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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
再生された暗号化情報信号を受信するために配設され、ある使用認証が利用可能である場
合に、再生された暗号化情報信号を正しく復号するために適切な鍵情報を供給する照合手
段と、
鍵情報を受信するために配設され、適切な鍵情報が利用可能である場合に、再生された暗
号化情報信号を復号する復号手段とを有する装置であって、
独立して使用認証を要求するための尋問手段を装備され、
前記尋問手段が、コミュニケーション手段を含み、そのコミュニケーション手段が、再生
された暗号化情報信号のための使用認証が存在しない場合に、上記コミュニケーション手
段と、少なくとも一つの使用認証割り当てデバイスとの間に、一つのデータリンクをセッ
トアップし、かつ
上記コミュニケーション手段が、上記データリンクを経由して、上記使用認証割り当てデ
バイスへ使用認証要求情報を供給し、又上記使用認証割り当てデバイスから、再生された
暗号化情報信号のための使用認証を受信することを特徴とする、
協調して動作する再生デバイスを手段として再生される、暗号化情報信号を再生するため
の使用認証を照合し、かつある使用認証が利用可能である場合に、復号された情報信号を
供給するための、装置。
【請求項２】
前記照合手段が、再生された暗号化情報信号に含まれており、上記再生された暗号化情報
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信号のための使用認証を割り当てることを許可されている使用認証割り当てデバイスを特
定する、イネーブル情報を読み出して供給し、かつ、
上記コミュニケーション手段が、上記イネーブル情報により特定される使用認証割り当て
デバイスに、使用認証要求情報を供給することを特徴とする、特許請求の範囲第１項記載
の装置。
【請求項３】
受信手段が、ある放送局により供給される暗号化された情報信号であって、上記暗号化情
報信号のための、使用認証を割り当てることを許可された、一つの使用認証割り当てデバ
イスを特定するイネーブル情報を含んでいる暗号化情報信号を受信するために配設され、
かつ、
インターフェース手段が、上記暗号化された情報信号を記録するために上記インターフェ
ース手段と協調する記録再生デバイスに、上記イネーブル情報を含むある暗号化情報信号
を供給するために配設されていることを特徴とする、特許請求の範囲第２項記載の装置。
【請求項４】
上記コミュニケーション手段は、イネーブル情報により特定される、使用認証割り当てデ
バイスからのコネクションセットアップ情報を記憶することが出来る、メモリ手段を含み
、かつ、
そのコミュニケーション手段は、与えられたイネーブル情報を含む、再生された暗号化情
報信号のための使用認証が存在しない場合は、上記メモリ手段に記憶される、与えられた
イネーブル情報により特定される、使用認証割り当てデバイスに使用認証要求情報を供給
するための、コネクションセットアップ情報を手段として、一つのデータリンクをセット
アップし、上記データリンクを経由して、再生された暗号化情報信号のための、使用認証
を受信することを特徴とする、特許請求の範囲第２項記載の装置。
【請求項５】
上記コミュニケーション手段が、使用認証割り当てデバイスに、再生された暗号化情報信
号を特定する使用認証要求情報を供給し、かつ、使用認証割り当てデバイスから、使用認
証要求情報に依存する鍵情報を受信することを特徴とする、特許請求の範囲第１項記載の
装置。
【請求項６】
演算手段が、再生された暗号化されていない情報信号をデコードするために配設されてお
り、その手段は同時に尋問手段の一部を構成し、かつ上記演算手段は前記コミュニケーシ
ョン手段に、使用認証が存在しないことによる再生された暗号化情報信号の不正な復号に
特有の制御情報を供給することを特徴とする、特許請求の範囲第１項記載の装置。
【請求項７】
上記照合手段が、上記コミュニケーション手段に受信される第一の鍵情報を、使用認証割
り当てデバイスから受信するとともに、上記再生された暗号化情報信号中に含まれる第二
の鍵情報を受信するように配置されたキーステージを含み、かつ、
上記キーステージが、ある使用認証が利用可能な場合は、第一の鍵情報と第二の鍵情報と
を一続きに処理して、再生された暗号化情報信号の正しい復号に適切な複合鍵情報を、復
号手段に供給することを特徴とする、特許請求の範囲第１項記載の装置。
【請求項８】
再生された暗号化情報信号を受信するために配設され、ある使用認証が利用可能である場
合に、再生された暗号化情報信号を正しく復号するために適切な鍵情報を供給する照合手
段と、
鍵情報を受信するために配設され、適切な鍵情報が利用可能である場合に、再生された暗
号化情報信号を復号する復号手段とを有する装置であって、
独立して使用認証を要求するための尋問手段を装備され、
使用認証が存在しない場合、暗号化された情報信号の再生を中断するために、インターフ
ェース手段を経由して、再生デバイスにポーズ情報を供給する、制御手段が配設され、か
つ、



(3) JP 4145362 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

上記制御手段は、次いで暗号化された情報信号のための使用認証が利用可能になった場合
は、暗号化された情報信号の再生を継続するために、上記インターフェース手段を経由し
て、前記再生デバイスにポーズ終了情報を供給することを特徴とする、
協調して動作する前記再生デバイスを手段として再生される、暗号化情報信号を再生する
ための使用認証を照合し、かつある使用認証が利用可能である場合に、復号された情報信
号を供給するための、装置。
【請求項９】
再生された暗号化情報信号を受信するために配設され、ある使用認証が利用可能である場
合に、再生された暗号化情報信号を正しく復号するために適切な鍵情報を供給する照合手
段と、
鍵情報を受信するために配設され、適切な鍵情報が利用可能である場合に、再生された暗
号化情報信号を復号する復号手段と、
独立して使用認証を要求するための尋問手段と、
を有し、
前記復号手段はさらに、再生された情報信号が暗号化されているかを検出する検出手段と
して機能し、その検出に応じて、前記尋問手段が、前記再生された情報信号中で特定され
る使用認証割り当て手段から、自動的に独立して使用認証を要求する、
協調して動作する再生デバイスを手段として再生される、暗号化情報信号を再生するため
の使用認証を照合し、かつある使用認証が利用可能である場合に、復号された情報信号を
供給するための、装置。
【請求項１０】
再生された暗号化情報信号を受信するために配設され、ある使用認証が利用可能である場
合に、再生された暗号化情報信号を正しく復号するために適切な鍵情報を供給する照合手
段と、
鍵情報を受信するために配設され、適切な鍵情報が利用可能である場合に、再生された暗
号化情報信号を復号する復号手段とを有する装置であって、
受信した再生された暗号化情報信号のための使用認証が存在しない場合に、使用認証割り
当て手段から、自動的に独立して使用認証を要求するための尋問手段を装備されているこ
