
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の要素データを時系列的に配列してなるデータブロックに対し、前記複数の要素デ
ータの時系列の順序を入れ替えるインターリーブ処理を施して出力するインターリーブ装
置において、
　インターリーブ処理の施された複数の要素データを格納するためのメモリ手段と、
　 が格納され
ている規則格納手段と、
　

　

　 各順番データについてのアドレスデータに基づき
、各要素データを前記メモリ手段の対応するアドレスに格納するデータ格納手段
とを具え、前記規則格納手段は、物理的に異なる２つのメモリチップのメモリ領域によっ
て構成される 、若しくは同一のメモリチップのアドレス空間において互
いに離れた のメモリ領域によって構成される

ことを特徴とするインターリーブ装置。
【請求項２】
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乱数列が格納されている乱数テーブルと、入力データを変数とする関数式と

前記データブロックを構成する各要素データの時系列の順番を表わす順番データに対応
する順位の乱数を前記乱数テーブルから読み出す１次変換手段と、

前記乱数テーブルから読み出された乱数を入力データとして前記関数式による演算を実
行して、前記メモリ手段のアドレスを表わすアドレスデータを算出する２次変換手段と、

前記２次変換手段によって算出された

２つの規則格納部
２つ ２つの規則格納部を具えており、一方の

規則格納部に前記乱数テーブルが格納され、他方の規則格納部に前記関数式が格納されて
いる



　複数の要素データを時系列的に配列してなるデータブロックにインターリーブ処理が施
されて前記複数の要素データの時系列の順序が入れ替えられている複数の要素データに、
インターリーブ復元処理を施して出力するインターリーブ復元装置において、
　インターリーブ処理の施された複数の要素データが格納されているメモリ手段と、
　 が格納され
ている規則格納手段と、
　

　

　 各順番データについてのアドレスデータに基づき
、前記メモリ手段の対応するアドレスから要素データを読み出して、元のデータブロック
を復元するデータ読出し手段
とを具え、前記規則格納手段は、物理的に異なる のメモリチップのメモリ領域によっ
て構成される 、若しくは同一のメモリチップのアドレス空間において互
いに離れた２つのメモリ領域によって構成される

こ
とを特徴とするインターリーブ復元装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の要素データを時系列的に配列してなるデータブロックに対し、前記複数
の要素データの時系列の順序を入れ替えるインターリーブ処理を施して出力するインター
リーブ装置、及びインターリーブ処理が施されて時系列の順序が入れ替えられている複数
の要素データに、インターリーブ復元処理を施して出力するインターリーブ復元装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、機密性の高いデータをメモリに格納する方法として、インターリーブを用いた
格納方法が知られている。
インターリーブを用いたデータ格納方法においては、一連のデータブロックを複数の要素
データに分けて、これら複数の要素データの時系列順序を入れ替え、時系列順序の入れ替
えられた複数の要素データをメモリに格納する。これによって、元のデータブロックの機
密性が確保される。
【０００３】
インターリーブ処理を用いたデータ格納方法としては、複数の要素データの時系列順序を
所定の規則に従って入れ替え、入れ替えられた順序で各要素データをメモリに格納する方
法や、１つの演算式を用いて要素データを格納すべきアドレスを算出し、算出されたアド
レスに各要素データを格納する方法が知られている。
又、要素データ毎のアドレスとして乱数が書き込まれたテーブルを用いて、各要素データ
を対応するアドレスに格納する方法 (特開平 5-347076[G11B 20/18])が提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記３つの方法の何れにおいても、インターリーブ処理に用いられるデー
タ変換規則は、１つの入替え規則、１つの演算式或いは１つのテーブルである。従って、
その１つのデータ変換規則が他人に知られれば、元のデータブロックがその他人によって
容易に復元されるので、データブロックの機密性確保についての信頼性が低い問題がある
。
そこで、本発明の目的は、データブロックの機密性確保について高い信頼性が得られるイ
ンターリーブ装置及びインターリーブ復元装置を提供することである。
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乱数列が格納されている乱数テーブルと、入力データを変数とする関数式と

