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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御装置が、暗号化されたメディアストリームをプロバイダから受信するよう構成され
るメディアストリーム復号化エンジンであって、前記暗号化されたメディアストリームが
暗号化キーで暗号化され、前記暗号化キーに対応する復号化キーで復号されるよう構成さ
れ、前記復号化キーが選択されたコンテントキーから決定されるよう構成され、
　前記復号化キーまたは前記選択されたコンテントキーの何れかを前記暗号化されたメデ
ィアストリームと共に受信することなく、前記プロバイダから前記暗号化されたメディア
ストリームの識別子を前記暗号化されたメディアストリームと共に受信するよう構成され
たメディアストリーム復号化エンジンと、
　前記プロバイダから受信される複数のインデックスを含むテーブルであって、各インデ
ックスがそれぞれ識別子に対応し、前記インデックスの１つが前記暗号化されたメディア
ストリームの識別子に対応するテーブルと、
　前記プロバイダから受信される複数のコンテントキーを含むコンテントキーリストであ
って、前記複数のコンテントキーが前記複数のインデックスに対応し、前記コンテントキ
ーの１つが前記暗号化されたメディアストリームの識別子に対応するインデックスに対応
するコンテントキーリストとを具え、
　前記制御装置が前記暗号化されたメディアストリームの識別子を受信するのに応じて前
記暗号化されたメディアストリームの識別子に対応するインデックスを前記テーブルから
選択するよう構成され、
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　前記制御装置が前記選択されたインデックスを用いて前記選択されたコンテントキーを
前記コンテントキーリストから決定するよう構成され、
　前記制御装置が前記選択されたコンテントキーから前記復号化キーを生成するよう構成
され、
　前記メディアストリーム復号化エンジンが前記復号化キーで前記暗号化されたメディア
ストリームを復号するよう構成されることを特徴とする制御装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の制御装置において、当該制御装置が当該制御装置の入力を介してワー
キングキーモディファイヤを受信するよう構成され、
　前記制御装置がさらに関数を用いて前記選択されたコンテントキーおよび前記ワーキン
グキーモディファイヤを結合するよう構成されたコンバイナを具え、前記選択されたコン
テントキーおよび前記ワーキングキーモディファイヤの結合が前記暗号化キーをもたらす
ことを特徴とする制御装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の制御装置において、前記暗号化されたメディアストリームの識別子が
ビデオオンデマンド識別子であり、前記コンテントキーリストがさらに、各コンテントキ
ーに関連するビデオオンデマンド期間を含み、前記制御装置がさらに、選択されるコンテ
ントキーが選択されたときに選択される各ビデオオンデマンド期間に応じて前記メディア
ストリーム復号化エンジンに前記復号化キーを送信するよう構成されることを特徴とする
制御装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の制御装置において、前記プロバイダから前記制御装置にダウンロード
されるエンタイトルマネージメントメッセージ（ＥＭＭ）のアップデートが、前記テーブ
ルが前記制御装置にロードされた後にエンタイトルメントを配信するために利用され、前
記エンタイトルメントの少なくとも１つが前記テーブルの複数のインデックスに対するア
ップデートであることを特徴とする制御装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の制御装置において、前記コンテントキーリストがさらに、初期化ベク
タ（ＩＶ）値を具え、前記暗号化されたメディアストリームに対応するＩＶ値が、前記選
択されたインデックスを利用して、前記コンテントキーリストから選択されることを特徴
とする制御装置。
【請求項６】
　制御装置から離れたプロバイダから暗号化されたメディアストリームを制御装置で受信
するステップであって、前記暗号化されたメディアストリームが暗号化キーで暗号化され
、前記暗号化キーに対応する復号化キーで復号されるよう構成され、前記復号化キーが選
択されたコンテントキーから決定されるよう構成されるステップと、
　前記復号化キーまたは前記選択されたコンテントキーの何れかを前記暗号化されたメデ
ィアストリームと共に受信することなく、前記プロバイダから前記暗号化されたメディア
ストリームの識別子を前記暗号化されたメディアストリームと共に前記制御装置で受信す
るステップと、
　前記制御装置のテーブルに前記プロバイダからの複数のインデックスを格納するステッ
プであって、各インデックスがそれぞれ識別子に対応し、前記インデックスの１つが前記
暗号化されたメディアストリームの識別子に対応するステップと、
　前記制御装置のリストに複数のコンテントキーを格納するステップであって、前記複数
のコンテントキーが前記複数のインデックスに対応し、前記コンテントキーの１つが前記
暗号化されたメディアストリームの識別子に対応するインデックスに対応するステップと
、
　前記暗号化されたメディアストリームの識別子を受信するのに応じて前記暗号化された
メディアストリームの識別子に対応するインデックスを選択するステップと、
　前記選択されたインデックスを用いて前記選択されたコンテントキーを決定するステッ
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プと、
　前記選択されたコンテントキーから前記復号化キーを生成するステップと、
　前記復号化キーで前記暗号化されたメディアストリームを復号するステップとを含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、前記復号化キーは、定期的に変更されるワーキングキ
ーであることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法がさらに、
　前記制御装置の入力を介してワーキングキーモディファイヤを受信するステップと、
　前記選択されたコンテントキーから前記暗号化キーを生成するステップが関数を用いて
前記選択されたコンテントキーと前記ワーキングキーモディファイアを結合するステップ
を含み、前記選択されたコンテントキーおよび前記ワーキングキーモディファイヤの結合
が前記暗号化キーをもたらすことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項６に記載の方法において、前記暗号化されたメディアストリームの識別子が、プ
ログラム識別子を具えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項６に記載の方法において、前記制御装置が、クライアント側のセットトップボッ
クス（ＳＴＢ）に組み込まれることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、低階層キーマネージメントシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　メディア（例えば、デジタルビデオ、オーディオ、ビデオとオーディオの複合機等）ス
トリームの生成および配信システム（例えば、ケーブルシステム）は、キーによる暗号化
および復号化を利用してメディアのストリームコンテキストのセキュリティを提供してい
る（例えば、メディアストリームの権限のない使用や侵害を減らしまたは防ぐこと）。暗
号化／復号化キーの管理の提供に用いられる従来の製品は、通常扱いにくく、実現および
使用するのに費用がかかる。
【０００３】
　一般に、従来のメディアストリームの限定受信システム（ＣＡＳ）、カテゴリーキー、
またはセッションキーをプログラム制御情報（ＥＣＭｓ）の復号化に使用して、メディア
ストリームでコンテントキーまたはコントロールワードを得る。各メディアプログラムス
トリームは特有のコンテントキーまたはコントロールワードを有している。
【０００４】
　したがって、従来の方法よりも費用が少なく、また実現し易くて使い易い低階層のキー
マネージメントシステムおよび方法が所望されている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は通常、従来の方法よりも費用が少なくまた実現し易くて使い易い、低階層のキ
ーマネージメントシステムおよび方法を提供する。本発明は通常、（認証に基づく機能を
利用して）キーマネージメント製品を安全に復元および変更することができる新しい概念
を提供し、独占的および非独占的なシステムの両方をサポートする。
【０００６】
　本発明により、メディアストリーミングの復号化キーを管理する制御装置が提供される
。前記制御装置は、メディア復号化エンジンと、テーブルと、およびコンテントキーリス
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トとを具える。前記メディア復号化エンジンは通常、暗号化されたメディアストリームを
ヘッドエンドから受信し、復号化されたメディアストリームを復号化キーに応じて受信装
置に送信する。前記復号キーは通常、コンテントキーの関数である。前記テーブルは、コ
ンテントキー、インデックス、および複数の対応するコンテントキーを含む。特定の暗号
化されたメディアストリームに対応するコンテントキーは、前記コンテントキーテーブル
のインデックスを使って前記コンテントキーリストから選択され、前記暗号化メディアス
トリームに対応するヘッドエンドから受信する識別子により参照される。前記テーブルは
選択的に（すなわち、代替的に）、インデックスを付したり選択可能な初期化ベクタ（Ｉ
Ｖ）値を含んでもよい。
【０００７】
　また、本発明によりメディアストリーム復号化キーの管理方法が提供される。前記方法
は、ヘッドエンドから暗号化されたメディアストリームを受信するステップと、メディア
復号化エンジンを用いて復号化キーに応じて受信装置に復号化したメディアストリームを
送信するステップとを具える。前記復号化キーは通常、コンテントキーの関数である。前
記方法はさらに、コンテントキーインデックスおよび複数の対応するコンテントキーをテ
ーブルに格納するステップと、前記暗号化されたメディアストリームに対応する前記ヘッ
ドエンドから受信する識別子により参照される前記コンテントキーテーブルのインデック
スを利用して、コンテントキーリストから特定の暗号化されたメディアストリームに対応
するコンテントキーを選択するステップとを具える。前記テーブルは選択的に（すなわり
、代替的に）、インデックスを付したり選択可能な初期化ベクタ（ＩＶ）値を含んでもよ
い。
【０００８】
　さらに、本発明によりメディアストリームを配信、受信、および表示するシステムが提
供される。前記システムは、ヘッドエンドと、メディア復号化エンジンと、テーブルとを
具える。前記ヘッドエンドは、少なくとも一つの暗号化されたメディアストリームを生成
および送信するように設定される。前記メディア復号化エンジンは通常、少なくとも一つ
の暗号化されたメディアストリームを受信し、復号化キーに応じて復号化されたメディア
ストリームを送信する。前記復号化キーは、コンテントキーの関数である。特定の暗号化
されたメディアストリームに対応するコンテントキーは、前記暗号化されたメディアスト
リームに対応する前記ヘッドエンドから受信する識別子により参照されるコンテントキー
インデックスのエントリを用いて、コンテントキーテーブルから選択される。
【０００９】
　本発明の上記特徴ならびにその他の特徴および利点は、添付図面と関連して、以下の詳
細な説明により容易に理解できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明を説明する用語は以下のように定義されている。