とを特徴とする、
協調して動作する再生デバイスを手段として再生される、暗号化情報信号を再生するため
の使用認証を照合し、かつある使用認証が利用可能である場合に、復号された情報信号を
供給するための、装置。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、再生された暗号化情報信号を受信するように配置され、使用認証が利用可能で
ある場合にはその再生された暗号化情報信号を正しく復号化するのに適した鍵情報を供給
するように工夫された照合手段と、その鍵情報を受信するように配置され、適切な鍵情報
が利用可能である場合にはその再生された暗号化情報信号を復号化するように工夫された
復号化手段とからなり、その装置と共同して動作するように工夫された、再生デバイスを
手段として再生された再生暗号化情報信号のための、又使用認証が利用可能である場合に
は復号化した情報信号を供給するための、使用認証を照合するための装置に関するもので
ある。
背景技術
冒頭の段落に定義されたような型の装置は、例えば国際特許出願番号第９６／０５７００
の公報等でよく知られている。いわゆるセットトップボックスにより構成された、そのよ
うな公知の装置においては、照合手段は再生された暗号化情報信号内に含まれた使用証明
情報を決めることができる。そのような使用証明情報が存在する場合には、その再生され
た暗号化情報信号のための使用認証が得られる。使用証明情報は、その再生された暗号化
情報信号を復号化するための復号化手段に供給することが出来るような鍵情報を含んでい
る。再生された復号情報信号は、上記公知の装置に接続可能なるテレビジョンセット等の
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手段により表示することが出来る。
上記のような公知の装置は、使用認証の場合には、復号された情報信号の再生機会の数と
長さを記載する使用情報を記録するように工夫されている。さらに、あるデータリンクを
手段として、上記の公知の装置は、ある使用権尋問デバイスを構成する放送局に接続され
る。公知の装置を手段として記録された、特徴のある使用情報を尋問することにより、そ
の使用権尋問デバイスは、その再生デバイスにより再生された暗号化された有料サービス
の情報信号が何回及びどのくらいの時間その公知の装置で既に暗号化されたか、結果的に
その公知の装置のユーザーにより用いられたか、を決定することができる。通常繰り返さ
れる、有料サービスの情報信号の再生に対する課金は、それを特有の使用情報に基づいて
実行される。
しかしながら、上記の公知の装置については、暗号化された情報信号の正しい復号を可能
にし、上記の公知の装置の正しい動作に必要な情報である、再生された暗号化情報信号内
に暗号化された使用証明情報の存在が、認証されていない人により、既に復号された情報
信号を含む違法なコピーを作成するために用いられるようになった。復号された情報信号
を含む記録媒体が、認証がない人によって販売され、従って放送局に実質的な経済的損失
が結果として生じている。
さらに、上記の公知の装置で記録された特有の使用情報が、ある使用権尋問デバイス手段
により尋問された場合には、その使用権尋問デバイス手段が再生されることにより実行さ
れ、料金の徴収がそれに対してなされるその有料のサービス情報信号による、ある公知の
装置があるのかないのか、又あるとすればどこにあるのかということが、ある使用権尋問
デバイスには当初判らない、という問題が生じている。これが有料のサービス情報信号の
再生の料金の徴収を、かなり複雑にしている。
加えて、認証のない人により、上記公知の装置により記録された特有の使用情報が変更さ
れることを、禁止することは不可能であることが、さらに料金の徴収を複雑にしている。
さらに、公知の装置については、一方では、上記公知の装置手段により記録された特有の
使用情報を尋問することが、比較的長期の時間間隔では、その公知の装置のユーザーに対
し結果として料金の額が結果的に不確かになり、他方では、上記公知の装置手段により記
録された特有の使用情報を尋問することが、比較的短期の時間間隔であった場合は、その
放送局に対し、結果として比較的高価な出費を必要とすることが判ってきた。
発明の開示
本発明の目的は、有料のサービス情報信号の再生に対する料金決定の操作が実質的に除外
されているが、しかし一方では放送局にとって高度な柔軟性と低廉な費用で料金の決定を
可能にするような手段により、上記で言及した諸問題を解決し、冒頭の段落で定義された
改良された型の装置を提供することである。本発明によれば、この目的は使用認証を独立
して要求する尋問手段を装備した装置において、冒頭で定義された型の装置により達成さ
れる。このようにして、必要なときには、ある使用認証に対する独立した要求が出来るよ
うになっている、本発明による装置を手段として、簡単な方法で達成される。ある使用認
証が基礎とする鍵情報の受信に際して、本発明による装置を手段として、ある再生された
暗号化情報信号が復号されることができるようになっている。従って認証のない人による
操作は、特有の課金情報が使用認証要求情報の受信の際に、使用認証割り当てデバイス内
で、独占的に生成されるので、ほぼ完全に禁止される。さらに、本発明による装置のユー
ザーに対する使用料の課金は、比較的短期の時間間隔で遂行することができ、又使用認証
割り当てデバイスについては、特に低廉な出費で実施されることができる。
本発明による装置は、特許請求の範囲の第１請求項で定義されている特有の特徴を有して
いるので、もしさらに特許請求の範囲の第２請求項で定義されている施策が採用されたな
らば、有益であることが認められる。実際に、そのような具体例が特に信頼性があり、か
つ複雑ではなく、比較的低廉なコストで実現されうることが認められる。
本発明による装置は、特許請求の範囲の第２請求項で定義されている特有の特徴を有して
いるので、もしさらに特許請求の範囲の第３項で定義されている施策が採用されたならば
、有益であることが認められる。この方法では、与えられた有料のサービス情報信号に対
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する使用認証要求情報が、使用認証割り当てデバイスに供給されることが出来るようにな
っており、その使用認証割り当てデバイスは、この与えられた有料のサービス情報信号に
対して使用認証を割り当てることができる。それに加えて、再生された暗号化情報信号を
復号するために必要であり、使用認証の受信に際してこの装置に伝達される鍵情報は、イ
ネーブル情報により特定される、使用認証割り当てデバイス内にのみ蓄えられる。
本発明による装置は、特許請求の範囲の第３請求項で定義されている特有の特徴を有して
いるので、もしさらに特許請求の範囲の第４項で定義されている施策が採用されたならば
、有益であることが認められる。これは、放送局から伝達され、かつ本発明による装置に
より受信される暗号化情報信号は、使用認証を割り当てるためにイネーブルされた使用認
証割り当てデバイスを特定するイネーブル情報を含んでおり、暗号化された情報信号を記
憶するための、記録再生デバイスに供給されることができるという優位性を有している。