前記データブロックを構成する各要素データの時系列の順番を表わす順番データに対応
する順位の乱数を前記乱数テーブルから読み出す１次変換手段と、

前記乱数テーブルから読み出された乱数を入力データとして前記関数式による演算を実
行して、前記メモリ手段のアドレスを表わすアドレスデータを算出する２次変換手段と、

前記２次変換手段によって算出された

２つ
２つの規則格納部

２つの規則格納部を具え、一方の規則格
納部に前記乱数テーブルが格納され、他方の規則格納部に前記関数式が格納されている



【０００５】
【課題を解決する為の手段】
　本発明に係るインターリーブ装置は、複数の要素データを時系列的に配列してなるデー
タブロックに対し、前記複数の要素データの時系列の順序を入れ替えるインターリーブ処
理を施して出力するものであって、
　インターリーブ処理の施された複数の要素データを格納するためのメモリ手段と、
　 が格納され
ている規則格納手段と、
　

　

　 各順番データについてのアドレスデータに基づき
、各要素データを前記メモリ手段の対応するアドレスに格納するデータ格納手段
とを具えている。そして、前記規則格納手段は、物理的に異なる２つのメモリチップのメ
モリ領域によって構成される 、若しくは同一のメモリチップのアドレス
空間において互いに離れた のメモリ領域によって構成される

【０００６】
　本発明に係るインターリーブ装置においては、規則的な順番の配列である順番データ

この様な不規則なアドレスに夫々、データブロックを構成する各要素デー
タが格納されるので、仮にメモリ手段からアドレスの順に要素データを読み出して配列し
たとしても、元のデータブロックは再現されず、そのデータ内容を解読することは出来な
い。
　上述の如く格納された複数の要素データをメモリ手段から読み出して元のデータブロッ
クを復元するためには、 が必要であるが、

は、物理的に異なる のメモリチップのメモリ領域、若しくは同一のメモリチ
ップのアドレス空間において互いに離れた のメモリ領域に格納されているので、他人
が データ変換規則を知ることは困難である。仮に、

データ変換規則が他人に知られたとしても、その１つのデータ変換規則によって
は元のデータブロックを復元することは出来ない。従って、上記従来のデータ格納方法に
比べて、データブロックの機密性確保について信頼性が向上する。
【０００９】
　本発明に係るインターリーブ復元装置は、複数の要素データを時系列的に配列してなる
データブロックにインターリーブ処理が施されて前記複数の要素データの時系列の順序が
入れ替えられている複数の要素データに、インターリーブ復元処理を施して出力するもの
であって、
　インターリーブ処理の施された複数の要素データが格納されているメモリ手段と、
　 が格納され
ている規則格納手段と、
　

　

　 各順番データについてのアドレスデータに基づき
、前記メモリ手段の対応するアドレスから要素データを読み出して、元のデータブロック
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乱数列が格納されている乱数テーブルと、入力データを変数とする関数式と

前記データブロックを構成する各要素データの時系列の順番を表わす順番データに対応
する順位の乱数を前記乱数テーブルから読み出す１次変換手段と、

前記乱数テーブルから読み出された乱数を入力データとして前記関数式による演算を実
行して、前記メモリ手段のアドレスを表わすアドレスデータを算出する２次変換手段と、

前記２次変換手段によって算出された

２つの規則格納部
２つ ２つの規則格納部を具え

ており、一方の規則格納部に前記乱数テーブルが格納され、他方の規則格納部に前記関数
式が格納されている。

の
夫々に、乱数テーブルを用いたデータ変換処理を施すことによって、高いランダム性を有
するデータが得られ、これらの夫々のデータに関数式による演算処理を施すことによって
、各データが更に変換されて、元の順番データから推測することの出来ないアドレスデー
タが得られる。