ＡＥＳ：次世代暗号化標準。ＡＥＳは通常、ＤＥＳと比較した場合に、デジタルコンテン
トをデジタルビデオレコーディングに記憶するのに用いられる非常に安全なアルゴリズム
である。ＡＥＣに使用される標準的な鍵長は、１２８ビットである。

ＤＥＳ：データ暗号化標準。５６ビットの鍵長を採用する、鍵長が固定されたセキュリテ
ィアルゴリズムである。ＤＥＳきーとしていかなる５６ビットの数を用いることができる
。ＤＥＳは比較的鍵長さが短いため、正しいキーが見つかる（すなわち、キーが“解読さ
れる”）まで考えられる総てのキーが一つ一つ試されるブルートフォースアタックに弱い
。

エレクトロニックコードブロック：ＥＣＢ。ＥＣＢでは、メッセージは６４ビットブロッ
クに分割され、各ブロックが別々に暗号化される。暗号化はブロック毎で独立である。
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エンタイトルメントコントロールメッセージ：ＥＣＭ。通常、プログラムのアクセス要求
を定義し、受信を要求するティアおよびプログラムの衝動買いに関連する費用を特定する
メッセージである。インデックスは、コンテントキーを参照してＥＣＭで配信される。暗
号化されたプログラムキーは、ＥＣＭストリームで配信される。