この結果として、複数の放送局からの有料のサービス情報信号の再生に対する料金の決定
は、唯一の使用認証割り当てデバイス手段により遂行されることが出来る。
本発明による装置は、特許請求の範囲の第３請求項で定義されている特有の特徴を有して
いるので、もしさらに特許請求の範囲の第５項で定義されている施策が採用されたならば
、有益であることがさらに認められる。複数の使用認証割り当てデバイスの接続セットア
ップ情報が記憶されることができ、かつ特に簡単な方法で極めて小さい遅延時間のみで、
使用認証要求情報がデータリンクを経由して、使用認証割り当てデバイスに供給されるこ
とが出来るという利点を有する。
本発明による装置は、特許請求の範囲の第２請求項で定義されている特有の特徴を有して
いるので、もしさらに特許請求の範囲の第６項で定義されている施策が採用されたならば
、有益であることが認められる。これは、使用認証要求情報をベースにして、どの有料の
サービス情報信号をこの装置のユーザーがプレイしたいのか、使用認証割り当てデバイス
が検出することができるという利点を有する。この結果として、料金の決定は特に柔軟な
方法で可能となる。特許請求の範囲の第６項に定義されている施策は、特許請求の範囲の
第３項、第４項及び第５項に定義された特有の特徴を有する、本発明による装置に同様都
合よく適用されることができることが留意されなければならない。
本発明による装置は、特許請求の範囲の第２請求項で定義されている特有の特徴を有して
いるので、もしさらに特許請求の範囲の第７項で定義されている施策が採用されたならば
、有益であることが認められる。これは、再生された有料のサービス情報信号のための使
用認証の有り無しが、特に簡単な方法で検出されることが出来るという利点を有する。特
許請求の範囲第７項に定義されている施策は、特許請求の範囲の第３項、第４項、第５項
及び第６項に定義された特有の特徴を有する、本発明による装置に同様都合よく適用され
ることができることが留意されなければならない。
本発明による装置は、特許請求の範囲の第２請求項で定義されている特有の特徴を有して
いるので、もしさらに特許請求の範囲の第８項で定義されている施策が採用されたならば
、有益であることが認められる。第一の鍵情報と第二の鍵情報からなる鍵情報が用いられ
ている結果として、認証のない人による操作に対する特に高度な防御が、本発明による装
置で達成されることが出来る。そのような暗号システムは、例えば、ディジタルビデオ放
送規格に従う転送の過程に用いられる。特許請求の範囲第８項に定義されている施策は、
特許請求の範囲の第３項、第４項、第５項、第６項及び第７項に定義された特有の特徴を
有する、本発明による装置に同様適用されることができることが留意されなければならな
い。
本発明による装置は、特許請求の範囲の第１請求項で定義されている特有の特徴を有して
いるので、もしさらに特許請求の範囲の第９項で定義されている施策が採用されたならば
、有益であることが認められる。これには、使用認証割り当てデバイスからの使用認証が
現れるまで有料のサービス情報信号の再生は中断され、その装置のユーザーは、従ってこ
の信号の再生中に有料のサービス情報信号のある部分をスキップすることはないという利
点がある。特許請求の範囲第８項に定義されている施策は、特許請求の範囲の第２項、第
３項、第４項、第５項、第６項、第７項及び第８項に定義された特有の特徴を有する、本
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発明による装置に同様適用されることができることが留意されなければならない。
上記で言及した態様及び本発明のその他の態様は、実施例により以降で記述される具体例
から明らかになり、この具体例に基づいて明瞭にされる。
本発明は以下に、図に示され、かつ実施例により与えられた具体例を参照してさらに詳細
に記述されるが、本発明はその具体例に限定されることはない。
【図面の簡単な説明】
第１図は、それに対して暗号化された有料のサービス情報信号が適用されることができ、
使用認証が存在しないときには情報信号に対して独立してそのような使用認証を要求する
ように構成された、本発明による装置を、ブロック図の形式での図式的表現を示している
。
発明を実施するための最良の形態
第１図は、再生デバイス手段により再生され、料金を支払うことでその情報信号の利用が
可能になるため暗号化されている、ある有料のサービス情報信号Ｉのための使用認証を照
合するように構成された、いわゆるセットトップボックスにより形成した装置１を示して
いる。ある情報信号Ｉは、例えば記録再生デバイスを形成するＤＶＨＳビデオレコーダー
２により、又は再生デバイスを形成するＤＶＤ装置３により再生されることが出来る。使
用認証が存在する場合には、装置１は復号された情報信号Ｉを、テレビジョンセットに供
給するように工夫される。ある使用認証は、その再生デバイスにより再生された情報信号
が暗号化されていないという事実により、与えられることが出来る。ある再生された暗号
化有料サービス情報信号Ｉのためのある使用認証は、その暗号化情報信号Ｉをうまく復号
するように適合した鍵情報Ｓの存在により与えられる。適合した鍵情報Ｓは、装置１内に
記憶されることも出来るし、又は以降でより詳細に記載される、一つ又はそれ以上の使用
認証割り当てデバイスを含んでいる、使用認証割り当て手段５により受信されることが出
来る。
上記のＤＶＨＳビデオレコーダー２は、再生ボタン７と記録ボタン８を含んでいるエント
リー手段６からなる。再生ボタン７を働かせることにより、上記のＤＶＨＳビデオレコー
ダー２は、一般的によく知られた方法で、ＤＶＨＳビデオレコーダー２がＤＶＨＳ規格に
従い、ある磁気テープ９上に記録されたディジタル情報信号Ｉを再生するように工夫され
た状態で再生モードにセットされることが出来る。再生された情報信号Ｉは、動作してい
るコネクション１０を経由して、第一のインターフェース手段１１に適用されることが出
来る。その後上記第一のインターフェース手段１１は、バス規格ＩＥＥＥ１３９４に従う
一般的に知られたデータバスを経由して、情報信号Ｉとコントロール信号ＳＴを転送する
ように工夫される。再生モード中に再生された情報信号Ｉは、バスのコネクション１２を
経由して、第一のインターフェース手段１１から、装置１の第二のインターフェース手段
１３に供給されることが出来る。
上記のＤＶＤ装置３は、再生ボタン１５を含むエントリー手段１４を含んでいる。再生ボ
タン１５を働かせることにより、上記のＤＶＤ装置３は、一般的によく知られた方法で、
ＤＶＤ装置３がＤＶＤ規格に従い、あるディジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）上に
記録された、ディジタル情報信号Ｉを再生するように工夫される状態で再生モードにセッ
トされることが出来る。再生モード中に再生された情報信号Ｉは、動作しているコネクシ
ョン１７、上記ＤＶＤ装置３の第三のインターフェース手段１８及びバスのコネクション
１２を経由して、装置１の第二のインターフェース手段１３に供給されることが出来る。
上記装置１は、第２のインターフェース手段１３から再生された暗号化情報信号Ｉを受信