上記の乱数テーブル及び関数式 乱数テーブル及
び関数式 ２つ

２つ
乱数テーブル及び関数式の両方の 何れ

か一方の

乱数列が格納されている乱数テーブルと、入力データを変数とする関数式と

前記データブロックを構成する各要素データの時系列の順番を表わす順番データに対応
する順位の乱数を前記乱数テーブルから読み出す１次変換手段と、

前記乱数テーブルから読み出された乱数を入力データとして前記関数式による演算を実
行して、前記メモリ手段のアドレスを表わすアドレスデータを算出する２次変換手段と、

前記２次変換手段によって算出された



を復元するデータ読出し手段
とを具えている。そして、前記規則格納手段は、物理的に異なる のメモリチップのメ
モリ領域によって構成される 、若しくは同一のメモリチップのアドレス
空間において互いに離れた２つのメモリ領域によって構成される

【００１０】
　本発明に係るインターリーブ復元装置においては、データブロックを構成する各要素デ
ータが、上述のインターリーブ装置によるインターリーブ処理を受けて、メモリ手段の所
定のアドレス、即ち、各要素データについての順番データに

段階のデータ変換処理を施すことによって得られるアドレスデータが表わすアドレ
スに格納されている。
　従って、各要素データについての順番データに上記 段階のデータ変換処理を施すこと
によって、各要素データが格納されているアドレスを表わすアドレスデータが得られる。
この様にして得られるアドレスデータが表わすアドレスから要素データを読み出し、読み
出した要素データを配列することによって、複数の要素データが時系列の順序で配列され
た元のデータブロックが復元されることになる。
【００１１】
　この様に、元のデータブロックを復元するためには、 が
必要であるが、 は、物理的に異なる のメモリチップのメモリ
領域、若しくは同一のメモリチップのアドレス空間において互いに離れた のメモリ領
域に格納されているので、他人が データ変換規則を知る
ことは困難である。仮に、 のデータ変換規則が他人に知られたとしても、その
１つのデータ変換規則によっては元のデータブロックを復元することは出来ない。従って
、上記従来のデータ格納方法に比べて、データブロックの機密性確保についての信頼性が
向上する。
【００１４】
【発明の効果】
本発明に係るインターリーブ装置及びインターリーブ復元装置によれば、データブロック
の機密性確保について高い信頼性が得られる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態につき、図面に沿って具体的に説明する。
近年、インターネット上から、ＭＰ３ (MPEG AUDIO LAYER-3)やＡＡＣ (ADVANCED AUDIO CO
DING)などの方式による圧縮処理の施された音楽データを入手することが可能となってい
る。
図１に示す携帯型の信号記録再生装置 (１ )は、パーソナルコンピュータ (２ )に接続が可能
であって、パーソナルコンピュータ (２ )に接続された状態で、インターネット上からパー
ソナルコンピュータ (２ )にダウンロードされた音楽データをパーソナルコンピュータ (２ )
から受信して、受信した音楽データをメモリカード (11)に記録することが可能である。
パーソナルコンピュータ (２ )においては、配信者によって再生が認証された音声データの
みがダウンロードされ、ダウンロードされた音楽データに、該音楽データは本信号記録再
生装置 (１ )による再生が認証されたものであることを表わす認証データが付加され、該認
証データに対し、本信号記録再生装置 (１ )のみによって復元が可能な暗号化処理が施され
た後、これらの音楽データ及び暗号化された認証データが本信号記録再生装置 (１ )に転送
される。
【００１６】
信号記録再生装置 (１ )においては、パーソナルコンピュータ (２ )から転送された音楽デー
タ及び認証データは、メモリカード (11)に記録される。
ユーザにより１つの音楽データが選択されて再生操作が行なわれると、１つのメイン暗号
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２つ
２つの規則格納部