エンタイトルメントマネージメントメッセージ（ストリーム）：ＥＭＭ。それぞれ独立し
たデコーダのアクセス権を定義するメッセージである。ＥＭＭは、アクセス制御装置で処
理されるが、ユーザのプロセッサは、ＥＭＭをバッファし、インタフェースを介してアク
セス制御装置に送る。

ハッシュ：大きなドメインからの入力（例えば、入力ストーム）を小さいセットの出力（
すなわち、ハッシュ値、例えば、出力ストリーム）に変換する機能（または処理）である
。様々なハッシュ処理は、入力ストリームおよび出力ストリームのセットのそれぞれのド
メインおよびパターンにおいて異なり、類似する入力ストリームは、別々の出力ストリー
ムを生成する。ハッシュが生成するアルゴリズムの一例は、セキュアハッシュアルゴリズ
ム－１（ＳＨＡ－１）である。ハッシュが生成するアルゴリズムの別の例は、メッセージ
ダイジェスト５（ＭＤ５）である。ハッシュは適切なアルゴリズムを用いて生成され、特
定のアプリケーションの設計基準に適合する。

ヘッドエンド：ケーブルテレビシステムのコントロールセンタであり、放送信号が受信お
よび配信される。ヘッドエンドは通常、アンテナ、プリアンプ、周波数コンバータ、復調
器、エンコーダ、圧縮器、自動切り替え装置、ならびに配信チャネルの提供のために衛星
および地上のストリームを受信、増幅、フィルタリング、暗号化、符号化するその他の関
連する装置を含む。

初期化ベクタ：ＩＶ。ブロック暗号の初期化ベクタは、いくつかのフィードバックモード
の初めのデータブロックに結合するビットブロックである。ＩＶは、同様の簡単なテキス
トがチェーンブロック符号化（ＣＢＣ）モードで同一のキーで暗号化された場合でも、各
暗号テキストをユニークにする。

キーリスト：デコーダアドレスおよび各デコーダキーが順序付けて並べられたリストであ
る。キーリストは、エンコーダシステムに特有のデコーダに埋め込まれる診断回路に送る
アルゴリズムメッセージを生成するために、アップリンクコントロールシステム（ＵＣＳ
）で使用される。

プログラム：エンティティとして送られる（すなわち、提供、放送、送信、配信等）動画
情報、オーディオ情報、またはこれらの組合せの時間的に連続したコレクションである。

プログラムキー：特定のプログラムのアクセス、暗号化／復号化等を制御する暗号化／復
号化キーである。

トリプル－ＤＥＳ：（３－ＤＥＳ）３つの異なるキーを使用し、または、代わりに１つの
キーを３つのセグメントキーの第１および第３のセグメントに使用して第２のキーを中間
のセグメントに使用して、キー全体のビット幅が１１２または１６８ビットがまた、特定
の構造およびエンタイトルメント内のキーを保護するのに使用される３重のＤＥＳ暗号化
アプリケーション。

装置アドレス：一のデコーダを別のデコーダから識別および区別する固有の数字である。
ユニットアドレスの一例は、メディアアクセスコントロール（ＭＡＣ）である。
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装置キー（またはプライベートキー）：各デコーダに固有のキーである。特定のデコーダ
用のメッセージが、各装置キーにより暗号化される。

装置キーリスト：装置アドレスおよび各装置キーを含むファイルである。

アップリンクコントロールシステム（ＵＣＳ）：デジタルで圧縮されたサービスを安全に
配信するのをサポートするソフトウェアである。ＵＣＳは通常、イベントベースで各デコ
ーダを許可および拒否する権限を提供する。

ＵＴＣ：ユニバーサルタイムコードである。

ワーキングキー：通常、１秒間に数回変化するレベルの低いキーである。ワーキングキー
は通常、関連するプログラムの時間と等しいまたは短い有効性を有する。ワーキングキー
はまた、“コントロールワード”として参照される。一般的な例では、ワーキングキーは
、２０から３０秒おきに変化する。ある例（サービスに映像コンポーネントがない場合）
では、ワーキングキーの期間（すなわち、ワーキングキーがプログラムに対して有効であ
る期間）の長さは適切な時間間隔で設定される。しかしながら、ワーキングキーが変化す
る適切な時間は、特定のアプリケーションの設計基準に適合するように設定することがで
きる。ワーキングキーは、キーストリームを動作させるのに用いられる。ワーキングキー
は通常、暗号化された状態で各プログラムキーとともに配信される。