するように配設された情報信号入力端子２０を有する、照合手段１９を含んでいる。上記
照合手段手段１９は、ＰＩＤセレクターとして知られる演算ステージ２１とキーステージ
２２を含んでいる。
ある再生された暗号化情報信号Ｉは、情報信号入力端子２０から演算ステージ２１に供給
されることが出来る。ＩＳＯ／ＩＥＣ１３８１８－１規格に従うある再生された情報信号
Ｉは、各々が１８８バイトの連続した情報信号ブロックにより構成されている。これらの
情報信号ブロックは、複数のビデオチャンネル及び音声チャンネルと、ビデオチャンネル
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又は音声チャンネル用の付加情報を同様に供給することが出来る。再生された暗号化情報
信号Ｉは、イネーブル情報Ｅを含むが、それは付加情報を構成している。イネーブル情報
Ｅは、使用認証割り当て手段５の使用認証割り当てデバイスを確認するが、そのデバイス
は、イネーブル情報Ｅを含む、有料のサービス情報信号Ｉに対して使用認証を割り当てる
ために、イネーブル又はオーソライズされている。
上記演算ステージ２１は、それを経由して入力手段２６からのチャンネル制御情報Ｋが演
算ステージ２１に加えられることが出来る、制御入力２３を有しており、その入力手段２
６は、アップボタン２４とダウンボタン２５を含んでいる。上記アップボタン２４又はダ
ウンボタン２５を働かせることにより、再生された暗号化情報信号Ｉ中に含まれている、
あるビデオチャンネルとそれと連携する音声チャンネルが、選択されることが出来る。選
択されたビデオチャンネルとそれに連携する音声チャンネル及びこれらの二つのチャンネ
ルと同様に連携する付加情報は、演算ステージ２１から演算ステージ２１の情報信号出力
２５へ、情報信号ブロックの形式で適用されることが出来る。上記選択されたビデオチャ
ンネル及びそれに伴う音声チャンネルと連携するイネーブル情報Ｅは、演算ステージ２１
のイネーブル出力２８に適用されることが出来る。
再生された情報信号Ｉがある有料のサービス情報信号Ｉであり、そのために暗号化されて
いる場合には、再生された情報信号Ｉは、スクランブル、即ち情報信号ブロックのタイム
シフトにより暗号化されている。再生された暗号化情報信号は、またＤＶＢ規格でＥＣＭ
情報として知られるさらに追加された情報である、第二の鍵情報Ｓ２を含んでいる。第二
の鍵情報Ｓ２は、スクランブルされた、即ちタイムシフトされた、上記情報信号ブロック
をどうやって正しい配列に復旧させるか、言い換えればどうやってそれらを復号させるか
、に関する情報を包含している。しかしながら、そのような第二の鍵情報Ｓ２は、また同
様に暗号化されているもので、ＤＶＢ規格ではＥＭＭ情報として知られており、上記第二
の鍵情報Ｓ２を復号するために用いられている第一の鍵情報Ｓ１と関連して、再生された
暗号化情報Ｉを復号するために適した、複合鍵情報Ｓを構成するのみである。認証を持た
ない人による、ある有料のサービス情報信号Ｉの認証されていない再生に対しての、実際
的な防御を実行するために、上記第二の鍵情報Ｓ２は、短期の時間間隔で変更される。上
記第一の鍵情報Ｓ１は、普通は長期の時間間隔で変更され、ある情報信号Ｉ中の付加情報
として転送される。
ある会員証カード２９が、キーステージ２２に挿入されることが出来るが、そのカードは
いわゆるスマートカードにより構成されており、その内部に第一の鍵情報Ｓ１が、会費の
支払いに応じて記憶されることが出来る。上記会員証カード２９の所有者による会費の支
払いが行われたときには、それに応じてその会員証カード２９は、その会員証カード２９
の所有者が暗号を復号して、新しい第一の鍵情報Ｓ１がその会員証カード２９に記憶され
た以後数週間の間、その有料のサービス情報信号を使用することを認める。
第二の鍵情報Ｓ２が、上記演算ステージ２１からキーステージ２２に適用されることが出
来る。上記キーステージ２２は会員証カード２９と共同して会員証カード２９に記憶され
、最終的に第一の鍵入力３０又は第二の入力３１に適用された第一の鍵情報Ｓ１を手段と
して、第二の鍵情報Ｓ２を復号することが出来る。使用認証の場合には、上記会員証カー
ド２９は、再生された暗号化情報信号Ｉ中に含まれている、第二の鍵情報Ｓ２のための適
宜の第一の鍵情報Ｓ１を記憶しており、その結果として上記キーステージ２２は、第一の
鍵情報Ｓ１と第二の鍵情報Ｓ２とを結合して処理し、再生された暗号化情報信号Ｉを正し
く復号するために適した複合鍵情報Ｓを供給することが出来る。この結果として、再生さ
れた暗号化情報信号Ｉは、照合手段１９の情報信号入力２０に適用されることが出来、あ
る使用認証の場合には、上記照合手段１９は再生された暗号化情報信号Ｉの正しい復号の
ための複合鍵情報Ｓを供給することが出来る。上記会員証カード２９に記憶された第一の
鍵情報Ｓ１と、上記再生された暗号化情報信号Ｉ内に含まれた第二の鍵情報Ｓ２とにより
構成された複合鍵情報Ｓを用意することによって、認証のない人による操作に対する特に
高い防衛が本発明による装置で実行される。
上記複合鍵情報Ｓは、現在の場合いわゆるデスクランブラーにより構成される、復号手段
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３２に適用されることが出来る。さらに、上記演算ステージ２１の出力２７に現れるある
再生された暗号化情報信号Ｉも復号手段３２に適用されることが出来る。情報信号ブロッ
クのスクランブルにより暗号化されている、上記情報信号Ｉの復号化は、上記暗号化され
た情報信号Ｉの情報信号ブロックの正しいタイム配列への復帰、即ちデスクランブルによ
り実行される。
もし再生された情報信号Ｉが料金不要のものであり、従って暗号化されていない情報信号
Ｉである場合は、復号手段３２に適用された情報信号Ｉは、その復号手段３２のある出力
３３に直接転送されることが出来る。しかしながら、もし上記演算ステージ２１の情報信
号出力２７で利用可能な再生された暗号化情報信号Ｉが有料のサービス情報信号Ｉである
場合には、結果的にそれは暗号化されており、上記復号手段は暗号化された情報信号Ｉの
復号を実行する。使用認証の場合には、暗号化された情報信号Ｉの正しい復号のために適
した復号鍵情報Ｓを受信するのみである復号手段３２は、使用認証が利用可能である場合
には出力３３上に復号された情報信号Ｉを生成するのみである。しかしながら、使用認証
が利用可能ではなく、上記復号手段３２が暗号化された情報信号Ｉの正しい復号のために
適した複合鍵情報Ｓを受信しない場合には、復号された情報信号Ｉは現れず、単に不正確
に復号された、即ち実際のところまだ暗号化されている情報信号Ｉが、復号手段３２の出
力３３に出てくることになる。
上記復号手段３２の出力３３において利用可能なある情報信号Ｉは、現在の場合には、使
用認証を独立して要求するために上記尋問手段の一部を同様に構成する、上記演算手段３
５内に配設された、デマルチプレクサ３４に適用されることが出来る。上記デマルチプレ
クサステージ３４は、選択されたビデオチャンネルに対応し、上記情報信号Ｉに含まれて
いるビデオ情報信号ブロックを第一のデコーダー手段３６に供給し、かつ選択されたオー
ディオチャンネルに対応し、上記情報信号Ｉに含まれているオーディオ情報信号ブロック