２つの規則格納部を具え
、一方の規則格納部に前記乱数テーブルが格納され、他方の規則格納部に前記関数式が格
納されている。

乱数テーブル及び関数式を用
いた２

２

上記の乱数テーブル及び関数式
乱数テーブル及び関数式 ２つ

２つ
乱数テーブル及び関数式の両方の

何れか一方



化キーが復元され、該メイン暗号化キーを用いて複数のサブ暗号化キーが復元される。そ
の後、これら複数のサブ暗号化キーを用いて、ユーザにより選択された音楽データに付加
された認証データが復元され、認証データの解読結果に基づいて、該音楽データは本装置
によって再生が認証されたものであるか否かが判断される。その音楽データは本装置によ
って再生が認証されたものであると判断された場合に限り、該音楽データが再生されて、
その再生音声が本装置に接続されたヘッドフォン (図示省略 )から外部へ出力されることに
なる。
【００１７】
仮に他の信号記録再生装置をパーソナルコンピュータ (２ )に接続して、該パーソナルコン
ピュータ (２ )から音楽データ及び認証データを受信することによって、これらのデータを
メモリカードに記録することが出来たとしても、認証データを復元するための複数のサブ
暗号化キー、これら複数のサブ暗号化キーを復元するための１つのメイン暗号化キーが内
蔵メモリに格納されていないため、認証データを解読することが出来ず、音楽データを再
生することは不可能である。
この様にして、音楽データの再生が認証された者の信号記録再生装置 (１ )のみにより、そ
の音楽データの再生を可能とすることによって、音楽データの配信者の著作権が保護され
ている。
【００１８】
ところで、上記他の信号記録再生装置においては、本信号記録再生装置 (１ )のメイン暗号
化キー、及び複数のサブ暗号化キーを取得して、メイン暗号化キーを用いて複数のサブ暗
号化キーを復元した後、これらのサブ暗号化キーを用いて認証データを復元し、更に本信
号記録再生装置 (１ )の後述の識別番号を取得すれば、前記音楽データの再生が可能となる
。
従って、音楽データの配信者の著作権を確実に保護するためには、メイン暗号化キーの機
密性を確保することが必要となる。
【００１９】
そこで、本実施形態においては、上記メイン暗号化キーに対するインターリーブ処理及び
インターリーブ復元処理に本発明を実施して、音楽データの配信者の著作権を確実に保護
するものとする。
先ず、パーソナルコンピュータ (２ )及び信号記録再生装置 (１ )の構成及び動作について具
体的に説明し、その後、メイン暗号化キーのインターリーブ処理及びインターリーブ復元
処理について具体的に説明する。
【００２０】
パーソナルコンピュータ (２ )には、配信者により再生が認証された音楽データのみをダウ
ンロードする機能と、音楽データの再生が認証された者の信号記録再生装置との間で通信
を行なう機能と、ダウンロードした音楽データに認証データを付加すると共に該認証デー
タに暗号化処理を施す機能とを有するデータ管理ソフトウエアが搭載されている。
【００２１】
図６は、パーソナルコンピュータ (２ )によって実行される上記データ転送手続きを表わし
ている。尚、パーソナルコンピュータ (２ )に内蔵されたメモリ (図示省略 )には、本信号記
録再生装置 (１ )の識別番号 (Device ID)が格納されている。
パーソナルコンピュータ (２ )に信号記録再生装置が接続されると、図示の如く、先ずステ
ップＳ１にて、内蔵せるメモリに格納されている前記識別番号に基づいて、接続された信
号記録再生装置が有効であるか否か、即ち本信号記録再生装置 (１ )であるか否かを判断し
、ノー (Ｎｏ )と判断された場合はステップＳ１にて同じ判断を繰り返す一方、イエス (Ｙ
ｅｓ )と判断された場合はステップＳ２に移行する。
ステップＳ２では、本信号記録再生装置 (１ )に装備された転送キーが操作されたか否かを
判断し、ノーと判断された場合はステップＳ１に戻る。
【００２２】
ユーザが所望の音楽データを信号記録再生装置に転送すべく該装置の転送キーを押下した
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場合は、ステップＳ２にてイエスと判断されてステップＳ３に移行し、内蔵メモリに格納
されている識別番号に基づいて、後述の如く認証データに暗号化処理を施すための暗号化
