザーＩＤ及びユーザ
ー暗号化キーを有しており、且つ、「登録状態」とも呼ばれる有効な状態と見なされるた
め、連合型システムに参加することが可能である（５４ｂ）。
【００５４】
　装置の有効化が完了していない場合には、装置は、登録を開始するべく登録サーバーに
コンタクトする（５４ｃ）。装置は、電話番号やユーザー名及びパスワード等の識別情報
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を含む情報を登録サーバーに提供する。サーバーは、識別情報を検証し（５４ｄ）、有効
化レコードを装置に送信する（５４ｅ）。装置は、様々な有効化キーを入手するのに要す
る必要な暗号解読及び／又はスクランブル解除プロセス（ｄｅｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｐ
ｒｏｃｅｓｓ）を実行し、これらの有効化キーをインストールする（５４ｆ）。インスト
ールが完了した後に、装置は、有効化確認コードをサーバーに送信し（５４ｇ）、サーバ
ーは、有効化コードを認証して有効化を完了させる（５４ｈ）。図２Ａに示されているプ
ロセスは、装置と登録サーバーとの間の直接的な通信を想定しているが、初期通信は、ネ
ットワーク接続されたコンピュータ等の第３の装置と登録サーバーとの間において実行可
能である。登録が、ネットワーク接続されたコンピュータを使用して起動された場合には
、登録サーバーは、有効化レコードをコンピュータ又は装置のいずれかに送信することが
可能である。有効化レコードがコンピュータに送信される場合には、有効化レコードは、
装置に転送され、これを使用して装置の有効化を完了させることが可能である。装置の有
効化は、登録サービスのためのユーザーインターフェイスに、人間が判読可能なコードを
ユーザーが入力することにより、完了させることが可能である。
【００５５】
　本発明の一実施例による登録済みの消費者電子装置が図３に示されている。登録済みの
消費者電子装置（ＣＥ装置）１６’は、「ベース暗号化キー（即ち、ベースキー）」６２
を収容するＲＯＭ６０を含んでいる。「ベース暗号化キー」６２は、再生装置の連合型シ
ステム内における登録を可能にする暗号化キーである。ＲＯＭ６０に加えて、消費者電子
装置は、１つ又は複数の「ユーザーＩＤ」６６及び１つ又は複数の「ユーザー暗号化キー
」６８が保存された不揮発性メモリ６４をも含んでいる。前述のように、１つ又は複数の
「ユーザーＩＤ」６６及び「ユーザー暗号化キー」６８は、本発明の多くの実施例におい
ては、登録サーバーから入手される。
【００５６】
　図３に示されている消費者電子装置は、単一の「ベース暗号化キー」６２のみをそのＲ
ＯＭ内に示しているが、それぞれ一意の識別子を使用して識別することが可能である複数
のベース暗号化キーをＲＯＭ内に保存することも可能である。更には、暗号化キーは、必
ずしも、クリアの状態において保存する必要はない。使用するべくキーを暗号解読するの
に使用可能な追加の暗号化キー及びスクランブルプロセスを再生装置内に提供することが
可能である。
【００５７】
　多くの実施例においては、再生装置は、複数の装置登録（即ち、一度に複数のユーザー
に対して登録すること）をサポートしている。ユーザーが、登録可能な装置数に上限を有
するシステムにおいては、各々のユーザーの装置登録は、そのユーザーの装置上限に照ら
してカウントされる。
【００５８】
　図３に示されている再生装置に類似した登録済みの再生装置が登録された際に、登録サ
ーバーは、その登録済みの装置に関する情報を含むユーザーアカウントを生成する。本発
明の一実施例による登録サーバーが図４に示されている。登録サーバー２２’は、ユーザ
ーアカウント７２が保存されるメモリを含んでいる。多くの実施例においては、ユーザー
アカウントは、登録された装置用の１つ又は複数の「ユーザーＩＤ」６６及び１つ又は複
数の「ユーザー暗号化キー（即ち、ユーザーキー）」６８を含んでいる。ユーザーアカウ
ントが複数の暗号化キーを含んでいる際には、各々の「ユーザー暗号化キー」は、こちら
もユーザーアカウント内に保存されている「ユーザーキーＩＤ（ｕｓｅｒ＿ｋｅｙ＿ｉｄ
）」を使用して識別することが可能である。いくつかの実施例においては、登録サーバー
は、ユーザーによって登録されたその他の装置等のユーザーに関する追加情報を保持して
いる。多くの実施例においては、ユーザーは、その間においてユーザーがコンテンツの共
有を所望する装置のグループを規定することが可能である。例えば、ユーザーは、「プレ
ミアムグループ（ｐｒｅｍｉｕｍ　ｇｒｏｕｐ）」、「シンジケーショングループ（ｓｙ
ｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ｇｒｏｕｐ）」、及び「一般グループ（ｇｅｎａｒａｌ　ｇｒｏｕ
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ｐ）」を規定することが可能である。各々のグループは、異なる数の装置登録を付与する
ことが可能である（例えば、「プレミアムグループ」は、最大で３つの装置を包含するこ
とが可能であり、「一般グループ」は、最大で１０個の装置を付与することが可能であろ
う）。グループがサポートされている実施例においては、登録サーバーは、装置が属する
グループを示すビットベクトルを、登録を要求する装置に対して発行することが可能であ
る。ビットベクトルにより、コンテンツプロバイダは、コンテンツが装置のグループ上に
おいて、又は特定の装置上においてのみ、再生されることを許容する再生証明書を発行す
ることが可能である。
【００５９】
　以上の説明は、別個の装置として登録サーバーを参照しているが、登録サーバーは、そ
の他の装置と組み合わせることも可能である。多くの実施例においては、高信頼性システ
ムも、登録サーバーの機能を実行している。
【００６０】
　装置が登録されたら、装置は、コンテンツプロバイダに対してコンテンツを要求するこ
とが可能である。ある１つの種類の装置のみが存在する本発明のいくつかの実施例による
連合型システム内においては、コンテンツサーバーは、単一の再生証明書と共に、暗号化
されたコンテンツをユーザーに発行することが可能である。複数の種類の装置をサポート
しているその他の実施例においては、コンテンツサーバーは、複数の再生証明書と共に、
暗号化されたコンテンツをユーザーに発行することが可能である。各々の再生証明書は、
コンテンツを再生するべく特定の種類の装置が必要としている情報を含んでいる。この結
果、異なる種類の装置の再生要件に対応することが可能である。
【００６１】
　本発明の一実施例による高信頼性システムに接続されたコンテンツサーバーの一実施例
が図５に示されている。コンテンツサーバー１２’は、「コンテンツ暗号化キー（即ち、
コンテンツキー）」及び「フレーム暗号化キー（即ち、フレームキー）」を収容するメモ
リ８０を含んでいる。又、メモリ８０は、コンテンツを要求しているユーザーに関する情
報を保存するユーザーアカウント８６をも含んでいる。いくつかの実施例においては、ユ
ーザーアカウントは、１つ又は複数の「ユーザー暗号化キー」の暗号化された形態６８’
を収容している。図示の実施例においては、メモリ８０は、「コンテンツ暗号化キー」８
２と、「フレーム暗号化キー」のテーブル８４とを収容している。
【００６２】
　「フレーム暗号化キー」のテーブル８４を使用し、ビデオシーケンスのフレームを暗号
化することが可能である。フレーム暗号化キーを使用してビデオシーケンスを暗号化する
プロセスは、「圧縮されたデジタルビデオの機密保護を行う方法及びシステム（Ｍｅｔｈ
ｏｄ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｓｅｃｕｒｉｎｇ　Ｃｏｍｐｒｅｓｓｅｄ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ）」という名称の２００３年７月８日付けで出願された米国特許
出願第１０／６１５，８９８号に記述されている。米国特許出願第１０／６１５，８９８
号の開示内容は、本明細書中で引用されることにより、そのすべての開示内容が本明細書
に包含されることになる。
【００６３】
　「コンテンツ暗号化キー」８２及び「フレーム暗号化キー」８４は、コンテンツプロバ
イダによって生成される。これらのキーは、再生証明書の生成の一部として高信頼性シス
テムに提供される。多くの実施例においては、「コンテンツ暗号化キー」８２及び「フレ
ーム暗号化キー」８４をコンテンツプロバイダのシステム内に維持することは、キーが公
知となる可能性を制限する上で望ましい。セキュリティに対する懸念が相対的に小さいそ
の他の実施例においては、コンテンツプロバイダは、「コンテンツ暗号化キー」８２及び
「フレーム暗号化キー」８４を別のエンティティに提供してコンテンツの暗号化を実行す
ることが可能である。いくつかの実施例においては、コンテンツプロバイダは、暗号化の
ためにビデオシーケンスを高信頼性システムに提供し、高信頼性システムが、暗号化され
たコンテンツを返している。いくつかの実施例においては、コンテンツプロバイダは、適
