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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に暗号データの転送を実行する第1の装置と第２の装置とからなるデータ処理シス
テムにおいて、
　前記第2の装置は、前記第1の装置との転送データに関する暗号処理を実行する暗号処理
部を有し、
　前記暗号処理部は、
　前記第1の装置との転送データに対して1回の共通鍵暗号処理を適用して暗号処理を行な
う単回数共通鍵暗号処理部と、
　前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行させ、複回数共
通鍵暗号処理を実行させる制御部とを有し、
　単回数共通鍵暗号処理および複回数共通鍵暗号処理を選択的に実行する構成を有し、
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
　前記第1の装置から複回数共通鍵暗号処理用の複数の鍵データを順次、受信して、受信
鍵データに基づいて、逐次単回数共通鍵暗号処理を繰り返し実行する構成であることを特
徴とするデータ処理システム。
【請求項２】
　前記暗号処理部における複回数共通鍵暗号処理は、
　前記第1の装置から前記第2の装置に対して転送され、前記第２の装置内の記憶手段に格
納される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、または、
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　前記第２の装置内の記憶手段に格納され、前記第２の装置から前記第１の装置に対して
転送される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、
　少なくとも上記いずれかのコマンドシーケンスにおいて実行する構成であることを特徴
とする請求項１に記載のデータ処理システム。
【請求項３】
　前記暗号処理部の制御部は、
　前記第1の装置から転送されるコマンド識別子を予め定められた設定シーケンスにした
がって受領し、該受領コマンド識別子に対応するコマンドをレジスタから取り出して実行
する構成であり、前記レジスタに格納されたコマンドシーケンスは単回数共通鍵暗号処理
シーケンスであり、複回数共通鍵暗号処理実行の際は、前記単回数共通鍵暗号処理シーケ
ンスを複数回繰り返して実行する制御を行なう構成であることを特徴とする請求項１に記
載のデータ処理システム。
【請求項４】
　前記暗号処理部は、
　暗号処理対象データをメッセージとしてＣＢＣモードを適用した暗号処理を前記単回数
共通鍵暗号処理部において実行する構成を有し、
　前記暗号処理部は、
　暗号処理対象となるメッセージ列の一部においてのみ前記単回数共通鍵暗号処理部にお
ける暗号処理を複数回繰り返して実行させ複回数共通鍵を適用した暗号処理を実行する構
成であることを特徴とする請求項１に記載のデータ処理システム。
【請求項５】
　前記暗号処理部は、暗号処理対象となるデータコンテンツのヘッダ情報に基づいて暗号
処理方式を単回数共通鍵方式とするか、複回数共通鍵方式とするかの判定処理を実行する
ことを特徴とする請求項１に記載のデータ処理システム。
【請求項６】
　前記第2の装置は、暗号化データを記憶するデータ記憶部を有する記憶デバイスであり
、
　前記第1の装置は、前記記憶デバイスに対するデータの格納処理、および前記記憶デバ
イスに格納されたデータを取り出して再生、実行を行なう記録再生器であり、
　前記第2の装置である記憶デバイスは、前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理
を複数回繰り返して実行させて複回数共通鍵暗号処理を実行して得られる暗号処理データ
を前記データ記憶部に格納する構成を有することを特徴とする請求項１に記載のデータ処
理システム。
【請求項７】
　前記共通鍵暗号処理はＤＥＳ暗号処理であることを特徴とする請求項１に記載のデータ
処理システム。
【請求項８】
　外部装置との間で転送可能なコンテンツデータを記憶するデータ記憶部を有する記録デ
バイスであり、
　前記記録デバイスは、前記コンテンツデータに関する暗号処理を実行する暗号処理部を
有し、
　該暗号処理部は、
　前記コンテンツデータに対して1回の共通鍵暗号処理を適用して暗号処理を行なう単回
数共通鍵暗号処理部と、
　前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行させ、複回数共
通鍵暗号処理を実行させる制御部とを有し、
　単回数共通鍵暗号処理および複回数共通鍵暗号処理を選択的に実行する構成を有し、
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
　外部装置から複回数共通鍵暗号処理用の複数の鍵データを順次、受信して、受信鍵デー
タに基づいて、逐次単回数共通鍵暗号処理を繰り返し実行する構成であることを特徴とす
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る記録デバイス。
【請求項９】
　前記暗号処理部における複回数共通鍵暗号処理は、
　外部装置から前記記録デバイスに対して転送され、前記記録デバイス内の記憶手段に格