を第二のデコーダー手段３７に供給するように工夫されている。
上記第一のデコーダー手段３６は、ＭＰＥＧデコーダーにより構成され、ＭＰＥＧ規格に
従ってエンコードされたビデオ情報信号ブロックをデコードするように工夫されている。
あるデコードされたディジタルビデオ情報信号は、上記第一のデコーダー手段３６から、
上記装置１のビデオ出力３９にアナログのビデオ情報信号を供給可能なディジタル－アナ
ログコンバーター３８に適用されることが出来る。上記第一のデコーダー手段３６は、も
し上記第一のデコーダー手段３６がビデオ情報信号ブロックのデコードができない場合に
は、そこから制御情報ＳＩが利用可能である、制御情報出力４０を有している。これは、
もし使用認証が見あたらないために、復号されないで不正確に復号された、即ち暗号化さ
れたままの情報信号が現れ、その結果として不正確に復号された、即ち実際には暗号化さ
れたままのビデオ情報信号ブロックが第一のデコーダー手段３６に適用された場合である
。
上記第二のデコーダー手段３７は、ＭＰＥＧデコーダーとＡＣ－３デコーダーとを含んで
おり、ＭＰＥＧ規格又はＡＣ－３規格に従ってエンコードされた、オーディオ情報信号ブ
ロックをデコードするように工夫されている。あるデコードされたディジタルオーディオ
情報信号は、上記第二のデコーダー手段３７から、上記装置１のオーディオ出力４２にア
ナログのオーディオ情報信号を供給可能なディジタル－アナログコンバーターステージ４
１に適用されることが出来る。
テレビジョンセット４は、上記ビデオ出力３９とオーディオ出力４２に接続されており、
ある情報信号Ｉを再生するように工夫されている。
本発明に従う上記の装置１は、ある使用認証を独立して要求するための、尋問手段を含ん
でいる。これらの尋問手段は、使用認証のない場合に再生された暗号化情報信号のための
制御情報ＳＩの存在により特徴づけられ、少なくとも使用認証割り当て手段５の使用認証
割り当てデバイスにデータリンクを設定することが出来る連絡手段４３を含んでいる。こ
の目的のために、上記第一のデコーダー手段３６の制御情報出力４０上で利用可能な制御
情報ＳＩは、上記連絡手段４３のある制御ユニット４４に適用されることが出来る。さら
に、上記演算ステージ２１のイネーブル出力２８上で利用可能なイネーブル情報Ｅは、上
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記制御ユニット４４に適用されることが出来る。上記連絡手段４３は、さらに、制御ユニ
ット４４に接続されたメモリ手段４５を含み、イネーブル情報Ｅにより特徴づけられたデ
バイスである、上記使用認証割り当て手段の使用認証割り当てデバイス５の接続セットア
ップ情報を記憶するように工夫される。接続セットアップ情報は、以下でより詳しく記述
されるように、ある使用認証割り当てデバイスの一つの電話番号、無線通信ネットワーク
内で与えられた一つのアドレス又はあるケーブルシステムの与えられた一つのリバースチ
ャンネルにより構成されることが出来る。
上記使用認証割り当て手段５の使用認証割り当てデバイスとの連絡のために、上記の連絡
手段４３は、第一のコミュニケーションステージ４６と、第二のコミュニケーションステ
ージ４７及び第三のコミュニケーションステージ４８とを含んでいる。現在の場合は、上
記第一のコミュニケーションステージ４６は、電話回線４９により形成されるあるデータ
リンクを設定するように工夫される、いわゆるモデムにより構成されている。電話による
リンク４９をセットアップするために、上記第一のコミュニケーションステージ４６は同
時に使用認証割り当て手段５の第一の使用認証割り当てデバイス５１を構成している、あ
る料金徴収デバイスの電話番号形式の接続セットアップ情報を受信するように配設された
入力５０を有している。さらに別の電話番号の形式の接続セットアップ情報が、それによ
って別の電話回線のリンク５２が上記第一のコミュニケーションステージ４と、同時に使
用認証割り当て手段５の第二の使用認証割り当てデバイス５３を構成する第一の放送局と
の間にセットアップされる、上記第一のコミュニケーションステージ４６の入力５０に適
用されることが出来る。上記第一の放送局は、ＴＶ番組を衛星とのリンク５４を経由して
衛星により暗号化された又は暗号化されない情報信号Ｉの形式で転送するように工夫され
ている。さらに、上記第一の放送局は、その第一の放送局により転送され、ある記録再生
デバイス内で記録されて後日に再生することが出来る有料テレビジョン番組のための使用
認証を発行することを許可され又は権限づけられている。
無線通信ネットワーク内のあるアドレスの形式の接続セットアップ情報は、上記第二のコ
ミュニケーションステージ４７の一つの入力５４に適用されることが出来る。ある無線通
信ネットワーク内の上記のアドレスを用いて、上記第二のコミュニケーションステージ４
７は、同時に上記使用認証割り当て手段５の第三の使用認証割り当てデバイス５７を形成
する、ある第二の放送局とその第二のコミュニケーションコミュニケーションステージ４
７との間を、短波リンク５６の形式の、あるデータリンクをセットアップするように工夫
されている。この目的のために、上記第二のコミュニケーションステージ４７は、短波ア
ンテナ５８に短波信号を供給することが出来る。ある放送局と一つのセットトップボック
スとの間のそのような短波リンクは、「ワイヤレスケーブル」無線リンクとして知られて
いる。上記第二の放送局５７は、上記短波リンク５６を経由して暗号化された又は暗号化
されない情報信号ＩからなるＴＶ番組を転送するように工夫されており、上記第二の放送
局５７は、その第二の放送局により転送され、ある記録再生デバイス内で記録され後日に
再生することが出来る有料テレビジョン番組のための使用認証を割り当てることを、許可
され又は権限づけられている。
第三のコミュニケーションステージ４８は、ケーブルテレビジョンのシステム５９を経由
して、ある放送局と上記使用認証割り当て手段５の第四の使用認証割り当てデバイス６０
を形成しているケーブルテレビジョンのサービスユニット６０に一つのデータリンクをセ
ットアップするように工夫されている。この目的のために、上記第三のコミュニケーショ
ンステージ４８の一つの入力６１は、上記ケーブルテレビジョンのサービスユニットへの
情報の転送のための、リバースチャンネルを特徴づける、チャンネル情報を受信するよう
に配設されている。上記のケーブルテレビジョンのサービスユニットは、上記ケーブルテ
レビジョンシステム５９を経由して暗号化された又は暗号化されない情報信号Ｉからなる
ＴＶ番組を転送するように工夫されており、そのケーブルテレビジョンのサービスユニッ
トにより転送され、ある記録再生デバイス内で記録され後日に再生することが出来る有料
テレビジョン番組のための使用認証を割り当てることを、許可され又は権限づけられてい
る。
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上記の第一と第二の電話番号と、無線通信ネットワーク内のアドレス及びチャンネル情報
の全ての接続セットアップ情報は、上記の使用認証割り当て手段５の使用認証割り当てデ
バイス５１、５３、５７及び６０の内の一つに特有のイネーブル情報Ｅが現れた場合に、