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切なコンテンツ暗号化法を使用してコンテンツを暗号化し、暗号化されたコンテンツをコ
ンテンツプロバイダに返すサードパーティシステム（３ｒｄ　ｐａｒｔｙ　ｓｙｓｔｅｍ
）にコンテンツを提供している。
【００６４】
　図示の実施例においては、コンテンツサーバー１２’は、ユーザーアカウント８６を含
んでおり、ユーザーアカウントは、暗号化された「ユーザー暗号化キー」６８’を含んで
いる。コンテンツサーバーにおいてユーザーアカウントを維持している利点は、コンテン
ツを発行するために、コンテンツプロバイダのシステム外の装置との通信が不要であると
いう点である。その他の装置との通信が許容可能である場合には、暗号化済みの「ユーザ
ー暗号化キー」６８’は、再生装置によって提供することが可能であり、暗号化済みの「
ユーザー暗号化キー」６８’は、「ベース暗号化キー」又はその他の暗号化キーを使用し
て暗号化される。その他の実施例においては、登録サーバーが暗号化済みの「ユーザー暗
号化キー」６８’を提供し、且つ、暗号化済みの「ユーザー暗号化キー」６８’が「ベー
ス暗号化キー」又はその他の暗号化キーを使用して暗号化されることを、コンテンツサー
バー１２’が要求している。
【００６５】
　又、図示の実施例においては、高信頼性システム２４’は、再生証明書を発行するべく
高信頼性システム２４’が使用可能であるキーのセットを収容するメモリ８６をも含んで
いる。これらのキーは、様々な種類の装置によって使用される１つ又は複数の有効化され
たベースキー８６を含んでいる。又、このキーのセットは、キーの回収が予想される有効
化されていないベースキーをも包含することが可能である。前述のように、コンテンツサ
ーバー１２’は、再生証明書を生成するべく高信頼性システム２４’によって使用された
暗号化キーをクリアの状態において観察してはいない。
【００６６】
　コンテンツサーバー及び高信頼性システムが保持するキーを使用し、ユーザーに対して
配信するために、コンテンツを暗号化することが可能である。コンテンツは、ビデオシー
ケンス、オーディオシーケンス、スチール写真、又はファイルであってよい。実施例にお
いては、ビデオシーケンス以外のコンテンツが暗号化される場合には、「フレーム暗号化
キー」と呼ばれるキーを使用し、コンテンツの少なくとも一部を暗号化している。
【００６７】
　コンテンツを暗号化し、且つ、再生証明書を生成する本発明によるプロセスが図６に示
されている。プロセス９０は、「フレーム暗号化キー」を使用してコンテンツを暗号化す
る段階（９２）を含んでいる。次いで、「フレーム暗号化キー」を「コンテンツ暗号化キ
ー」を使用して暗号化している（９４）。次いで、「ユーザー暗号化キー」の破棄又は回
収を可能にする（後述する説明を参照されたい）１つ又は複数の「ユーザー暗号化キー」
を使用して「コンテンツ暗号化キー」を暗号化し（９６）、次いで、再生証明書の発行対
象である種類の装置に適切な１つ又は複数の「ベース暗号化キー」を使用し、コンテンツ
プロバイダによりコンテンツに対して規定されたデジタル権限を暗号化している（９８）
。この場合にも、複数の「ベース暗号化キー」の使用により、「ベース暗号化キー」の破
棄又は回収が実現される（後述する説明を参照されたい）。結果的に得られた様々に暗号
化されたいくつかの情報の集合体を使用し、再生証明書を生成する。再生証明書を暗号化
済みのコンテンツと共に内蔵することにより、そのコンテンツを要求したユーザーに対す
る配信のためのファイルを生成する（１００）。又、複数のベースキーが使用されている
実施例においては、ベースキー識別子も、ファイル内に包含される。複数の再生証明書が
提供されている実施例においては、各々の再生証明書は、バージョン番号等の再生証明書
のタイプを識別する情報を包含することが可能である。
【００６８】
　前述のように、システム全体にわたる様々な暗号化キーの分散状態は変化可能である。
多くの実施例においては、コンテンツ、付与された権限、及び「ユーザーＩＤ」は、高信
頼性システムに提供されており、高信頼性システムが、ユーザーに配信するための再生証
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明書を含む暗号化済みのファイルを返している。その他の実施例においては、コンテンツ
プロバイダは、１つ又は複数の「ユーザー暗号化キー」及び１つ又は複数の「ベース暗号
化キー」による暗号化を必要とする情報を単純に機密保護システムに送信している。その