納される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、または、
　前記記録デバイス内の記憶手段に格納され、前記記録デバイスから外部装置に対して転
送される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、
　少なくとも上記いずれかのコマンドシーケンスにおいて実行する構成であることを特徴
とする請求項８に記載の記録デバイス。
【請求項１０】
　前記暗号処理部の制御部は、
　外部装置から転送されるコマンド識別子を予め定められた設定シーケンスにしたがって
受領し、該受領コマンド識別子に対応するコマンドをレジスタから取り出して実行する構
成であり、前記レジスタに格納されたコマンドシーケンスは単回数共通鍵暗号処理シーケ
ンスであり、複回数共通鍵暗号処理実行の際は、前記単回数共通鍵暗号処理シーケンスを
複数回繰り返して実行する制御を行なう構成であることを特徴とする請求項８に記載の記
録デバイス。
【請求項１１】
　前記暗号処理部は、
　暗号処理対象データをメッセージとしてＣＢＣモードを適用した暗号処理を前記単回数
共通鍵暗号処理部において実行する構成を有し、
　前記暗号処理部は、
　暗号処理対象となるメッセージ列の一部においてのみ前記単回数共通鍵暗号処理部にお
ける暗号処理を複数回繰り返して実行させ複回数共通鍵を適用した暗号処理を実行する構
成であることを特徴とする請求項８に記載の記録デバイス。
【請求項１２】
　前記暗号処理部は、暗号処理対象となるデータコンテンツのヘッダ情報に基づいて暗号
処理方式を単回数共通鍵方式とするか、複回数共通鍵方式とするかの判定処理を実行する
ことを特徴とする請求項８に記載の記録デバイス。
【請求項１３】
　前記記録デバイスは、前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返し
て実行させて複回数共通鍵暗号処理を実行して得られる暗号処理データを前記データ記憶
部に格納する構成を有することを特徴とする請求項８に記載の記録デバイス。
【請求項１４】
　前記共通鍵暗号処理はＤＥＳ暗号処理であることを特徴とする請求項８に記載の記録デ
バイス。
【請求項１５】
　相互にコンテンツデータ転送を実行する第1の装置と第２の装置とからなるデータ処理
システムにおけるデータ処理方法であり、
　前記第2の装置は、
　1回の共通鍵暗号処理が実行可能な単回数共通鍵暗号処理部を用いて、前記コンテンツ
データに対して単回数共通鍵暗号処理を複数回繰り返して実行することにより複回数共通
鍵暗号処理を実行し、
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
　前記第1の装置から複回数共通鍵暗号処理用の複数の鍵データを順次、受信して、受信
鍵データに基づいて、逐次単回数共通鍵暗号処理を繰り返し実行する処理であることを特
徴とするデータ処理方法。
【請求項１６】
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
　前記第1の装置から前記第2の装置に対して転送され、前記第２の装置内の記憶手段に格
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納される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、または、
　前記第２の装置内の記憶手段に格納され、前記第２の装置から前記第１の装置に対して
転送される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、
　少なくとも上記いずれかのコマンドシーケンスにおいて実行することを特徴とする請求
項１５に記載のデータ処理方法。
【請求項１７】
　前記データ処理方法は、さらに、
　前記第1の装置から転送されるコマンド識別子を予め定められた設定シーケンスにした
がって受領し、
　前記受領コマンド識別子に対応するコマンドをレジスタから取り出して実行するステッ
プを含み、
　前記レジスタに格納されたコマンドシーケンスは単回数共通鍵暗号処理シーケンスであ
り、複回数共通鍵暗号処理実行の際は、前記単回数共通鍵暗号処理シーケンスを複数回繰
り返して実行することを特徴とする請求項１５に記載のデータ処理方法。
【請求項１８】
　前記データ処理方法は、さらに、
　暗号処理対象データをメッセージとしてＣＢＣモードを適用した暗号処理を実行し、
　暗号処理対象となるメッセージ列の一部においてのみ前記単回数共通鍵暗号処理部にお
ける暗号処理を複数回繰り返して実行させ複回数共通鍵を適用した暗号処理を実行するこ
とを特徴とする請求項１５に記載のデータ処理方法。
【請求項１９】
　前記データ処理方法は、さらに、
　暗号処理対象となるデータコンテンツのヘッダ情報に基づいて暗号処理方式を単回数共
通鍵方式とするか、複回数共通鍵方式とするかの判定処理を実行することを特徴とする請
求項１５に記載のデータ処理方法。
【請求項２０】
　前記データ処理方法は、さらに、
　前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行させて複回数共
通鍵暗号処理を実行して得られる暗号処理データをデータ記憶部に格納するステップを含
むことを特徴とする請求項１５に記載のデータ処理方法。