ワーキングキーファイル：プログラムキーで暗号化されたプログラム全体のワーキングキ
ーを含むファイルであり、通常時系列になっている。
【００１１】
　本発明の低階層キーマネージメントは通常、エンタイトルメントマネージメントメッセ
ージ（ＥＭＭ）、エンタイトルメントコントロールメッセージ（ＥＣＭ）、コンテントキ
ー、および関連するキーの更新および再設定可能なセキュリティシステムおよび方法を提
供する。通常の限定受信システム（ＣＡＳ）では、（ＥＭＭにより復号化される）カテゴ
リーキーまたはセッションキーが、ＥＣＭを復号化するのに使用され、ビデオストリーム
のコンテントキーまたはコントロールワードを取得する。各メディアストリーム（すなわ
ち、ビデオプログラムストリーム）は通常、固有のコンテントキーまたはコントローキー
を有する。本発明の低階層キーマネージメントは通常、安全性の高い方法により、（一方
向のハッシュ（例えば、ＳＨＡ－１、ＭＤ５等）、排他的論理和（ＥＸＯＲ）処理などの
１以上の相互に定義されるアルゴリズムおよびデータを利用し、総てのプログラムメディ
アストリームのＥＭＭの一部として保護される）トリプルＤＥＳまたはＡＥＳのような対
称なキーのセットを配信する。ＡＥＳ、ＤＥＳまたはトリプルＤＥＳのＥＣＢモードは、
ＣＢＣモードが初期化ベクタ（ＩＶ）を要求するのに対し、ＩＶを要求しない。本発明の
システムおよび方法は、選択的に（すなわち、代替的に）、ＣＢＣモードが選択されたア
ルゴリズムに使用される場合に参照および選択されるＩＶを含んでもよい。
【００１２】
　キーリストを配信するヘッドエンドおよび受信装置はいずれも、暗号化されたデータを
受信し、復号化されたテキストキーを取得することができる。また、インデックステーブ
ルは通常、配信されるキーを参照するために配信される。ＥＭＭアップデートは通常、初
めのテーブルが送信された後、単独でエンタイトルメントを配信するのに用いられる。あ
る例では、本発明の低階層により、プログラム識別子（ＰＩＤ）を使用してキーインデッ
クスを取得することできる。別の例では、本発明の低階層により、ビデオオンデマンド（
ＶＯＤ）セッションＩＤのようなセッションＩＤを用いてキーインデックスを取得するこ
とができる。キーインデックスは通常、１以上の関連するコンテントキーを参照するイン
デックスを決定するのに使用される。
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【００１３】
　キーインデックスは通常、暗号ブロックチェーンモードが使用される場合に、キー（お
よび代替的にＩＶ）を取得するのに使用される。インデックステーブルは、新しいＥＭＭ
のそれぞれに新しいキーを送信する代わりの手段として、アップデート可能である。スト
リームは他のキーの組合せから数学的に得られるため、キーの数は、プログラムストリー
ムおよびコンテントキー全体の数より少なくすることができる。その他の場合では、サー
ビスティア全体を同一の汎用キーに組み込むことができ、各ティアのプログラムストリー
ム用に派生キーを生成することができる。本発明のシステムおよび方法により、カテゴリ
またはセッションキーおよびヘッドエンドからの関連するＥＣＭを削減することができる
。
【００１４】
　ＶＯＤサービスでは、セッションをセットアップするときにキーテーブルを生成および
配信することができる。ＶＯＤサービスのキーは、短いワーキングキー期間用のその他の
情報と同様に、キーの変更に関する対称な情報とともに配信することができる。ＶＯＤセ
ッションＩＤまたは、代替的にプログラムＩＤをインデックスとして使用して、ＶＯＤ送
信復号化情報の適切なレコードによりキーリストを参照することができる。本発明の低階
層キーマネージメントの代替的な実施例では、一方向のハッシュが、復号化されたキーの
保護、選択、および処理に用いられる。
【００１５】
　本発明の低階層キーマネージメントシステムは通常、限定受信システム（例えば、放送
およびビデオオンデマンドアプリケーション）の復号化されたプログラムストリーム用の
コンテントキーを配信する新しくてより安全で簡潔なシステムおよび方法を提供する。本
発明のキーマネージメントは、初めてエンタイトルメントメッセージが送信された場合（
提供、伝送、供給、放送等）に新しいコンテントキーの配信に必要とされる複雑さを劇的
に低減することができる。本発明の低階層キーマネージメントシステムおよび方法は、新
しいＣＡＳシステムの一部として実現される。このＣＡＳシステムは通常、インフラスト
ラクチャ使用される特定のコンテントセキュリティメカニズムに関わらず、インフラスト
ラクチャに対応する装置の製造および販売を提供する。新しいＣＡＳシステムは、より効
果的な製造、販売および運用を提供し、従来の方法に比べ、非常に安価な宅内機器（ＣＰ
Ｅ）の販売の可能性を含む新しいビジネスモデルを可能にする。
【００１６】
　本発明の低階層キーマネージメントはユーザーが順応し易く、また従来の方法に比べ、
ヘッドエンドのインパルスペイパービュー（ＩＰＰＶ）およびビデオオンデマンド（ＶＯ
Ｄ）のセキュリティを簡素化するのに役立つ。本発明の簡素化されたキーマネージメント
構造はＩＰＰＶおよびＶＯＤ技術に適応でき、これによりＶＯＤのセキュリティ方法の総
てを標準化することが可能である。
【００１７】
　本発明は、マルチプルシステムオペレータ（ＭＳＯ）用の新しい種類の製品を導入する
ための総ての家庭用電化製品（ＣＥ）を産業に提供するため、本発明の低階層キーマネー
ジメントにおける固有のシステムおよび方法の商業的価値は、潜在的に非常に大きい。さ