他の実施例においては、異なるエンティティによって提供されたキーのその他の組み合わ
せを使用し、技術的に保護されたコンテンツにアクセスするのに必要な情報を保護してい
る。前述のように、コンテンツを技術的に保護するために使用される手法は、連合型シス
テム内におけるエンティティの機密保護の必要性に応じて変化可能である。
【００６９】
　本発明の一実施例による１つ又は複数の再生証明書の生成のための情報を高信頼性シス
テムに提供するサーバーが図７に示されている。サーバーは、コンテンツメッセージ１０
２、ユーザーメッセージ１０４、及び生成すべき再生証明書の１つ又は複数のタイプに関
する命令１０６を含むメッセージ１００を高信頼性システムに提供する。高信頼性システ
ムは、メッセージ１００を受信し、１つ又は複数の再生証明書（ＤＲＭライセンス）１０
９を含むメッセージ１０８によって返答する。コンテンツメッセージ１０２は、特定のコ
ンテンツとの関係においてコンテンツプロバイダによって発行された１つ又は複数のコン
テンツキーと、この特定のコンテンツとの関係において高信頼性システムによって実行可
能である動作を制御するアクセス制御を含んでいる（例えば、高信頼性システムが、再生
証明書を生成するべく許容されているかどうか、そのコンテンツに許容されている再生証
明書のタイプ、及び／又は、コンテンツがユーザーに結び付けられているか若しくは媒体
に結び付けられているか）。ユーザーメッセージ１０４は、コンテンツを要求している特
定のユーザーの「ユーザー暗号化キー」、並びに、高信頼性システムが実行するべくユー
ザーが認可する動作を制御するアクセス制御（例えば、スロットに基づいた再生証明書を
特定のスロットに限定するもの）を含んでいる。発行対象の再生証明書の再生パラメータ
に関する命令１０６は、ユーザーがコンテンツにアクセスする方式を規定している。
【００７０】
　コンテンツプロバイダがユーザーに付与可能である権限は、コンテンツプロバイダによ
ってカスタマイズすることが可能であり、且つ、通常は、連合型システム内において登録
された再生装置によってサポートされているコンテンツの制限に基づいている。例えば、
コンテンツプロバイダは、登録済みの装置に対して一般的なアクセスを提供することが可
能である（再生証明書の生成において「ユーザー暗号化キー」又は特定のユーザーに対す
るその他の形態の制約が使用されないような一変形例もあり得る）。
【００７１】
　別のタイプの再生証明書は、永続的な証明書であり、この場合には、コンテンツプロバ
イダは、ユーザーに権限を提供し、且つ、コンテンツは、１つ又は複数の同一の再生証明
書と共に複写可能である。複数の再生証明書が複数の装置クラスをサポートするために提
供されている場合には、再生証明書の各々が複写される。
【００７２】
　スロットに基づいたレンタルは、コンテンツがレンタルスロット上における再生のため
に認証される再生証明書のタイプである。例えば、８つのスロットを有するユーザーは、
一度に最大で８つの有効化されたレンタルを有することが可能である。９つ目のレンタル
が認証された際に、以前の８つのレンタルの中の１つの証明書が自動的に失効する（即ち
、ユーザーは、コンテンツにアクセスする能力を失う）。スロットに基づいたレンタルの
場合には、コンテンツは、１つ又は複数の同一の再生証明書と共に、複写可能である。
【００７３】
　カウントに基づいたレンタルは、コンテンツが固定された回数だけ使用されることを可
能にする再生証明書であり、その後に、この再生証明書は、失効する。コンテンツは、１
つ又は複数の同一の再生証明書と共に、複写される。時間失効レンタルは、固定された期
間にわたってコンテンツに対するアクセスを許可する再生証明書である。期間は、絶対的
なもの（例えば、２００６年６月２日）であってもよく、或いは、初めてコンテンツが使
用される時点との関係における相対的なもの（例えば、２４時間レンタル）であってもよ
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い。
【００７４】
　別のタイプの再生証明書は、固定媒体複写保護である。固定媒体複写保護の再生証明書
は、「ユーザー暗号化キー」を使用することなしに、暗号化されており（即ち、ユーザー
に結び付けられてはおらず）、且つ、そのオリジナルの固定媒体（例えば、フラッシュメ
モリ媒体、光ディスク、機密保護フラッシュメモリ装置）に結び付けられている。固定媒
体複写保護再生証明書が割り当てられたコンテンツは、複写不可能である。記録可能媒体
複写保護再生証明書は、「ユーザー暗号化キー」を使用することなしに技術的に保護され