【請求項２１】
　前記共通鍵暗号処理はＤＥＳ暗号処理であることを特徴とする請求項１５に記載のデー
タ処理方法。
【請求項２２】
　相互にコンテンツデータ転送を実行する第1の装置と第２の装置とからなるデータ処理
システムにおけるデータ処理をコンピュータ・システム上で実行せしめるコンピュータ・
プログラムを提供するプログラム提供媒体であって、
　1回の共通鍵暗号処理が実行可能な単回数共通鍵暗号処理部を用いて、前記コンテンツ
データに対して単回数共通鍵暗号処理を複数回繰り返して実行することにより複回数共通
鍵暗号処理を実行するステップを、
　有し、
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
　前記第1の装置から複回数共通鍵暗号処理用の複数の鍵データを順次、受信して、受信
鍵データに基づいて、逐次単回数共通鍵暗号処理を繰り返し実行する処理であることを特
徴とするプログラム提供媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、データ処理システム、記録デバイス、およびデータ処理方法、並びにプログラ
ム提供媒体に関し、さらに詳細には、データ転送を実行する２つの装置間において転送さ
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れるコンテンツデータに関する暗号処理の暗号化強度を変化させることを可能とした構成
であり、具体的には単回数共通鍵暗号処理、例えばシングルＤＥＳ処理と、複回数共通鍵
暗号処理、例えばトリプルＤＥＳとを選択的に実行する構成を実現するデータ処理システ
ム、記録デバイス、データ処理方法に関する。
【０００２】
本発明は、ＤＶＤ、ＣＤ等の記憶媒体、あるいはＣＡＴＶ、インターネット、衛星通信等
の有線、無線各通信手段等の経路で入手可能な音声、画像、ゲーム、プログラム等の各種
コンテンツを、ユーザの所有する記録再生器において再生し、専用の記録デバイス、例え
ばメモリカード、ハードディスク、ＣＤ－Ｒ等に格納するとともに、記録デバイスに格納
されたコンテンツを利用する際、コンテンツ配信側の希望する利用制限を付す構成を実現
するとともに、この配布されたコンテンツを、正規ユーザ以外の第三者に不正利用されな
いようにセキュリティを確保する構成および方法に関する。
【０００３】
【従来の技術】
昨今、ゲームプログラム、音声データ、画像データ、文書作成プログラム等、様々なソフ
トウエアデータ（以下、これらをコンテンツ（Content）と呼ぶ）が、インターネット等
のネットワークを介して、あるいはＤＶＤ、ＣＤ等の流通可能な記憶媒体を介して流通し
ている。これらの流通コンテンツは、ユーザの所有するＰＣ（Personal Computer）、ゲ
ーム機器等の記録再生機器に付属する記録デバイス、例えばメモリカード、ハードディス
ク等に格納することが可能であり、一旦格納された後は、格納媒体からの再生により利用
可能となる。
【０００４】
従来のビデオゲーム機器、ＰＣ等の情報機器において使用されるメモリカード装置の主な
構成要素は、動作制御のための制御手段と、制御手段に接続され情報機器本体に設けられ
たスロットに接続するためのコネクタと、制御手段に接続されデータを記憶するための不
揮発性メモリ等である。メモリカードに備えられた不揮発性メモリはＥＥＰＲＯＭ、フラ
ッシュメモリ等によって構成される。
【０００５】
このようなメモリカードに記憶されたデータ、あるいはプログラム等の様々なコンテンツ
は、再生機器として利用されるゲーム機器、ＰＣ等の情報機器本体からのユーザ指示、あ
るいは接続された入力手段を介したユーザの指示により不揮発性メモリから呼び出され、
情報機器本体、あるいは接続されたディスプレイ、スピーカ等を通じて再生される。
【０００６】
ゲームプログラム、音楽データ、画像データ等、多くのソフトウエア・コンテンツは、一
般的にその作成者、販売者に頒布権等が保有されている。従って、これらのコンテンツの
配布に際しては、一定の利用制限、すなわち、正規なユーザに対してのみ、ソフトウエア
の使用を許諾し、許可のない複製等が行われないようにする、すなわちセキュリティを考
慮した構成をとるのが一般的となっている。
【０００７】
ユーザに対する利用制限を実現する１つの手法が、配布コンテンツの暗号化処理である。
すなわち、例えばインターネット等を介して暗号化された音声データ、画像データ、ゲー
ムプログラム等の各種コンテンツを配布するとともに、正規ユーザであると確認された者
に対してのみ、配布された暗号化コンテンツを復号する手段、すなわち復号鍵を付与する
構成である。
【０００８】
暗号化データは、所定の手続きによる復号化処理によって利用可能な復号データ（平文）
に戻すことができる。このような情報の暗号化処理に暗号化鍵を用い、復号化処理に復号
化鍵を用いるデータ暗号化、復号化方法は従来からよく知られている。
【０００９】
暗号化鍵と復号化鍵を用いるデータ暗号化・復号化方法の態様には様々な種類あるが、そ
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の１つの例としていわゆる共通鍵暗号化方式と呼ばれている方式がある。共通鍵暗号化方
式は、データの暗号化処理に用いる暗号化鍵とデータの復号化に用いる復号化鍵を共通の
ものとして、正規のユーザにこれら暗号化処理、復号化に用いる共通鍵を付与して、鍵を