らに、総ての家庭用電化製品メーカーは潜在的な顧客である。本発明は、ヘッドエンド、
ＳＴＢ、およびデジタルテレビの製造費用全体を低減し、ＩＰＰＶおよびＶＯＤのコスト
を低減し、複雑さを軽減することができ、これにより、従来の方法に比べてＭＳＯの費用
を有意に削減することができる。さらに、コストを劇的に削減すると同時に革新および新
しいビジネスを生み出すことにより、本発明の低階層キーマネージメントは、デジタル放
送衛星（ＤＢＳ）（すなわち、衛星を介したデジタルＴＶの送信）などの双方向の映像配
信および映像システムを利用した新しい遠距離通信に対するケーブルテレビ装置の競争力
を高めることができる。
【００１８】
　図１ａを参照して、本発明のメディアデコーダ（すなわち、制御装置、プロセッサ、装
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置、回路、デバイス等）１００を示す図を説明する。デコーダ１００は、デジタルメディ
アストリーム配信システム（図２（ａ－ｂ）により詳細に説明する）に関連して実現され
る。制御装置１００は通常、少なくとも１つのセキュリティに関する特徴（例えば、暗号
化、復号化、認証、セキュリティキー管理、コピープロテクション、デジタル権利管理等
）を少なくとも１つのデジタルメディア入力／出力ストリームに提供するセキュリティプ
ロセッサ（または処理システム）として実現される。デコーダ１００は通常、少なくとも
１つの信号（例えば、ＶＩＤＩＮおよびＰＩＤ）を受信する入力１０２と、付加データ、
信号、メッセージ等と同じように信号（例えば、ＴＦＨＥ）を受信／送信する入力／出力
１０４と、ワーキングキーモディファイヤおよびアプリケーションファンクション信号（
例えば、ＷＫＭ）を受信する入力１０６と、信号（例えば、ＶＩＤＯＵＴ）を送信する出
力１０８とを具える。
【００１９】
　ＶＩＤＩＮおよびＶＩＤＯＵＴストリームはそれぞれ、暗号化およびクリア（すなわち
、暗号化されていないまたは復号化された）状態（または条件）であるデジタルメディア
ストリームとして実現される。各ＶＩＤＩＮおよびＶＩＤＯＵＴストリームは通常、デジ
タルメディア信号のストリーム（例えば、ＭＰＥＧ、ＭＰＥＧ２等、ストリームまたはそ
の他の送信ストリーム）として実現される。ある例では、ＶＩＤＯＵＴストリームは、Ｖ
ＩＤＩＮストリームを復号（伸張）したバージョンとして実現される。しかしながら、Ｖ
ＩＤＩＮおよびＶＩＤＯＵＴストリームは、特定のアプリケーションの設計基準に適合す
る様々な適切なフォーマットおよびプロトコルを有して実現することができる。
【００２０】
　信号ＰＩＤは、ユーザ（すなわち、顧客、クライアント、視聴者、リスナー）により選
択された各プログラムのプログラム識別子として実現される。信号ＴＦＨＥは、帯域外（
ＯＯＢ）送信によるヘッドエンドから受信しヘッドエンドへ送信する少なくとも一つのエ
ンタイトルメントマネージメントメッセージ（ＥＭＭ）として実現される。ワーキングキ
ーモディファイヤおよびアプリケーションファンクション（例えば、暗号化を強化するた
めにコンテントキーに適用されるファクタ、オペレータ、またはファクタおよびオペレー
タの組合せ）ＷＫＭは通常、暗号化されたメディアストリーム（例えば、ＶＩＤＩＮスト
リーム）ワーキングキーを生成すべくコンテントキーに組み合わされて、復号化された出
力メディアストリーム（例えば、ＶＩＤＯＵＴストリーム）を生成する。
【００２１】
　制御装置１００は通常、メディアストリーム送信復号化エンジン１１０と、テーブル１
１２と、リスト１１４と、コンバイナ１１６とを具える。デコーダ１００は通常、少なく
とも１つのプロセッサ（例えば、マイクロプロセッサ、制御装置等）と、１以上のプロセ
ス、ルーチン、エンジン、リスト、テーブル等が格納された少なくとも１つのメモリ（例
えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ）、ＮＶＲＯ
Ｍ、フラッシュ、ＥＰＲＯＭ等）とにより実現される。エンジン１１０、テーブル１１２
、リスト１１４、およびコンバイナ１１６は通常、デコーダ１００のプロセッサおよびメ
モリ内で実現される。
【００２２】
　エンジン１１０は、（図２に関連して説明する）ヘッドエンドからストリーム（例えば
、ＶＩＤＩＮ）受信する第１の入力と、ストリーム復号化ワーキングキー（例えば、ＷＫ
）を受信する入力と、ストリーム（例えば、ＶＩＤＯＵＴ）を送信（すなわち、伝送、放
送、送出）する出力とを具える。復号化エンジン１１０は、メディアストリームＶＩＤＩ
Ｎを復号化（伸張）し、ワーキングキー（ＷＫ）およびメディアストリーム（ＶＩＤＩＮ
）に応じて復号化されたメディアストリームＶＩＤＯＵＴを送信するよう設定できる。復
号化キーＷＫは通常、コンテントキーの関数である。
【００２３】
　入力／出力１０４は、ヘッドエンド（例えば、図２（ａ、ｂ）と関連してより詳細に説
明するヘッドエンド２０２）およびメディアデコーダ１００間で認証されたエンタイトル
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メントマネージメントメッセージ（ＥＭＭ）のダウンロードに対応（または関連）するイ
ンタフェースを提供する。入力／出力１０４はさらに、エンタイトルメント構造、コンテ
ントキーリスト、ＩＶリスト、コンテントキーインデックステーブル、およびデジタル署
名のいずれか一つに関連する、デコーダへのダウンロードに対応するインタフェースを提
供する。
【００２４】
　テーブル１１２は通常、コンテントキーインデックステーブルを具える。テーブル１１