キーを作成した後、ステップＳ４では、ユーザにより選択された音楽データに、図２に示
す如く認証データを付加する。
続いてステップＳ５では、ステップＳ３にて作成した暗号化キーを用いて前記認証データ
に暗号化処理を施し、ステップＳ６では、音楽データ及び暗号化された認証データを本信
号記録再生装置 (１ )に転送して、上記手続きを終了する。
上記手続きによって、インターネット上からダウンロードされた音声データと暗号化され
た認証データとが本信号記録再生装置 (１ )に転送されることになる。
【００２３】
一方、信号記録再生装置 (１ )は、パーソナルコンピュータ (２ )との間で通信を行なうと共
にメモリカード (11)に対するデータの書込み及び読出しを行なうメモリカード／ＰＣ通信
コントローラ (10)を具えており、該コントローラ (10)は、上述の如くパーソナルコンピュ
ータ (２ )から転送された音楽データ及び認証データを受信して、受信した音楽データ及び
認証データをメモリカード (11)に書き込む。
メモリカード／ＰＣ通信コントローラ (10)には、マイクロコンピュータ (12)が接続されて
おり、メモリカード／ＰＣ通信コントローラ (10)は、マイクロコンピュータ (12)からの読
出し指令を受けて、メモリカード (11)から音楽データを読み出し、読み出した音楽データ
をマイクロコンピュータ (12)に供給する。
【００２４】
マイクロコンピュータ (12)に供給された音楽データは、先ずデコード回路 (13)に供給され
て伸長処理など所定の信号処理が施された後、アナログ変換回路 (14)に供給されてアナロ
グの音響信号に変換される。該アナログ音響信号は、アンプ回路 (15)に供給されて増幅さ
れた後、ヘッドフォン端子 (16)を経てヘッドフォン (図示省略 )に供給され、ヘッドフォン
から音声として外部へ出力される。
又、マイクロコンピュータ (12)には、不揮発性の書換え可能なメモリ (17)、例えばＥＥＰ
ＲＯＭが接続されると共に、操作キー群 (18)及びＬＣＤ (19)が接続されている。メモリ (1
7)には、上述の如く暗号化された認証データを復元するために必要な複数のサブ暗号化キ
ーと、これら複数のサブ暗号化キーを暗号化すると共に暗号化された複数のサブ暗号化キ
ーを復元するために必要な１つのメイン暗号化キーとが格納されている。
【００２５】
ユーザにより１つの音楽データが選択されて再生キーが押下されると、マイクロコンピュ
ータ (12)は、メイン暗号化キーを後述の手法によって復元し、復元されたメイン暗号化キ
ーを用いて複数のサブ暗号化キーを復元する。その後、これら複数のサブ暗号化キーを用
いて、上述の如く音楽データに付加されている認証データを復元して該認証データを解読
し、解読結果に基づいて、ユーザにより選択された音楽データは再生が認証されたもので
あるか否かを判断する。
マイクロコンピュータ (12)は、ユーザにより選択された音楽データは再生が認証されたも
のであると判断した場合は、メモリカード／ＰＣ通信コントローラ (10)に対して、該音楽
データを対象とする読出し指令を発する。
【００２６】
メモリカード／ＰＣ通信コントローラ (10)は、マイクロコンピュータ (12)からの前記読出
し指令を受けて、メモリカード (11)から前記音楽データを読み出し、読み出した音楽デー
タをマイクロコンピュータ (12)に供給する。
マイクロコンピュータ (12)に供給された音楽データは、その後、上述の如くデコード回路
(13)によって所定の信号処理が施された後、Ｄ／Ａ変換回路 (14)によってアナログの音響
信号に変換され、該アナログの音響信号は、アンプ回路 (15)によって増幅されて、ヘッド
フォン端子 (16)を経てヘッドフォンに供給される。
この様にして、再生が認証された音楽データのみが再生されることになる。
【００２７】
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本発明に係る信号記録再生装置 (１ )の特徴的構成であるメイン暗号化キーに対するインタ
ーリーブ処理及びそのインターリーブ復元処理について、図４及び図５に基づき具体的に
説明する。
該インターリーブ処理においては、メイン暗号化キーを表わすデータブロックは、図４ (
ａ )に示す如く夫々１バイトのデータ量を有する複数の要素データ (Ａ～Ｔ )に分けられ、