持たない不正ユーザによるデータアクセスを排除するものである。この方式の代表的な方
式にＤＥＳ（データ暗号標準：Deta encryption standard）がある。
【００１０】
上述の暗号化処理、復号化に用いられる暗号化鍵、復号化鍵は、例えばあるパスワード等
に基づいてハッシュ関数等の一方向性関数を適用して得ることができる。一方向性関数と
は、その出力から逆に入力を求めるのは非常に困難となる関数である。例えばユーザが決
めたパスワードを入力として一方向性関数を適用して、その出力に基づいて暗号化鍵、復
号化鍵を生成するものである。このようにして得られた暗号化鍵、復号化鍵から、逆にそ
のオリジナルのデータであるパスワードを求めることは実質上不可能となる。
【００１１】
また、暗号化するときに使用する暗号化鍵による処理と、復号するときに使用する復号化
鍵の処理とを異なるアルゴリズムとした方式がいわゆる公開鍵暗号化方式と呼ばれる方式
である。公開鍵暗号化方式は、不特定のユーザが使用可能な公開鍵を使用する方法であり
、特定個人に対する暗号化文書を、その特定個人が発行した公開鍵を用いて暗号化処理を
行なう。公開鍵によって暗号化された文書は、その暗号化処理に使用された公開鍵に対応
する秘密鍵によってのみ復号処理が可能となる。秘密鍵は、公開鍵を発行した個人のみが
所有するので、その公開鍵によって暗号化された文書は秘密鍵を持つ個人のみが復号する
ことができる。公開鍵暗号化方式の代表的なものにはＲＳＡ（Rivest-Shamir-Adleman）
暗号がある。
【００１２】
このような暗号化方式を利用することにより、暗号化コンテンツを正規ユーザに対しての
み復号可能とするシステムが可能となる。これらの暗号方式を採用した従来のコンテンツ
配布構成について図１を用いて簡単に説明する。
【００１３】
図１は、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）、ゲーム機器等の再生手段１０において、ＤＶ
Ｄ，ＣＤ３０、インターネット４０等のデータ提供手段から取得したプログラム、音声デ
ータ、映像データ等（コンテンツ（Content））を再生するとともに、ＤＶＤ，ＣＤ３０
、インターネット４０等から取得したデータをフロッピーディスク、メモリカード、ハー
ドディスク等の記憶手段２０に記憶可能とした構成例を示すものである。
【００１４】
プログラム、音声データ、映像データ等のコンテンツは、暗号化処理がなされ、再生手段
１０を有するユーザに提供される。正規ユーザは、暗号化データとともに、その暗号化、
復号化鍵である鍵データを取得する。
【００１５】
再生手段１０はＣＰＵ１２を有し、入力データの再生処理を再生処理部１４で実行する。
再生処理部１４は、暗号化データの復号処理を実行して、提供されたプログラムの再生、
音声データ、画像データ等コンテンツ再生を行なう。
【００１６】
正規ユーザは、提供されたプログラムを、再度使用するために記憶手段２０にプログラム
／データ等、コンテンツの保存処理を行なう。再生手段１０には、このコンテンツ保存処
理を実行するための保存処理部１３を有する。保存処理部１３は、記憶手段２０に記憶さ
れたデータの不正使用を防止するため、データに暗号化処理を施して保存処理を実行する
。
【００１７】
コンテンツを暗号化する際には、コンテンツ暗号用鍵を用いる。保存処理部１３は、コン
テンツ暗号用鍵を用いて、コンテンツを暗号化し、それをＦＤ（フロッピーディスク）、
メモリカード、ハードディスク等の記憶手段２０の記憶部２１に記憶する。
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【００１８】
ユーザは、記憶手段２０から格納コンテンツを取り出して再生する場合には、記憶手段２
０から、暗号化データを取り出して、再生手段１０の再生処理部１４において、コンテン
ツ復号用の鍵、すなわち復号化鍵を用いて復号処理を実行して暗号化データから復号デー
タを取得して再生する。
【００１９】
図１に示す従来の構成例に従えば、フロッピーディスク、メモリカード等の記憶手段２０
では格納コンテンツが暗号化されているため、外部からの不正読み出しは防止可能となる
。しかしながら、このフロッピーディスクを他のＰＣ、ゲーム機器等の情報機器の再生手
段で再生して利用しようとすると、同じコンテンツ鍵、すなわち暗号化されたコンテンツ
を復号するための同じ復号化鍵を有する再生手段でなければ再生不可能となる。従って、
複数の情報機器において利用可能な形態を実現するためには、ユーザに提供する暗号鍵を
共通化しておくことが必要となる。
【００２０】
しかしながら、コンテンツの暗号鍵を共通化するということは、正規ライセンスを持たな
いユーザに暗号処理用の鍵を無秩序に流通させる可能性を高めることになり、正規のライ
センスを持たないユーザによるコンテンツの不正利用を防止できなくなるという欠点があ
り、正規ライセンスを持たないＰＣ、ゲーム機器等での不正利用の排除が困難になる。
【００２１】
さらに、上述のように鍵を共通化した環境においては、例えばあるＰＣ上で作成され、メ
モリカード、フロッピーデイスク等の記憶手段に保存された暗号化されたコンテンツは、
別のフロッピーデイスクに容易に複製することが可能であり、オリジナルのコンテンツデ
ータではなく複製フロッピーデイスクを用いた利用形態が可能となり、ゲーム機器、ＰＣ