上記制御ユニット４４が適切な接続セットアップ情報を上記メモリ手段４５から読み出さ
せるような方法で、メモリ手段４５内に記憶されている。このようにして読み出された接
続セットアップ情報は、接続手段４３、即ち上記の装置１からイネーブル情報Ｅにより特
定された使用認証割り当てデバイス５１、５３、５７又は６０へ、セットアップされるべ
き一つのデータリンクをイネーブルにする。上記の制御ユニット４４は、メモリ手段４５
から読み出された接続セットアップ情報を、読み出されたコミュニケーションセットアッ
プ情報の型式に依存して、第一のコミュニケーションステージ４６の入力５０、又は第二
のコミュニケーションステージ４７の入力５５、又は第三のコミュニケーションステージ
４８の入力６１へ、供給するように工夫されている。電話番号の形式の接続セットアップ
情報は、その後上記第一のコミュニケーションセットアップステージ４６に供給され、無
線のコミュニケーションネットワーク内のアドレスの形式の接続セットアップ情報は、上
記第二のコミュニケーションセットアップステージ４７に供給され、チャンネル情報の形
式の接続セットアップ情報は、上記第三のコミュニケーションセットアップステージ４８
に供給される。
ある暗号化された有料のサービス情報信号Ｉが、ＤＶＨＳビデオレコーダー２により、購
入された録画済みのＤＶＨＳカセットから再生され、かつ有料のサービス情報信号Ｉ内に
含まれている第二の鍵情報Ｓ２の復号のために要求される第一の鍵情報Ｓ１がキーステー
ジ２２の会員証カード内に記憶されていないときには、使用認証は存在しない。購入され
た又は無料で配布される、事前に録画されたＤＶＨＳカセットに記録された、暗号化され
た有料のサービス情報信号Ｉの再生に対しての料金の徴収が、上記第一の使用認証割り当
てデバイス５１により構成される料金徴収デバイスに移転されている、録画済みのＤＶＨ
Ｓが工場において製造された時、このＤＶＨＳ上に記録された情報信号は、この第一の使
用認証割り当てデバイス５１を特定するイネーブル情報を含んでいる。
再生ボタン７を動作させることにより、ＤＶＨＳビデオレコーダー２は、そのＤＶＨＳビ
デオレコーダー内のＤＶＨＳカセットから暗号化された有料のサービス情報信号を再生す
るための、再生モードにセットされることが出来る。再生された暗号化情報信号Ｉは、情
報信号入力２０に、又最終的に照合手段１９の演算ステージ２１に第一のインターフェー
ス手段１１と、バスのコネクション１２及び第二のインターフェース手段１３を経由して
適用されることが出来る。再生された暗号化情報信号Ｉ中に含まれているイネーブル情報
Ｅは、上記演算ステージ２１により検出されて、イネーブル出力２８に適用される。装置
１のユーザーは第１図には示されていない方法で、第一の使用認証割り当てデバイス５１
で使えるようになっている会員証カード２９を挿入するように催促される。
もしその会員証カード２９が、正しい第一の鍵情報Ｓ１を含んでおらず、従って予め録画
されたそのＤＶＨＳカセットから、暗号化された情報信号Ｉの再生をするための使用認証
がない場合には、復号手段３２は出力３３上に復号された情報信号Ｉを生成することが出
来ない。従って、再生された暗号化情報信号Ｉ中のビデオ情報信号ブロックは正しくデコ
ードされることが出来ず、その結果として第一のデコーダー手段３６は制御ユニット４４
に制御情報ＳＩを供給する。演算ステージ２１により検出される、このステージのイネー
ブル出力２８上で利用可能なイネーブル情報Ｅは、同様に制御ユニット４４に供給される
。上記制御ユニット４４は、しかる後にイネーブル情報Ｅにより特定された、第一の使用
認証割り当てデバイス５１に電話によるリンク４９をセットアップするために、メモリ手
段４５から第一の電話番号を読み出し、この第一の電話番号を第一のコミュニケーション
ステージ４６に転送する。モデムにより構成されている上記第一のコミュニケーション手
段４６は、第一の使用認証割り当てデバイス５１の第一の電話番号をダイヤルし、その結
果として電話によるリンク４９をセットアップする。この電話によるリンク４９がうまく
セットアップされた後、上記制御ユニット４４は第一のコミュニケーションステージ４６
と、第一の電話によるリンク４９を経由して、第一の使用認証割り当てデバイス５１に使
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用認証要求情報を供給することが出来る。
使用認証供給情報の補助を得て、料金徴収デバイスにより構成されている第一の使用認証
割り当てデバイス５１は、ここにあるこの会員証カード２９の所有者の会員証を経由して
第一の使用認証割り当てデバイス５１が料金を徴収することが出来るかどうかをチェック
する。例えば再生されるべき情報信号Ｉが記録された日付が含まれている上記使用認証要
求情報に基づいて、第一の使用認証割り当てデバイス５１は、再生された暗号化有料のサ
ービス情報信号Ｉを正しく復号するのに適切な複合鍵情報Ｓを形成するために、有料のサ
ービス情報信号Ｉ中に含まれている第二の鍵情報Ｓ２と共に必要な第一の鍵情報Ｓ１を決
定することが出来る。もしその会員証カード２９の所有者からの料金徴収の可能性が上記
第一の使用認証割り当てデバイス５１にあり、又もし第一の鍵情報Ｓ１が検出されれば、
第一の使用認証割り当てデバイス５１は、第一の電話リンク４９と第一のコミュニケーシ
ョンステージ４６を経由して、コミュニケーションステージ４３の制御ユニット４４へ、
第一の鍵情報Ｓ１を転送することにより、使用認証を与えることが出来る。上記制御ユニ
ット４４において第一の鍵情報Ｓ１が利用可能である時は、制御ユニット４４は第一の鍵
情報Ｓ１をキーステージ２２の第一の鍵入力３０に適用することが出来る。第一の鍵情報
Ｓ１が上記キーステージ２２に現れれば、上記キーステージ２２は予め会員証カード２９
に記憶された第一の鍵情報Ｓ１に、上記キー入力３０で受信した鍵情報Ｓ１を上書きする
ことが可能になる。上記キーステージ２２は、再生された暗号化有料のサービス情報信号
Ｉを正しく復号するように適切な複合鍵情報Ｓを復号手段３２に供給するように工夫され
ている。結果として、上記復号手段は複合鍵情報Ｓの援助を得て再生された暗号化情報信
号Ｉを復号することができ、かつ上記演算手段３５は再生された情報信号Ｉを、ビデオ出
力３９で利用可能なビデオ情報信号とオーディオ出力４２で利用可能なオーディオ情報信
号とに演算処理することが出来る。
このようにして、本発明による装置１は、独立して使用認証を要求するために好適である
。使用認証を表している第一の鍵情報Ｓ１を受信すると、この装置１は再生された情報信
号Ｉを復号する事が可能になる。認証を持たない人による操作は、有料のサービス情報信
号の使用事態の数を特定する特有の料金情報が、使用認証要求情報の受領に応じて第一の
使用認証割り当てデバイス５１で生成され、かつそのために上記装置１のユーザーにより
不法に変更されることが出来ないので、ほぼ完全に制限し除外することが出来る。さらに
、本発明による装置１のユーザーへの課金は、第一の使用認証割り当てデバイス５１、即
ち使用認証割り当て手段を用いて、比較的短期間に、特に低廉な費用で、実行されること