た別のタイプの再生証明書である。コンテンツは、まず、ダウンロードし、記録可能媒体
上に保存可能であるが、一旦記録された後には、複写も再記録もできない。この再生証明
書の変形例によれば、オリジナルの原本である複写から既定回数の複写を安全に実行する
ことが可能である。以上の証明書に加えて、コンテンツは、上記の証明書のいずれかを使
用して保護した後に、加入サービスを介して販売可能である。
【００７５】
　いくつかの実施例においては、コンテンツは、ゲスト証明書としてコンテンツと共に提
供可能である再生証明書を含んでいる。ゲスト証明書を使用し、別のユーザーによるコン
テンツの推奨に応答して、ユーザーによる極度に限定された再生を実現することが可能で
ある。例えば、ゲスト証明書によれば、コンテンツを受信しているユーザーは、短期間に
わたって、又は単一時点において、コンテンツを閲覧することが可能である。その他の実
施例においては、ユーザーは、加入の申し込みをすることが可能であり、且つ、加入が有
効である際には、利用可能なコンテンツのすべてのサブセット又は既定のサブセットを再
生する権利を獲得することが可能である。加入がサポートされているシステムにおいては
、コンテンツは、コンテンツにアクセス可能である加入者を制御するコンテンツと関連付
けられた追加の加入再生証明書を有することが可能である。
【００７６】
　前述のように、本発明の多くの実施例は、複数の再生証明書を単一のコンテンツと関連
付けている。複数の再生証明書が単一のコンテンツと関連付けられている際には、再生装
置は、再生装置によるコンテンツへのアクセスを可能にする再生証明書をサーチしたり使
用したりすることが可能である。再生証明書の各々は、異なる再生パラメータを規定する
ことが可能であり、異なるユーザーに対するアクセスを実現することが可能であり、且つ
／又は、異なる装置グループへのアクセスを実現することも可能である。いくつかの実施
例においては、ユーザーは、特定のタイプの証明書（例えば、ゲスト）と共に、コンテン
ツを受信することが可能であり、且つ、コンテンツプロバイダから別のタイプの再生証明
書を入手することが可能である。この結果、このユーザーの装置は、別のタイプの再生証
明書を、コンテンツを含むファイルに内蔵することが可能である。
【００７７】
　技術的に保護されたコンテンツ及び再生証明書を含むファイルの形成が完了したら、フ
ァイルを再生装置に提供することが可能である。本発明の一実施例による再生用のコンテ
ンツにアクセスするプロセスが図８に示されている。プロセス１２０は、コンテンツへの
アクセスを試みている特定の種類の装置用の有効化された「ベース暗号化キー」を識別す
る段階（１２２）を含んでおり、これを使用し、再生証明書によってサポートされた再生
パラメータのタイプに関する情報にアクセス可能である。次いで、有効化された「ユーザ
ー暗号化キー」を使用し、この有効化された「ユーザー暗号化キー」によって暗号化され
た「コンテンツ暗号化キー」のバージョンを暗号解読している（１２４）。次いで、「コ
ンテンツ暗号化キー」を使用し、コンテンツの技術的な保護において使用された「フレー
ム暗号化キー」のテーブルを暗号解読している（１２６）。次いで、「フレーム暗号化キ
ー」のテーブルを使用し、コンテンツを再生することが可能である（１２８）。コンテン
ツの暗号解読は、通常、コンテンツが閲覧される際に実行される。
【００７８】
　本発明の一実施例による単一のベース暗号化キー及び単一のユーザー暗号化キーを含む
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装置用に発行された再生証明書の暗号解読の際にクリアの状態において入手可能な情報が
図９Ａ～図９Ｄに示されている。クリアの状態１４２において最初に入手可能である再生
証明書１４０内の情報は、「ベースＩＤ（Ｂａｓｅ＿ＩＤ）」であり、これは、再生証明
書によってサポートされた再生パラメータに関する情報を暗号化するために使用された「
ベース暗号化キー」を識別している。図示の実施例においては、識別された「ベース暗号
化キー」を使用し、「タイプ」情報１４４及び「レンタル」情報１４６を暗号解読してい
る。「タイプ」情報１４４及び「レンタル」情報１４６は、ユーザーがコンテンツを再生
又はその他の方法によって処理する方式を規定している（例えば、「レンタル」１４６は
、コンテンツによって占有されたレンタルスロットを規定することが可能である）。その
他の実施例においては、再生パラメータは、情報のその他の組み合わせを使用して表現さ
れる。
【００７９】
　コンテンツ内において一般的な権限（即ち、すべてのユーザーに付与された権限）が付