等の情報機器において利用可能なコンテンツデータが多数複製されたり、または改竄され
てしまう可能性があった。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように不正なコンテンツ利用を防止するためコンテンツの暗号化が一般に行なわれ
る。しかし、コンテンツの暗号化態様は様々である。例えば処理速度を優先してシングル
ＤＥＳ方式による暗号処理とする場合もあり、また、セキュリティを優先してコンテンツ
をトリプルＤＥＳ方式による暗号構成とする場合もある。従って、コンテンツを利用する
記録再生器、あるいは記録デバイス等各種データ処理装置の暗号処理部の構成は、トリプ
ルＤＥＳ方式、シングルＤＥＳ方式いずれの方式にも対応可能とする構成が望ましい。
【００２３】
しかしながら、記録再生器、記録デバイスの暗号処理部構成をシングルＤＥＳ方式、トリ
プルＤＥＳ方式の双方を実行可能とするためには、それぞれの方式に合致する別の回路、
ロジックを構成しなければならない。これは装置に構成する処理部の複雑化を招くことと
なる。
【００２４】
本発明は、このような問題点を解決するものであり、本発明の構成においては、記録デバ
イス側の暗号処理部をシングルＤＥＳ構成として、かつトリプルＤＥＳ暗号化処理に対応
した処理が実行可能で、トリプルＤＥＳ方式による暗号化データ(鍵、コンテンツ等)を記
録デバイスのメモリに格納することを可能としたデータ処理システム、記録デバイス、お
よびデータ処理方法を提供する。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の側面は、
　相互に暗号データの転送を実行する第1の装置と第２の装置とからなるデータ処理シス
テムにおいて、
　前記第2の装置は、前記第1の装置との転送データに関する暗号処理を実行する暗号処理
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部を有し、
　前記暗号処理部は、
　前記第1の装置との転送データに対して1回の共通鍵暗号処理を適用して暗号処理を行な
う単回数共通鍵暗号処理部と、
　前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行させ、複回数共
通鍵暗号処理を実行させる制御部とを有し、
　単回数共通鍵暗号処理および複回数共通鍵暗号処理を選択的に実行する構成を有し、
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
　前記第1の装置から複回数共通鍵暗号処理用の複数の鍵データを順次、受信して、受信
鍵データに基づいて、逐次単回数共通鍵暗号処理を繰り返し実行する構成であることを特
徴とするデータ処理システムにある。
【００２６】
さらに、本発明のデータ処理システムの一実施態様において、前記暗号処理部における複
回数共通鍵暗号処理は、前記第1の装置から前記第2の装置に対して転送され、前記第２の
装置内の記憶手段に格納される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシー
ケンス、または、前記第２の装置内の記憶手段に格納され、前記第２の装置から前記第１
の装置に対して転送される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケン
ス、少なくとも上記いずれかのコマンドシーケンスにおいて実行する構成であることを特
徴とする。
【００２８】
さらに、本発明のデータ処理システムの一実施態様において、前記暗号処理部の制御部は
、前記第1の装置から転送されるコマンド識別子を予め定められた設定シーケンスにした
がって受領し、該受領コマンド識別子に対応するコマンドをレジスタから取り出して実行
する構成であり、前記レジスタに格納されたコマンドシーケンスは単回数共通鍵暗号処理
シーケンスであり、複回数共通鍵暗号処理実行の際は、前記単回数共通鍵暗号処理シーケ
ンスを複数回繰り返して実行する制御を行なう構成であることを特徴とする。
【００２９】
さらに、本発明のデータ処理システムの一実施態様において、前記暗号処理部は、暗号処
理対象データをメッセージとしてＣＢＣモードを適用した暗号処理を前記単回数共通鍵暗
号処理部において実行する構成を有し、前記暗号処理部は、暗号処理対象となるメッセー
ジ列の一部においてのみ前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返し
て実行させ複回数共通鍵を適用した暗号処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００３０】
さらに、本発明のデータ処理システムの一実施態様において、前記暗号処理部は、暗号処
理対象となるデータコンテンツのヘッダ情報に基づいて暗号処理方式を単回数共通鍵方式
とするか、複回数共通鍵方式とするかの判定処理を実行することを特徴とする。
【００３１】
さらに、本発明のデータ処理システムの一実施態様において、前記第2の装置は、暗号化
データを記憶するデータ記憶部を有する記憶デバイスであり、前記第1の装置は、前記記
憶デバイスに対するデータの格納処理、および前記記憶デバイスに格納されたデータを取
り出して再生、実行を行なう記録再生器であり、前記第2の装置である記憶デバイスは、