各要素データを格納すべきアドレスを表わすアドレスデータは、１つのテーブル及び１つ
の関数式を用いて導出される。マイクロコンピュータ (12)に内蔵されたフラッシュメモリ
(図示省略 )には、テーブル及び関数式が、図３に示す如くアドレス空間において互いに充
分に離れた２つのメモリ領域 (121)(122)に格納されている。
【００２８】
テーブルには、図４ (ｂ )及び図５ (ａ )に示す如くメイン暗号化キーのデータブロックを構
成する要素データの数だけ乱数が格納されている。これらの乱数は、乱数生成装置によっ
て作成されたものであって、乱数生成装置からマイクロコンピュータ (12)に転送されてフ
ラッシュメモリに書き込まれている。
一方、前記関数式は、上記テーブルに格納されている乱数を変数Ｘとして、アドレスデー
タを算出するもの (例えばＹ＝ａＸ＋ｂ　ａ，ｂ：定数 )である。
【００２９】
インターリーブ処理においては、メイン暗号化キーのデータブロックを構成する各要素デ
ータについて、図４ (ｂ )のテーブルから、各要素データの順番と同一の順位に格納されて
いる乱数を読み出した後、読み出した乱数を変数として同図 (ｃ )の如く上記関数式による
演算を実行してアドレスデータを算出し、算出したアドレスデータが表わすアドレスに、
同図 (ｄ )の如く各要素データを格納する。
例えば、３番目の要素データＣについては、同図 (ｂ )のテーブルから３番目の乱数“７”
が読み出された後、該乱数を変数として関数式による演算が実行されてアドレスデータが
算出され、算出されたアドレスデータが表わすアドレスに要素データＣが格納される。
【００３０】
上記インターリーブ処理においては、図４ (ｂ )のテーブルから、メイン暗号化キーのデー
タブロックを構成する複数の要素データ (Ａ～Ｔ )について高いランダム性を有する乱数が
得られ、これら夫々の乱数に上記関数式による演算を施すことにより更にデータ変換を受
けたアドレスデータが算出されて、これらのアドレスデータが表わすアドレスに、前記複
数の要素データ (Ａ～Ｔ )が格納される。
この様にして、メイン暗号化キーのデータブロックを構成する複数の要素データは、同図
(ｄ )の如くその時系列の順序がランダムに入れ替えられて、メモリ (17)に格納されること
になる。
【００３１】
インターリーブ復元処理においては、図５ (ａ )のテーブルから１番目の乱数“１２”を読
み出し、読み出された乱数を変数として同図 (ｂ )の如く上記関数式による演算を実行して
アドレスデータを算出し、同図 (ｃ )の如く算出されたアドレスデータが表わすアドレスに
格納されている要素データＡを読み出す。次に同図 (ａ )のテーブルから２番目の乱数“２
”を読み出し、読み出された乱数を変数として同図 (ｂ )の如く上記関数式による演算を実
行してアドレスデータを算出し、同図 (ｃ )の如く算出されたアドレスデータが表わすアド
レスに格納されている要素データＢを読み出す。
【００３２】
以下同様にして、同図 (ａ )のテーブルから、格納順位に従って順次、乱数を読み出し、読
み出された乱数に関数式による演算を施すことによって得られるアドレスデータが表わす
アドレスから要素データを読み出す動作を繰り返し、これによって得られる要素データを
前記テーブルからの読出し順序に従って配列する。ここで、上述のインターリーブ処理に
おいては、図４ (ｂ )のテーブルから各要素データの順番と同一の順位に格納されている乱
数が読み出されるので、上述の如く図５ (ａ )のテーブルからの読出し順序に従って要素デ
ータを配列することによって、同図 (ｄ )の如く、複数の要素データ (Ａ～Ｔ )が時系列の順
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序で配列された元のデータブロックが得られることになる。
【００３３】
図７は、信号記録再生装置 (１ )のマイクロコンピュータ (12)によって実行される上記音楽
データ再生手続きを表わしている。
図示の如く、先ずステップＳ１１では、再生キーが操作されたか否かを判断し、ノーと判
断された場合は、ステップＳ１１にて同じ判断を繰り返す。
一方、ユーザがメモリカード (11)に記録されている複数の音楽データの内、１つの音楽デ
ータを選択して再生キーを押下した場合は、ステップＳ１１にてイエスと判断されてステ