２のコンテンツは通常、ヘッドエンドから（例えば、入力／出力１０４を介して）ロード
される。ヘッドエンドからダウンロードする間、コンテントキーリストテーブルは、それ
ぞれの装置またはデバイスキーを利用して復号化および伸張される。テーブル１１２は、
入力１０２を介して識別子ＰＩＤを受信する。テーブル１１２は、当該テーブルに含まれ
るコンテントキーインデックスを利用して、テーブル１１２のそれぞれの値に基づき、識
別子ＰＩＤに対応するコンテントキーリストにインデックス（例えば、ＩＮＤ）を送信す
る。代替的（すなわち、選択的）な例では、テーブル１１２は、コンテントキーおよびＩ
Ｖインデックスデーブルを含む。
【００２５】
　リスト１１４には通常、各インデックス値（例えば、インデックスＩＮＤ）により参照
されるコンテントキーリストが含まれる。リスト１１４のコンテンツは、入力／出力１０
４を介してロードされる。リスト１１４は、各インデックスＩＮＤに応答してコンバイナ
１１６にコンテントキーを送信するよう設定される。特定の暗号化されたメディアストリ
ームＶＩＤＩＮに対応するリスト１１４のコンテントキー（および、代替的または選択的
に、ＩＶ値）は、暗号化されたメディアストリームＶＩＤＩＮに対応するヘッドエンドか
ら受信する識別子ＰＩＤにより参照されるコンテントキー（および、代替的または選択的
に、ＩＶ）インデックスのエントリを用いて、コンテントキー（および、代替的または選
択的に、ＩＶ）テーブル１１２から選択される。特定の暗号化されたメディアストリーム
に対応するコンテントキーおよびＩＶは、選択されたアルゴリズムのモードとして暗号ブ
ロックチェーンが使用される場合、暗号化されたメディアストリームに対応するヘッドエ
ンドから受信する識別子ＰＩＤにより参照されるコンテントキーおよびＩＶテーブルのイ
ンデックスＩＮＤを利用して、コンテントキーおよびＩＶリストから選択される。
【００２６】
　コンバイナ１１６は、ワーキングキーモディファイヤＷＫＭおよびコンテントキーに応
じてエンジン１１０にワーキングキーＷＫを送信するよう設定される。コンバイナ１１６
は、ハッシュおよび排他的論理和（ＥＸＯＲ）処理（すなわち、ルーチン、アルゴリズム
、プロセス、方法、ステップ、ブロック等）のうち少なくとも一つを利用して、ワーキン
グキーモディファイヤＷＫＭおよびコンテントキーを結合する。ある例（選択的または代
替的な処理モード）では、コンバイナ１１６はワーキングキーＷＫを定期的に変更するよ
う設定してもよい。例えば、コンバイナ１１６は、ビデオフレームの表示４回毎にワーキ
ングキーＷＫを変更してもよい。
【００２７】
　本発明により、従来の方法で使用していた各エンタイトルメントコントロールメッセー
ジ（ＥＣＭ）の送信、受信、および処理の必要がなくなる。このように、本発明の低階層
キーマネージメントは、従来の方法に比べて、費用が抑えられ、実現し易くて使い易い。
【００２８】
　図１ｂを参照して、本発明の代替的なメディアデコーダ（すなわち、制御装置、プロセ
ッサ、装置、回路、デバイス等）１００’を示す図を説明する。デコーダ／制御装置１０
０’はデコーダ／制御装置１００と同様に実現され、さらに、１以上の一方向ハッシュ処
理部１１８（例えば、処理部１１８ａ－１１８ｎ）を具える。ハッシュ処理部１１８は、
リスト１１４を介してテーブル１１２から選択されるインデックスＩＮＤ、および１１２
から選択されるキーの少なくとも一つに一方向ハッシュ処理（すなわち、プロセス、ルー
チン、アルゴリズム等）をし、モディファイヤＷＫＭと組み合わせて復号化（すなわち、
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ワーキング）キーＷＫを生成する。
【００２９】
　図１ｃを参照して、本発明の代替的なメディアデコーダ（すなわち、制御装置、プロセ
ッサ、装置、回路、デバイス等）１００’を示す図を説明する。デコーダ１００’’は、
ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）キーマネージメントに関連して効果的に実現される。メデ
ィアストリームＶＩＤＩＮは、暗号化されたＶＯＤメディアストリームである。メディア
ストリームＶＩＤＯＵＴは、復号化されたＶＯＤメディアストリームである。入力１０２
は、メディアストリームＶＩＤＩＮを受信する。ある例では、入力１０２は識別子ＰＩＤ
を受信する。別の例では、入力１０２はＶＯＤセッション識別子（例えば、ＶＯＤＩＤ）
を受信する。デコーダ１００’’は通常、ワーキングキーモディファイヤＷＫＭを受信し
ない。
【００３０】
　入力／出力１０４は、ヘッドエンドおよびメディアデコーダ１００’間で認証されたＥ
ＭＭのダウンロードに対応（または関連）するインタフェースを提供する。入力／出力１
０４はさらに、エンタイトルメント構造、ＶＯＤキーレコードリスト、ＩＶリスト、コン
テントキーインデックステーブル、およびデジタル署名のうち少なくとも一つに関連する
デコーダへのダウンロードに対応するインタフェースを提供する。
【００３１】
　制御装置１００’’は通常、メディアストリーム送信復号化エンジン１１０、テーブル
１１２’’、およびリスト１１４’’を具える。デコーダ／制御装置１００’’は通常、
デコーダ１００のコンバイナ１１６のようなコンバイナなしで実現される。エンジン１１
０は、ワーキングキーＷＫの代わりにビデオコンテントキー（例えば、ＶＫ）を受信する
。エンジン１１０は、メディアストリームＶＩＤＩＮおよび復号化キーＶＫに対応する復
号化されたメディアストリームＶＩＤＯＵＴを生成および送信する。
【００３２】