前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行させて複回数共通
鍵暗号処理を実行して得られる暗号処理データを前記データ記憶部に格納する構成を有す
ることを特徴とする。
【００３２】
さらに、本発明のデータ処理システムの一実施態様において、前記共通鍵暗号処理はＤＥ
Ｓ暗号処理であることを特徴とする。
【００３３】
　さらに、本発明の第２の側面は、
　外部装置との間で転送可能なコンテンツデータを記憶するデータ記憶部を有する記録デ
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バイスであり、
　前記記録デバイスは、前記コンテンツデータに関する暗号処理を実行する暗号処理部を
有し、
　該暗号処理部は、
　前記コンテンツデータに対して1回の共通鍵暗号処理を適用して暗号処理を行なう単回
数共通鍵暗号処理部と、
　前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行させ、複回数共
通鍵暗号処理を実行させる制御部とを有し、
　単回数共通鍵暗号処理および複回数共通鍵暗号処理を選択的に実行する構成を有し、
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
　外部装置から複回数共通鍵暗号処理用の複数の鍵データを順次、受信して、受信鍵デー
タに基づいて、逐次単回数共通鍵暗号処理を繰り返し実行する構成であることを特徴とす
る記録デバイスにある。
【００３４】
さらに、本発明の記録デバイスの一実施態様において、前記暗号処理部における複回数共
通鍵暗号処理は、外部装置から前記記録デバイスに対して転送され、前記記録デバイス内
の記憶手段に格納される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス
、または、前記記録デバイス内の記憶手段に格納され、前記記録デバイスから外部装置に
対して転送される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、少な
くとも上記いずれかのコマンドシーケンスにおいて実行する構成であることを特徴とする
。
【００３６】
さらに、本発明の記録デバイスの一実施態様において、前記暗号処理部の制御部は、外部
装置から転送されるコマンド識別子を予め定められた設定シーケンスにしたがって受領し
、該受領コマンド識別子に対応するコマンドをレジスタから取り出して実行する構成であ
り、前記レジスタに格納されたコマンドシーケンスは単回数共通鍵暗号処理シーケンスで
あり、複回数共通鍵暗号処理実行の際は、前記単回数共通鍵暗号処理シーケンスを複数回
繰り返して実行する制御を行なう構成であることを特徴とする。
【００３７】
さらに、本発明の記録デバイスの一実施態様において、前記暗号処理部は、暗号処理対象
データをメッセージとしてＣＢＣモードを適用した暗号処理を前記単回数共通鍵暗号処理
部において実行する構成を有し、前記暗号処理部は、暗号処理対象となるメッセージ列の
一部においてのみ前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行
させ複回数共通鍵を適用した暗号処理を実行する構成であることを特徴とする。
【００３８】
さらに、本発明の記録デバイスの一実施態様において、前記暗号処理部は、暗号処理対象
となるデータコンテンツのヘッダ情報に基づいて暗号処理方式を単回数共通鍵方式とする
か、複回数共通鍵方式とするかの判定処理を実行することを特徴とする。
【００３９】
さらに、本発明の記録デバイスの一実施態様において、前記記録デバイスは、前記単回数
共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行させて複回数共通鍵暗号処理
を実行して得られる暗号処理データを前記データ記憶部に格納する構成を有することを特
徴とする。
【００４０】
さらに、本発明の記録デバイスの一実施態様において、前記共通鍵暗号処理はＤＥＳ暗号
処理であることを特徴とする。
【００４１】
　さらに、本発明の第３の側面は、
　相互にコンテンツデータ転送を実行する第1の装置と第２の装置とからなるデータ処理
システムにおけるデータ処理方法であり、
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　前記第2の装置は、
　1回の共通鍵暗号処理が実行可能な単回数共通鍵暗号処理部を用いて、前記コンテンツ
データに対して単回数共通鍵暗号処理を複数回繰り返して実行することにより複回数共通
鍵暗号処理を実行し、
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
　前記第1の装置から複回数共通鍵暗号処理用の複数の鍵データを順次、受信して、受信
鍵データに基づいて、逐次単回数共通鍵暗号処理を繰り返し実行する処理であることを特
徴とするデータ処理方法にある。
【００４２】
さらに、本発明のデータ処理方法の一実施態様において、前記複回数共通鍵暗号処理は、
前記第1の装置から前記第2の装置に対して転送され、前記第２の装置内の記憶手段に格納
される暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、または、前記第