与されている旨を「タイプ」情報１４４が通知している実施例においては、「ベース暗号
化キー」を使用し、「コンテンツ暗号化キー」１４８を暗号解読することも可能である。
そうでなければ、「コンテンツ暗号化キー」は、再生装置上に保存された「ユーザー暗号
化キー」を使用して暗号解読される。「コンテンツ暗号化キー１４８」がクリアの状態に
なったら、これを使用し、「フレーム暗号化キー」のテーブルを暗号解読することが可能
である。再生装置が「フレーム暗号化キー」を入手したら、再生装置は、コンテンツにア
クセスするのに必要なすべての情報を有しており、「タイプ」情報１４４及び「レンタル
」情報１４６は、再生装置がコンテンツにアクセスする方法を規制している。
【００８０】
　図９Ａ～図９Ｄに示されている実施例においては、再生証明書は、単一の「ベース暗号
化キー」及び単一の「ユーザー暗号化キー」を有する装置との関係において発行されてい
る。前述のように、単一のコンテンツは、様々な種類の装置に対応するべく関連付けられ
た複数の再生証明書を有することが可能である。本発明の多くの実施例による連合型シス
テムは、複数の「ベース暗号化キー」の装置ドメインへの割り当てと、複数の「ユーザー
暗号化キー」のユーザーアカウントへの割り当てをサポートしている（通常、実際には、
任意の所定の時点において、有効化された「ユーザー暗号化キー」のみが装置に提供され
る）。従って、複数の「ベース暗号化キー」及び複数の「ユーザー暗号化キー」を含む再
生証明書を生成することが可能である。複数のキーを使用する利点は、時間経過に伴って
、個々のキーを回収又は破棄することが可能であり、且つ、残りのキーを依然として使用
してコンテンツにアクセス可能であるという点である。一実施例においては、「ベース暗
号化キー」の各々を使用して同一の情報を暗号化している。同様に、「ユーザー暗号化キ
ー」の各々を使用して「コンテンツ暗号化キー」１４８を暗号化している。複数の暗号化
キーの中の１つを使用して情報を暗号化している各々のインスタンスを使用し、テーブル
を形成することが可能である。例えば、本発明の多くの実施例による再生証明書は、図９
Ａ～図９Ｄに示されているように、「ユーザー暗号化キー」を使用して暗号化された単一
の「コンテンツ暗号化キー」１４８を含んではいない。その代わりに、再生証明書は、テ
ーブルを含んでおり、このテーブル内の各々のエントリは、異なる「ユーザー暗号化キー
」を使用して暗号化された「コンテンツ暗号化キー」である。これは、異なる「ベース暗
号化キー」によって暗号化された情報のテーブルとの関係においても当てはまる。キーの
回収及び破棄については、更に後述する。
【００８１】
　本発明の多くの実施例によれば、ユーザーは、装置を登録解除することが可能である。
例えば、ユーザーは、装置を交換して新しい装置を登録することを所望する場合がある。
登録された装置を登録解除するためにユーザーが使用可能なプロセスが図１０Ａに示され
ている。本プロセス１６０は、装置を無効化するユーザー命令を受信する段階（１６２）
を含んでいる。ユーザー命令は、通常、確認を含んでおり、これは、実行対象の動作の重
要性に起因したものである。次いで、装置は、登録の際に得られた有効化情報（即ち、有
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効化レコード及び／又はインストールされた有効化キー）を消去し（１６４）、無効化コ
ードを生成している（１６６）。無効化コードは、有効化情報の少なくともいくつかによ
ってデータが供給される既定のプロセスを使用して生成することが可能である。無効化コ
ードは、登録解除要求の一部として登録サーバーに転送される（１６８）。サーバーは、
無効化コードを認証した後に（１７０）、有効化された装置に関する自身のレジスタから
、当該装置を削除している（１７２）。以上のプロセスは、装置自体が無効化コードを登
録サーバーに伝達するものとして説明しているが、無効化コードは、コンピュータ等の第
３の装置を介してサーバーに提供することも可能である。いつかの実施例においては、登
録解除された装置が無効化コードを生成し、無効化コードをウェブインターフェイスを介
して手作業で入力することにより、ユーザーがサーバーに無効化コードを提供している。
【００８２】
　本発明の一実施例による装置を登録解除する別のプロセスが図１０Ｂに示されている。
本プロセス１６０’は、図１０Ａに示されているプロセス１６０に類似している。主な違
いは、プロセス１６０’は、サーバー起動プロセスであるという点である。ユーザーは、