が出来る。これにより上記第一の使用認証割り当てデバイス５１は、多数の録画済みＤＶ
ＨＳカセット及びその他のディジタルの記録媒体に対する料金の徴収を扱うことが出来る
。一般に適用できる料金徴収のこの利点は、特に各々の有料のサービス情報信号Ｉに含ま
れているイネーブル情報Ｅが、使用認証を割り当てることを認められ権限づけられている
それぞれの使用認証割り当てデバイスを特定することにより達成することが出来るもので
ある。
さらに、再生された暗号化有料のサービス情報信号Ｉの正しい復号までデータリンクをセ
ットアップし使用認証要求情報を供給して使用認証を得ることは、極めて短期の時間内に
実行されることが出来るので、その結果として、本発明による装置１のユーザーは有料の
サービス情報信号の再生までごく短い時間待つだけでよいことは、極めて有用である。
この料金徴収のさらなる利点は、ＤＶＨＳや、ＤＶＤ又はＣＤ－ＲＯＭのような事前に記
録されたデータ担体の製造者が、消費者に対し事前に記録されたデータ担体を与えること
が出来、その事前に記録されたデータ担体が再生される都度の料金徴収を通じて、利益を
得ることが出来ることである。
第二の実施例では、暗号化された有料のサービス情報信号ＩはＤＶＤ装置３を手段として
ＤＶＤ１６から再生されることが出来る。再生された暗号化情報信号Ｉに含まれているイ
ネーブル情報Ｅは、ある使用認証を割り当てる権限を与えられた第二の使用認証割り当て
デバイス５３として、第一の放送局を特定する。既に説明したように、制御情報ＳＩの発
生により特徴づけられている使用認証のない場合は、コミュニケーション手段は電話によ
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るリンク５２により形成され、そのイネーブル情報Ｅにより特定される第一の放送局にデ
ータリンクをセットアップすることが出来る。上記のコミュニケーション手段４３は、さ
らに電話によるリンク５２を経由して上記第一の放送局に使用認証要求情報を供給するた
めに、かつ電話によるリンク５２を経由して第一の放送局から、再生された暗号化情報信
号Ｉのための使用認証を受信するために工夫されている。使用認証を示す第一の鍵情報Ｓ
１が受信された後、その第一の鍵情報Ｓ１が会員証カード２９に記憶されてから、暗号化
された有料のサービス情報信号Ｉは復号手段３２において正しく復号されることが出来る
ようになり、テレビジョンセット４を手段として再生できるようになる。
第三の実施例では、再生された暗号化有料のサービス情報信号Ｉに含まれ、かつ第１図に
は示されていないコンピューターのハードディスクドライブから再生されるイネーブル情
報Ｅが、再生された暗号化有料のサービス情報信号Ｉに対し第三の使用認証割り当てデバ
イス５７として第二の放送局を特定する。この場合には使用認証要求情報は、第二のコミ
ュニケーションステージ４７と短波アンテナ５８を経由して、短波リンク５６を手段とし
て制御ユニット４４から第二の放送局に転送される。上記第二の放送局により割り当てら
れた使用認証の場合には、この使用認証は短波によるリンク５６と短波アンテナ５８及び
第二のコミュニケーションステージ４７を経由して上記制御ユニットに転送され、会員証
カード２９内に記憶され、しかる後に再生された暗号化情報信号Ｉの正しい復号が可能に
なる。
別の実施例では、暗号化された有料のサービス情報信号Ｉに含まれ、ＤＶＤ装置３を手段
としてＤＶＤから再生されたイネーブル情報Ｅは、ケーブルテレビジョンのサービスユニ
ット、即ち第四の使用認証割り当てデバイス６０を特定する。この場合には、再生される
有料のサービス情報信号を特定する使用認証要求情報は、チャンネル情報により特定され
るリバースチャンネルを通して、ケーブルテレビジョンのシステム５９を経由してケーブ
ルテレビジョンのサービスに転送される。そのケーブルテレビジョンのサービスユニット
は、使用認証を現す第一の鍵情報Ｓ１を、ケーブルテレビジョンのシステム５９の同じチ
ャンネル又は異なるチャンネルを通して、コミュニケーション手段４３に転送することが
出来る。
このようにして本発明による装置１のコミュニケーション手段４３は、再生された暗号化
情報信号Ｉを特定する使用認証要求情報を提供するように、かつ少なくとも一つの使用認
証割り当てデバイスから、その使用認証要求情報に依存する第一の鍵情報Ｓ１を受信する
ように工夫されている。これは、使用認証要求情報に基づいて、どの有料のサービス情報
信号Ｉが装置１のユーザーにより再生されるのか、各々の使用認証割り当てデバイスが検
出することが出来る、という利点を生じる。このようにして、例えば、ＤＶＨＳビデオカ
セットに録画された特に人気のある映画に対しては、それほど人気のない映画よりも高い
料金を課金する事が可能になる。さらに、再生される映画がその会員証カードの所有者に
より既に何度も再生されたか否かにより、課金される金額を依存させ、値段の割引を認め
ることが出来る。
上記の装置１はさらに、使用認証が存在しない場合に、第一のデコーダー手段の制御情報
出力４０からの制御情報ＳＩが適用されることが出来る、制御手段６２を含む。上記の制
御手段６２は、使用認証割り当てデバイスにより供給される第一の鍵情報Ｓ１が利用可能
であるときに、上記の制御ユニット４４によりその情報が供給される制御ユニット４４か
らの使用認証情報ＷＢをさらに受信することが出来る。ＤＶＨＳビデオレコーダー２によ
り再生されたある有料のサービス情報信号Ｉに対して、使用認証が存在しない場合、その
不存在は制御情報ＳＩの発生により特徴づけられ、上記制御手段６２は、有料のサービス
情報信号の再生を中断するために、第二のインターフェース手段１３と、バスのコネクシ
ョン１２及び第一のインターフェース手段１１を経由して、ＤＶＨＳビデオレコーダー２
にポーズ情報を供給ように工夫されている。加えて、もしその後、上記ＤＶＨＳビデオレ
コーダー２により再生される、ある有料のサービス情報信号Ｉに対する使用認証が存在す
ると判明したならば、その存在は使用認証情報ＷＢの発生により特徴づけられ、上記制御
手段６２は第二のインターフェース手段１３と、バスのコネクション１２及び第一のイン
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ターフェース手段１１を経由して、ＤＶＨＳビデオレコーダー２にポーズの終了情報を供
給し、そのＤＶＨＳビデオレコーダー２をプレイモードにセットするために、工夫される
。同様のポーズ情報とポーズ終了情報が、任意の再生デバイス、即ちバスのコネクション
１２を経由して第二のインターフェース手段１３に接続され、暗号化された情報信号Ｉを
再生するＤＶＤ装置３等に適用されることが出来る。
このことは、ある有料のサービス情報信号Ｉの再生が、使用認証割り当てデバイスからの
使用認証が利用可能になるまで中断され、上記装置１のユーザーは、有料のサービス情報
信号Ｉが再生されたとき、そのいかなる部分の情報も引き続いて見られないということが
起こらない、という利点を生じる。
上記の装置１はさらに、複数の放送局からの暗号化された、又は暗号化されていない情報
信号Ｉを受信するための受信手段６３を含む。この目的のために、上記受信手段６３のチ
ューナーステージ６４が、ケーブルテレビジョンのシステム５９を経由してケーブルテレ