２の装置内の記憶手段に格納され、前記第２の装置から前記第１の装置に対して転送され
る暗号化データに対する暗号鍵交換処理を含むコマンドシーケンス、少なくとも上記いず
れかのコマンドシーケンスにおいて実行することを特徴とする。
【００４４】
さらに、本発明のデータ処理方法の一実施態様において、前記データ処理方法は、さらに
、前記第1の装置から転送されるコマンド識別子を予め定められた設定シーケンスにした
がって受領し、前記受領コマンド識別子に対応するコマンドをレジスタから取り出して実
行するステップを含み、前記レジスタに格納されたコマンドシーケンスは単回数共通鍵暗
号処理シーケンスであり、複回数共通鍵暗号処理実行の際は、前記単回数共通鍵暗号処理
シーケンスを複数回繰り返して実行することを特徴とする。
【００４５】
さらに、本発明のデータ処理方法の一実施態様において、前記データ処理方法は、さらに
、暗号処理対象データをメッセージとしてＣＢＣモードを適用した暗号処理を実行し、暗
号処理対象となるメッセージ列の一部においてのみ前記単回数共通鍵暗号処理部における
暗号処理を複数回繰り返して実行させ複回数共通鍵を適用した暗号処理を実行することを
特徴とする。
【００４６】
さらに、本発明のデータ処理方法の一実施態様において、前記データ処理方法は、さらに
、暗号処理対象となるデータコンテンツのヘッダ情報に基づいて暗号処理方式を単回数共
通鍵方式とするか、複回数共通鍵方式とするかの判定処理を実行することを特徴とする。
【００４７】
さらに、本発明のデータ処理方法の一実施態様において、前記データ処理方法は、さらに
、前記単回数共通鍵暗号処理部における暗号処理を複数回繰り返して実行させて複回数共
通鍵暗号処理を実行して得られる暗号処理データをデータ記憶部に格納するステップを含
むことを特徴とする。
【００４８】
さらに、本発明のデータ処理方法の一実施態様において、前記共通鍵暗号処理はＤＥＳ暗
号処理であることを特徴とする。
【００４９】
　さらに、本発明の第４の側面は、
　相互にコンテンツデータ転送を実行する第1の装置と第２の装置とからなるデータ処理
システムにおけるデータ処理をコンピュータ・システム上で実行せしめるコンピュータ・
プログラムを提供するプログラム提供媒体であって、
　1回の共通鍵暗号処理が実行可能な単回数共通鍵暗号処理部を用いて、前記コンテンツ
データに対して単回数共通鍵暗号処理を複数回繰り返して実行することにより複回数共通
鍵暗号処理を実行するステップを、
　有し、
　前記複回数共通鍵暗号処理は、
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　前記第1の装置から複回数共通鍵暗号処理用の複数の鍵データを順次、受信して、受信
鍵データに基づいて、逐次単回数共通鍵暗号処理を繰り返し実行する処理であることを特
徴とするプログラム提供媒体にある。
【００５０】
本発明に係るプログラム提供媒体は、例えば、様々なプログラム・コードを実行可能な汎
用コンピュータ・システムに対して、コンピュータ・プログラムをコンピュータ可読な形
式で提供する媒体である。媒体は、ＣＤやＦＤ、ＭＯなどの記憶媒体、あるいは、ネット
ワークなどの伝送媒体など、その形態は特に限定されない。
【００５１】
このようなプログラム提供媒体は、コンピュータ・システム上で所定のコンピュータ・プ
ログラムの機能を実現するための、コンピュータ・プログラムと提供媒体との構造上又は
機能上の協働的関係を定義したものである。換言すれば、該提供媒体を介してコンピュー
タ・プログラムをコンピュータ・システムにインストールすることによって、コンピュー
タ・システム上では協働的作用が発揮され、本発明の他の側面と同様の作用効果を得るこ
とができるのである。
【００５２】
本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施例や添付する図面に基づ
くより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【００５３】
【発明の実施の形態】
以下に本発明の実施の形態を説明する。説明の手順は、以下の項目に従って行なう。
（１）データ処理装置構成
（２）コンテンツデータフォーマット
（３）データ処理装置において適用可能な暗号処理概要
（４）記録再生器の格納データ構成
（５）記録デバイスの格納データ構成
（６）記録再生器、記録デバイス間における相互認証処理
（６－１）相互認証処理の概要
（６－２）相互認証時の鍵ブロックの切り替え
（７）記録再生器から記録デバイスへのダウンロード処理
（８）記録デバイス格納情報の記録再生器での再生処理
（９）相互認証後の鍵交換処理
（１０）複数のコンテンツデータフォーマットと、各フォーマットに対応するダウンロー
ドおよび再生処理
（１１）コンテンツプロバイダにおけるチェック値（ＩＣＶ）生成処理態様
（１２）マスタ鍵に基づく暗号処理鍵生成構成
（１３）暗号処理における暗号強度の制御
（１４）コンテンツデータにおける取扱方針中の起動優先順位に基づくプログラム起動処
理
（１５）コンテンツ構成および再生(伸長)処理
（１６）セーブデータの生成および記録デバイスへの格納、再生処理
（１７）不正機器の排除（リボケーション）構成
（１８）セキュアチップ構成および製造方法
【００５４】
（１）データ処理装置構成
図２に本発明のデータ処理装置の一実施例に係る全体構成ブロック図を示す。本発明のデ