　テーブル１１２’’は通常、コンテントキー（および、代替的または選択的に、ＩＶ）
インデックステーブルを具える。テーブル１１２’’のコンテンツは通常、ヘッドエンド
（例えば、入力／出力１０４を介して）からロードされる。テーブル１１２’’は、入力
１０２を介して識別子ＰＩＤまたは代替的に識別子ＶＯＤＩＤを受信する。テーブル１１
２’’は、テーブル１１２’’に含まれるキーレコードインデックスを利用して、テーブ
ル１１２’’の各値に基づき、識別子ＰＩＤまたは代替的にＶＯＤＩＤに対応するコンテ
ントキーリスト１１４’’にインデックス（例えば、ＩＮＤ’’）を送信する。
【００３３】
　リスト１１４’’は通常、各インデックス値（例えば、インデックスＩＮＤ’’）によ
り参照されるＶＯＤコンテントキー（例えば、キーＶＫ）のリストを含む。リスト１１４
’’のコンテンツは入力／出力１０４を介してロードされる。リスト１１４’’は、各イ
ンデックスＩＮＤ’’に対応するエンジン１１０にコンテントキーを送信するよう設定さ
れる。特定の暗号化されたＶＯＤメディアストリームＶＩＤＩＮに対応するリスト１１４
’’のＶＯＤコンテントキー（および、代替的または選択的にはＩＶ）ＶＫは、暗号化さ
れたメディアストリームＶＩＤＩＮに対応するヘッドエンドから受信する識別子ＰＩＤま
たは代替的に識別子ＶＯＤＩＤにより参照されるコンテントキーレコードインデックスの
エントリを利用して、コンテントキー（および、代替的または選択的にはＩＶ）テーブル
１１２’’から選択される。ストリーム復号化キーＶＫは通常、各キー単位でエンジン１
１０に送信される。
【００３４】
　図１ｄを参照して、本発明の代替的なメディアデコーダ（すなわち、制御装置、プロセ
ッサ、装置、回路、デバイス等）１００’’’を示す図を説明する。デコーダ／制御装置
１００’’’は、デコーダ／制御装置１００’’と同様に実現され、さらに１以上の一方
向ハッシュ処理部１１８ａ－１１８ｎを具える。このハッシュ処理部１１８は、リスト１
１４’’を介してテーブル１１２’’から選択されるインデックスＩＮＤ、１１２’’か
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ら選択されるキーの少なくとも一つに一方向ハッシュ処理をして復号化（すなわち、ワー
キングキー）ＶＫに組み合わせるように設定される。
【００３５】
　図２ａを参照して、本発明に関連して実現されるメディアストリーム処理および配信シ
ステム２００を示す図を説明する。この配信システム２００は通常、ヘッドエンド２０２
と、ネットワーク２０４と、少なくとも一つのセットトップボックス（ＳＴＢ）２０６（
通常、複数のＳＴＢ２０６ａ－２０６ｎ）と、少なくとも一つの各受信装置（通常、複数
の装置２０８ａ－２０８ｎ）とを具える。配信システム２００は通常、メディアサービス
プロバイダ／加入者システムとして実現され、プロバイダ（またはベンダ）は通常、ヘッ
ドエンド２０２およびネットワーク２０４を管理し、また加入者（すなわち、クライアン
ト、顧客、サービスを受ける人、ユーザ等）にＳＴＢ２０６を提供する。
【００３６】
　ＳＴＢ２０６は通常、加入者の敷地（図示せず、例えば、住宅、居酒屋、ホテルの個室
、会社等）に設置され、受信装置２０８は通常、クライアントにより提供される。装置２
０８は通常、テレビ、高鮮明度テレビ（ＨＤＴＶ）、モニタ、ラジオ、パーソナルコンピ
ュータ、メディアプレイヤー、デジタルビデオプレーヤ、ゲームプレー装置等として実現
される。装置２０８は、ＳＴＢ２０６、ヘッドエンド２０２、またはＳＴＢ２０６および
ヘッドエンド２０２双方に接続される双方向通信機能を有する送受信装置として実現され
る。
【００３７】
　ヘッドエンド２０２は通常、ネットワーク２０４に電気的に接続され、当該ネットワー
ク２０４は通常、ＳＴＢ２０６に電気的に接続され、当該ＳＴＢ２０６は通常、各装置２
０８に電気的に接続される。電気的な接続は、適切な配線（例えば、ツイストペア、非ツ
イスト導線、同軸ケーブル、マイクロワイヤ、光ファイバーケーブル、ハイブリッドファ
イバーケーブル等）または無線（例えば、無線周波数、マイクロ波、赤外線）による接続
および特定の設計基準に適合するプロトコル（例えば、ホームプラグ、ＨｏｍｅＰＮＡ、
ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ、ｂ）、ブルートゥース、ＨｏｍｅＲＦ等）として実現される
。配信システム２００は、一つのＳＴＢ２０６がそれぞれ一つの装置２０８に接続するよ
うに図示されているが、各ＳＴＢ２０６は、１以上の装置２０８（図示せず）に接続する
機能を有するように実現してもよい。
【００３８】
　ヘッドエンド２０２は通常、アンプ、プリアンプ、データサーバ、コンピュータ、プロ
セッサ、暗号化および復号化するセキュリティ装置およびシステム等として実現される複
数の装置２１０（例えば、２１０ａ－２１０ｎ）を具え、ビデオおよびオーディオデータ
（例えば、映画、音楽、テレビ番組等）、処理装置（例えば、プロバイダにより管理され
る加入者アカウントサーバ）、テレビサービス送受信装置（例えば、通常のテレビおよび
ラジオ放送、デジタルテレビ、ＨＤＴＶ、オーディオ、ＭＰ３、テキストメッセージ通信
、ゲーム等）、メディアストリーム等を提供するよう構成される。ある例では、ヘッドエ
ンド２０２は、ストリームＶＩＤＩＮ、信号ＴＦＨＥ、およびプログラム識別信号ＰＩＤ
およびＶＯＤＩＤを生成および送信（すなわち、伝送、提供、パス、放送、送出）する。
【００３９】
　ネットワーク２０４は通常、メディアサービスプロバイダのストリーム（通常のテレビ