ビジョンのサービスユニット、即ち第四の使用認証割り当てデバイス６０からの、及び短
波リンク５６と短波アンテナ５８を経由して、第二の放送局、即ち第三の使用認証割り当
てデバイス５７からの情報信号Ｉを受信するように工夫されている。さらに、上記のチュ
ーナーステージ６４は、アンテナステージ６７に配設された地上波のアンテナ６８と、地
上波のラジオによるリンク６６を経由して、第三の放送局６５からの情報信号Ｉを受信す
るように工夫されている。加えて、上記チューナステージ６４は、衛星放送のリンク５４
とアンテナステージ６７の衛星放送用のアンテナ６９を経由して、第一の放送局５３から
情報信号Ｉを受信することが出来る。
アップボタン２４又はダウンボタン２５の動作を通して起動されるエントリー手段により
生成されることが出来るチャンネル制御情報Ｋは、チューナーステージ６４と、及び演算
ステージ２１の制御入力２３へと適用されることが出来る。チャンネル制御情報Ｋに依存
してチューナステージ６４で受信される情報信号Ｉは、照合手段１９の情報信号入力２０
に適用される。情報信号入力２０に適用された情報信号Ｉは、演算ステージ２１に供給さ
れることが出来る。これまでに既に説明したように、演算ステージにおいてアップボタン
２４及びダウンボタン２５を手段として選択された、ビデオチャンネルとそれに関連する
オーディオチャンネルの情報信号ブロックは、これらの２つのチャンネル中の情報と関連
する付加情報、特に対応するイネーブル情報Ｅ及び第二の鍵情報Ｓ２と同様に、上記チャ
ンネル制御情報Ｋに基づいて選択される。選択された情報は、情報信号出力２７において
利用可能になる。情報信号出力２７上で利用可能な情報信号Ｉは、その信号がある有料の
サービス情報信号Ｉであることができ、その故に暗号化されており、従って暗号化情報信
号Ｉのための使用認証を割り当てることを許可されたある使用認証割り当てデバイスを特
定するイネーブル情報信号Ｅを含んでいるものであるが、上記装置１の第二のインターフ
ェース手段１３に供給されることが出来る。複数のビデオチャンネル及びオーディオチャ
ンネルをこれら２つのチャンネルに関連する付加情報と共に選択し、これら全ての情報を
上記ＤＶＨＳビデオレコーダー２を手段として記録することが出来ることを留意しなけれ
ばならない。
ある放送局から受信された情報信号中に含まれている第一の鍵情報Ｓ１は、演算ステージ
２１内で検出されることが出来、かつ会員証カード２９内に上記第一の鍵情報Ｓ１を記憶
するために、キーステージ２２の第二の鍵入力３１に適用されることが出来る。
記録及び再生デバイスを構成する、上記ＤＶＨＳビデオレコーダー２のエントリー手段６
の記録ボタン８を動作させることにより、ＤＶＨＳビデオレコーダー２は記録モードに設
定されることが出来る。記録モードがアクティブにされると、上記ＤＶＨＳビデオレコー
ダー２は、バスのコネクション１２を経由して第二のインターフェース手段１３から第一
のインターフェース手段１１に適用された情報信号Ｉを、動作用のコネクション１０を経
由してあるＤＶＨＳカセットの磁気テープ９上に記録することが出来る。上記ＤＶＨＳビ
デオレコーダー２を手段として記録されたある暗号化された有料のサービス情報信号Ｉは
、これまでに既に述べられたように、再生ボタン７の動作により起動される再生モードで
再生されることが出来る。
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このことは、ある放送局により発信された映画と、上記ＤＶＨＳビデオレコーダー２によ
りあるＤＶＨＳカセット上に記録された映画の双方に対し、その放送局が上記有料映画の
各々の再生に対して課金することが出来る、という利点を生じる。
この点で、第三の放送局６５により供給される、有料のサービス情報信号Ｉに対する使用
認証は、上記料金徴収デバイス、即ち第三の放送局６５により使用認証を割り当てことを
許可されている、第一の使用認証割り当てデバイス５１により、許可されることが出来る
ことが留意されなければならない。
全ての使用認証割り当てデバイスが、それぞれの使用認証割り当てデバイスが使用認証を
割り当てることを許可されかつ権限づけられている、全ての有料のサービス情報信号Ｉに
ついての情報を記憶することが出来るメモリ手段を含んでいることが留意されるべきであ
る。この情報は、他と同様使用認証要求情報に含まれており、再生されるべき情報信号Ｉ
を特定する特定情報を特に含んでいることが、留意されなければならない。さらに上記特
定情報のために、関連する有料のサービス情報信号に対し課金されるべき金額を現す課金
情報と同様に、暗号化された情報信号の復号のための関係する第一の鍵情報Ｓ１を記録す
ることが出来る。
本発明による装置１が購入されるときには、メモリ手段４５には既にコネクションセット
アップ情報が含まれていてもよいことが、留意されるべきである。さらに、ある新しい使
用認証割り当てデバイスのためのコネクションセットアップ情報は、会員証カード２９が
キーステージ２２に挿入されたときに、上記コネクションセットアップ情報をメモリ手段
５５に記憶するために、第１図には示されていないコネクションを経由して、その情報が
制御ユニット４４に供給されることが可能な、関連する会員証カード２９上に記録するこ
とが出来る。加えて、ある新しい使用認証割り当てデバイスは、上記コネクションセット
アップ情報をメモリ手段４５内に記憶するために、あるデータリンクを経由して、対応す
るコネクションセットアップ情報を装置１に供給することが出来る。
コミュニケーション手段は、一つの使用認証割り当てデバイスを構成する、あるインター
ネットネットワークサーバーにデータリンクを設定するために、工夫されることが出来る
ことに留意するべきである。
さらに加えて、本発明による装置が又、直接ビデオレコーダー内部や、ＤＶＤ装置内又は
テレビジョン受信機内に設けられることが出来ることが留意されるべきである。
実施例により、上記にこれまで記述されてきた具体例では、再生された暗号化情報信号の
ための、独立して使用認証を要求する尋問手段は、第一のデコーダー手段３６が、暗号化
された情報信号及び暗号化されていない情報信号、又は復号された情報信号を検出するた
めの検出手段として同時に機能する、コミュニケーション手段４３と演算手段３５を基本
的に含んでいる。そのような尋問手段の構成は、実際には特に有益であることが認められ
る。しかしながら、本発明による装置は、代案として、別個に構成された尋問手段を含ん
でもよいことが留意されるべきである。そのような尋問手段は、例えば、エンコードされ
たビデオ情報信号ブロックをデコードするための第一のデコーダー手段が、同時に暗号化
された情報信号又は暗号化されていない情報信号を検出するための検出手段としてはその
中に用いられておらず、その替わりに暗号化された情報信号又は暗号化されていない情報
信号を検出されることが出来る別個の検出手段が配設されている手段であってよい。第１
図を参照して記述された本発明による装置以外の回路を有するコミュニケーション手段を
伴う尋問手段を又同様に配設することも可能である。
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