サーバーに接続し（１８２）、サーバーに装置を無効化するように命令している（１８４
）。サーバーは、装置が無効化されたことを記録している（１８６）。装置がサーバーに
次回コンタクトした際には（１８８）、装置は、その無効化について学習し、サーバーに
送信される（１９２）ような無効化コードを生成する（１９０）。サーバーは、無効化コ
ードを認証し、装置が無効化されたことを確認する（１９２）。
【００８３】
　ユーザーによる装置の登録解除に加えて、本発明による連合型システムのいくつかの実
施例によれば、システムの悪用を防止するために、装置クラスと関連付けられた装置又は
「ベース暗号化キー」を破棄（ｒｅｖｏｋｅ）することが可能である。各々のタイプの破
棄（ｒｅｖｏｃａｔｉｏｎ）は、情報テーブルの使用法に依存しており、この場合に、テ
ーブル内の各々のエントリは、異なる暗号化キー（前述の説明を参照されたい）を使用し
て暗号化された同一のいくつかの情報（コンテンツキー等）である。情報にアクセスする
ための装置の能力は、装置が保持している特定の暗号化キーに依存している。複数の異な
る装置ドメインが存在している場合には、各々のドメインに「ベース暗号化キー」のセッ
トを発行することが可能である。これらのキーは、各々のシステムごとの異なるスクラン
ブルを使用して保護することが可能であるが、基礎をなしているキーの材料は同一に留ま
っている。例えば、「ジャバ携帯電話（Ｊａｖａ（登録商標）　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｈｏｎ
ｅ）」ドメインは、ジャバ（Ｊａｖａ（登録商標））オペレーティングシステムをサポー
トしているすべての携帯電話機に対して「ベース暗号化キー」の同一のセットを発行する
べく規定することが可能である。しかしながら、異なるモデルは、キーの異なるスクラン
ブルを受信する。キーが危険に晒された場合には、そのキーを登録サーバーにより破棄す
ることが可能である。前述のように、「ベース暗号化キー」を使用し、各々のエントリが
異なる「ベース暗号化キー」によって暗号化された一片の情報であるテーブルを生成する
。キーが破棄された場合には、そのキーは、もはや、テーブルの生成において使用された
キーの中の１つではない。破棄されたキーが、迂回ツール（ｃｉｒｃｕｍｖｅｎｔｉｏｎ
　ｔｏｏｌ）内において抽出された場合には、そのツールは、もはや、機能しなくなる。
【００８４】
　特定の装置の破棄は、同様の方式において機能する。多くの実施例においては、登録の
際に、単一の有効化された「ユーザー暗号化キー」が装置に提供される。ユーザーの装置
が破棄された場合には、ユーザーの有効化された「ユーザー暗号化キー」は、もはや、再
生証明書の一部として「コンテンツ暗号化キー」テーブルを形成する際の暗号化キーの１
つとして使用されなくなる(前述の説明を参照されたい）。破棄された「ユーザー暗号化
キー」が迂回ツール内において抽出された場合には、ツールは、もはや、機能しなくなる
。ユーザーの装置は、新しく発行されたコンテンツにユーザーがアクセスできるようにす
るような新しい「ユーザー暗号化キー」を取得するために、再度登録しなければならない
。新しい有効化された「ユーザー暗号化キー」は、登録サーバーによって装置と関連付け
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られたキーの１つであり、且つ、再生証明書を発行する際に「コンテンツ暗号化キー」を
暗号化するべく連合型システムによって使用されたキーの１つでもある。登録サーバーに
おいてユーザーキーのフルセットを保存すると共に、登録の際に単一の「ユーザー暗号化
キー」をユーザー装置に提供することにより、キーの破棄を円滑に実行している。コンテ
ンツは、すべての「ユーザー暗号化キー」について保護されている。「ユーザー暗号化キ
ー」が漏洩した場合には、そのキーにより、後続のコンテンツにアクセスすることができ
なくなる。
【００８５】
　又、キーの破棄を使用し、コンテンツプロバイダの暗号化キーの発見から結果的に生じ
る悪用を防止することも可能である。本発明の実施例による多くの連合型システムにおい
ては、媒体キーブロックが、異なるコンテンツプロバイダに配信されており、且つ、特定
のコンテンツプロバイダの１つ又は複数の媒体キーと関連付けられたセキュリティの違反
は、そのコンテンツプロバイダの１つ又は複数のキーを無効化することにより、最小限に
抑えることが可能である。このような無効化は、その他のコンテンツプロバイダによって