ップＳ１２に移行し、メイン暗号化キーを上述の手法によって復元する。
【００３４】
次にステップＳ１３では、前記メイン暗号化キーを用いて複数のサブ暗号化キーを復元し
た後、ステップＳ１４では、前記複数のサブ暗号化キーを用いて、音楽データに付加され
ている認証データを復元して解読する。
ステップＳ１５では、前記解読結果に基づいて、ユーザにより選択された音楽データは本
装置 (１ )による再生が認証されたものであるか否かを判断し、ノーと判断された場合はス
テップＳ１１に戻る一方、イエスと判断された場合は、ステップＳ１６に移行して、メモ
リカード／ＰＣ通信コントローラ (10)に読出し指令を出力して、ステップＳ１１に戻る。
メモリカード／ＰＣ通信コントローラ (10)は、該指令を受けて、ユーザにより選択された
音楽データをメモリカード (11)から読み出す。この結果、ユーザにより選択された音楽の
音声がヘッドフォンから外部へ出力されることになる。
上記手続きによって、配信者により本装置 (１ )による再生が認証された音楽データのみが
再生される。
【００３５】
上記信号記録再生装置 (１ )においては、メイン暗号化キーに対するインターリーブ処理及
びインターリーブ復元処理にて用いられるテーブル及び関数式は、図３に示す如く、マイ
クロコンピュータの内蔵せるフラッシュメモリのアドレス空間において互いに充分に離れ
た複数のメモリ領域 (121)(122)に格納されているので、他人がテーブル及び関数式の両方
を知ることは困難である。仮に、テーブル及び関数式の何れか一方のデータ変換規則が他
人に知られたとしても、その１つのデータ変換規則によってはメイン暗号化キーのデータ
ブロックを復元することは出来ない。従って、上記従来のデータ格納方法に比べて、デー
タブロックの機密性確保について高い信頼性が得られる。
【００３６】
尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内
で種々の変形が可能である。
例えば、上記実施の形態においては、１つのテーブル及び１つの関数式を用いて、メイン
暗号化キーのデータブロックにインターリーブ処理を施す構成を採用しているが、これに
限らず、２つのテーブルを用いてインターリーブ処理を施す構成や、２つの関数式を用い
てインターリーブ処理を施す構成などを採用することも可能である。又、２つのデータ変
換規則に限らず、３つ以上のデータ変換規則を用いることも可能である。
又、上記実施の形態においては、テーブル及び関数式を、同一のフラッシュメモリのアド
レス空間において互いに離れた２つのメモリ領域 (121)(122)に格納しているが、これに限
らず、物理的に異なる２つのメモリチップのメモリ領域にそれぞれ格納する構成を採用す
ることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明を実施した信号記録再生装置の構成を表わすブロック図である。
【図２】パーソナルコンピュータから信号記録再生装置に転送される音楽データ及び認証
データの構造を表わす図である。
【図３】マイクロコンピュータに内蔵されたフラッシュメモリの信号記録フォーマットを
表わす図である。
【図４】メイン暗号化キーに対するインターリーブ処理方法を説明するための図である。
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【図５】メイン暗号化キーに対するインターリーブ復元処理方法を説明するための図であ
る。
【図６】パーソナルコンピュータによって実行されるデータ転送手続きを表わすフローチ
ャートである。
【図７】信号記録再生装置のマイクロコンピュータによって実行される音楽データ再生手
続きを表わすフローチャートである。
【符号の説明】
(１ )　信号記録再生装置
(10)　メモリカード／ＰＣ通信コントローラ
(11)　メモリカード
(12)　マイクロコンピュータ
(13)　デコード回路
(14)　Ｄ／Ａ変換回路
(15)　アンプ回路
(16)　ヘッドフォン端子
(17)　メモリ
(18)　操作キー群
(19)　ＬＣＤ
(２ )　パーソナルコンピュータ
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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