およびラジオ放送、デジタルテレビ、ＨＤＴＶ、オーディオ、ＭＰ３、テキストメッセー
ジ通信、ゲーム）を選択的に配信（すなわち、送信および受信）するよう構成されたメデ
ィアストリーム配信ネットワーク（例えば、ケーブル、衛星等）として実現され、例えば
、ストリームＶＩＤＩＮ、ダウンロードＴＦＨＥ、および識別子ＰＩＤおよびＶＯＤＩＤ
をＳＴＢ２０６に配信し、例えば、ＶＩＤＯＵＴとして受信装置２０８に配信する。スト
リームＶＩＤＩＮ、ダウンロードＴＥＨＥ、および識別子ＰＩＤおよびＶＯＤＩＤは通常
、加入者情報に基づいて（または対応して）配信される。例えば、顧客が購入したサービ
スのレベル（例えば、基本サービス、プレミアムービーチャネル等）、顧客が要求したサ
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マンド、有料放送、インパルスペイパービュー等）等により、特定の加入者に送信（およ
び加入者にから受信する）メディアストリームが決まる。
【００４０】
　ＳＴＢ２０６は通常、複数のストリーム機能（例えば、通常のテレビおよびラジオ放送
、デジタルテレビ、オーディオ、ＭＰ３、高鮮明度テレビ（ＨＤＴＶ）、メッセージ通信
等）を有するＳＴＢとして実現される。ＳＴＢ２０６は通常、個別のメディアデコーダ（
例えば、適切なデコーダ（制御装置）１００、１００’、１００’’、および１００’’
’のうちの一つ）を少なくとも一つ具える。ＳＴＢ２０６は、暗号化（および圧縮）され
たビデオおよびオーディオデータ（例えば、ストリームＶＩＤＩＮ）、ＥＭＭ信号および
ダウンロードＴＦＨＥ、ＩＤ信号ＰＩＤおよびＶＯＤＩＤを受信し、ＥＭＭ信号ＴＦＨＥ
をネットワーク２０４を介してヘッドエンド２０２に送信し、暗号化されていないビデオ
およびオーディオデータ（例えば、ストリームＶＩＤＯＵＴ）を受信装置２０８に送信す
る。
【００４１】
　図２ｂを参照して、本発明に関連して実現されるメディアストリーム処理および配信シ
ステム２００’を示す図を説明する。配信システム２００’は通常、ヘッドエンド２０２
と、ネットワーク２０４と、少なくとも一つの受信装置（すなわち、レシーバ、トランシ
ーバ等）２０８’（通常、複数の装置２０８ａ’－２０８ｎ’）とを具える。受信装置２
０８’は通常、ネットワーク２０４に直接接続され、ストリームＶＩＤＩＮ、信号ＴＦＨ
Ｅ、およびプログラム識別情報信号ＰＩＤおよびＶＯＤＩＤを受信し、ＥＭＭ信号ＴＦＨ
Ｅを受信および送信する。受信装置２０８’は通常、個別のメディアデコーダ（例えば、
適切なデコーダ（制御装置）１００、１００’、１００’’、および１００’’’のうち
の一つ）を少なくとも一つ具える。
【００４２】
　別の例（図示せず）では、システム２００’は、ネットワーク２０４に接続された少な
くとも一つのＳＴＢ２０６と、これらに接続された少なく一つの受信装置２０８と、また
、ネットワーク２０４に直接接続される少なくとも一つの装置２０８’とを具えるように
構成してもよい。
【００４３】
　前述した説明から明らかなように、本発明は通常、低階層キーマネージメントの改良さ
れたシステム（例えば、デコーダ１００および１００’）および改良された方法を提供し
、従来の方法に比べて、費用を抑えられ、実現し易くまた使い易い。
【００４４】
　本発明の実施例が図示され、説明されているが、これらの実施例は本発明の総ての可能
な形態を図示し、説明していることを意味するものではない。むしろ、明細書で使用され
た語は、限定ではなく説明としての語であり、また、本発明の意図及び目的を超えない限
りにおいて、様々な変形例を実現できると解される。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１ａ】図１（ａ）は、本発明のメディアストリームデコーダの図である。
【図１ｂ】図１（ｂ）は、本発明のメディアストリームデコーダの図である。
【図１ｃ】図１（ｃ）は、本発明のメディアストリームデコーダの図である。
【図１ｄ】図１（ｄ）は、本発明のメディアストリームデコーダの図である。
【図２ａ】図２（ａ）は、本発明を実現するメディア処理および配信システムの図である
。
【図２ｂ】図２（ｂ）は、本発明を実現するメディア処理および配信システムの図である
。



(13) JP 4870078 B2 2012.2.8

【図１ａ】 【図１ｂ】

【図１ｃ】 【図１ｄ】



(14) JP 4870078 B2 2012.2.8

【図２ａ】 【図２ｂ】



(15) JP 4870078 B2 2012.2.8

10

フロントページの続き

(72)発明者  コンプトン，チャールズ，エル．
            アメリカ合衆国　ペンシルバニア州　１９０１０，ブリンマー，アカデミーレイン　９３０

    審査官  月野　洋一郎

(56)参考文献  特開２０００－１９６５８６（ＪＰ，Ａ）
              特開２００４－０８０５４７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１１０５４５（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－１１０５４９（ＪＰ，Ａ）
              特開２００３－２６４８１３（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04N   7/16、7/167、7/173
              H04L   9/14


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