提供されたコンテンツに影響を与えないであろう。又、このような破棄は、１つ又は複数
の無効化された媒体キーを使用して登録済みの再生装置に予め提供されたコンテンツにも
影響を与えないであろう。しかしながら、１つ又は複数の無効化された媒体キーは、技術
的に保護されたコンテンツを再生するために必要な新しい再生証明書内の情報に対するア
クセスをもはや提供しないことから、破棄は、コンテンツ配信業者によって発行された新
しいコンテンツに対するアクセスを防止することになるであろう。
【００８６】
　以上の説明は、本発明の多くの特定の実施例を含んでいるが、これらの特定の実施例は
、本発明の範囲に対する制限として解釈されてはならず、むしろ、特定の実施例の一実施
例の一例として解釈される必要がある。例えば、前述のシステムを使用し、例えば、事前
に公開されたコンテンツの安全な配信及び閲覧に使用されるプライベート・プレーヤーネ
ットワークを生成することが可能である。このシナリオにおいては、コンテンツプロバイ
ダは、プライベートネットワーク内のすべての装置によって保持される共通的な「ユーザ
ー暗号化キー」を使用して再生証明書を生成することが可能であろう。その他の実施例に
おいては、コンテンツプロバイダは、装置識別番号と関連付けられた再生証明書を発行す
ることが可能であり、且つ、複数の再生証明書をコンテンツ内に埋め込み、ユーザーが各
々の登録された装置上においてコンテンツを再生できるようにすることが可能であろう。
更には、システム内の更に大きな数のエンティティ（即ち、単に登録エンティティ及びコ
ンテンツプロバイダを上回るもの）に、再生証明書の生成に寄与する機会を提供すること
が可能である。更には、コンテンツの暗号化においては、前述のものに加えて、様々な暗
号化法を使用することが可能であり、且つ、様々な情報を再生証明書内に包含することが
可能である。追加のセキュリティ対策として、再生証明書に含まれる情報は、１つのスク
ランブル機能、又はスクランブル機能のセットから選択されるスクランブル機能の既定の
シーケンスを使用してスクランブルすることが可能である。従って、本発明の範囲は、例
示された実施例によって判定されてはならず、添付の特許請求の範囲の請求項及びこれら
の等価物によって判定される必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明の一実施例による連合型システムを示す概略図である。
【図２】本発明の一実施例によるコンテンツの特定の部分を閲覧するプロセスを示すフロ
ーチャートである。
【図２Ａ】登録サーバーと通信することが可能な装置を登録するプロセスを示すフローチ
ャートである。
【図３】本発明の一実施例によるＲＯＭ及び不揮発性メモリを含む消費者電子装置の概略
図である。
【図４】本発明の一実施例による登録サーバーの概略図である。
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【図５】本発明の一実施例による高信頼性システムに接続されたコンテンツ配信システム
の概略図である。
【図６】本発明の一実施例によるコンテンツを暗号化するプロセスを示すフローチャート
である。
【図７】本発明の一実施例によるコンテンツサーバーと高信頼性システムとの間のメッセ
ージの交換を示す概略図である。
【図８】本発明の一実施例による技術的に保護されたコンテンツの再生用のプロセスを示
すフローチャートである。
【図９Ａ】本発明の一実施例による再生証明書の暗号解読の際の様々な段階において暗号
化される再生証明書の部分を示すような再生証明書の概略的表現を表す図である。
【図９Ｂ】本発明の一実施例による再生証明書の暗号解読の際の様々な段階において暗号
化される再生証明書の部分を示すような再生証明書の概略的表現を表す図である。
【図９Ｃ】本発明の一実施例による再生証明書の暗号解読の際の様々な段階において暗号
化される再生証明書の部分を示すような再生証明書の概略的表現を表す図である。
【図９Ｄ】本発明の一実施例による再生証明書の暗号解読の際の様々な段階において暗号
化される再生証明書の部分を示すような再生証明書の概略的表現を表す図である。
【図１０Ａ】本発明の実施例による装置を登録解除するプロセスを示すフローチャートで
ある。
【図１０Ｂ】本発明の実施例による装置を登録解除するプロセスを示すフローチャートで
ある。

【図１】 【図２】
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【図１０Ｂ】
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