ータ処理装置は、記録再生器３００と記録デバイス４００とを主要構成要素とする。
【００５５】
記録再生器３００は、例えばパーソナル・コンピュータ（ＰＣ：Personal Computer）、
あるいはゲーム機器等によって構成される。記録再生器３００は、図２に示すように、記
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録再生器３００における暗号処理時の記録デバイス４００との通信制御を含む統括的制御
を実行する制御部３０１、暗号処理全般を司る記録再生器暗号処理部３０２、記録再生器
に接続される記録デバイス４００と認証処理を実行しデータの読み書きを行う記録デバイ
スコントローラ３０３、ＤＶＤなどのメディア５００から少なくともデータの読み出しを
行う読み取り部３０４、外部とデータの送受信を行う通信部３０５を有する。
【００５６】
記録再生器３００は、制御部３０１の制御により記録デバイス４００に対するコンテンツ
データのダウンロード、記録デバイス４００からのコンテンツデータ再生を実行する。記
録デバイス４００は、記録再生器３００に対して好ましくは着脱可能な記憶媒体、例えば
メモリカード等であり、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ等の不揮発メモリ、ハードディ
スク、電池つきＲＡＭなどによって構成される外部メモリ４０２を有する。
【００５７】
記録再生器３００は、図２の左端に示す記憶媒体、ＤＶＤ、ＣＤ、ＦＤ、ＨＤＤに格納さ
れたコンテンツデータを入力可能なインタフェースとしての読み取り部３０４、インター
ネット等のネットワークから配信されるコンテンツデータを入力可能なインタフェースと
しての通信部３０５を有し、外部からコンテンツを入力する。
【００５８】
記録再生器３００は、暗号処理部３０２を有し、読取部３０４または通信部３０５を介し
て外部から入力されるコンテンツデータを記録デバイス４００にダウンロード処理する際
、あるいはコンテンツデータを記録デバイス４００から再生、実行する際の認証処理、暗
号化処理、復号化処理、さらにデータの検証処理等を実行する。暗号処理部３０２は、暗
号処理部３０２全体を制御する制御部３０６、暗号処理用の鍵などの情報を保持し、外部
から容易にデータを読み出せないように処理が施された内部メモリ３０７、暗号化処理、
復号化処理、認証用のデータの生成・検証、乱数の発生などを行う暗号／復号化部３０８
から構成されている。
【００５９】
制御部３０１は、例えば、記録再生器３００に記録デバイス４００が装着された際に記録
デバイスコントローラ３０３を介して記録デバイス４００に初期化命令を送信したり、あ
るいは、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８と記録デバイス暗号処理部
４０１の暗号／復号化部４０６の間で行われる相互認証処理、チェック値照合処理、暗号
化、復号化処理等、各種処理における仲介処理を行なう。これらの各処理については、後
段で詳細に説明する。
【００６０】
暗号処理部３０２は、前述のように認証処理、暗号化処理、復号化処理、さらにデータの
検証処理等を実行する処理部であり、暗号処理制御部３０６、内部メモリ３０７、暗号／
復号化部３０８を有する。
【００６１】
暗号処理制御部３０６は、記録再生器３００において実行される認証処理、暗号化／復号
化処理等の暗号処理全般に関する制御を実行する制御部であり、例えば、記録再生器３０
０と記録デバイス４００との間で実行される認証処理の完了時における認証完了フラグの
設定、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８において実行される各種処理
、例えばダウンロード、あるいは再生コンテンツデータに関するチェック値生成処理の実
行命令、各種鍵データの生成処理の実行命令等、暗号処理全般に関する制御を行なう。
【００６２】
内部メモリ３０７は、後段で詳細に説明するが、記録再生器３００において実行される相
互認証処理、チェック値照合処理、暗号化、復号化処理等、各種処理において必要となる
鍵データ、あるいは識別データ等を格納する。
【００６３】
暗号／復号化部３０８は、内部メモリ３０７に格納された鍵データ等を使用して、外部か
ら入力されるコンテンツデータを記録デバイス４００にダウンロード処理する際、あるい
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は記録デバイス４００に格納されたコンテンツデータを記録デバイス４００から再生、実
行する際の認証処理、暗号化処理、復号化処理、さらに所定のチェック値や電子署名の生
成・検証、データの検証、乱数の発生などの処理を実行する。
【００６４】
ここで、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７は、暗号鍵などの重要な情報を
保持しているため、外部から不正に読み出しにくい構造にしておく必要がある。従って、
暗号処理部３０２は、外部からアクセスしにくい構造を持った半導体チップで構成され、
多層構造を有し、その内部のメモリはアルミニュウム層等のダミー層に挟まれるか、最下
層に構成され、また、動作する電圧または／かつ周波数の幅が狭い等、外部から不正にデ
ータの読み出しが難しい特性を有する耐タンパメモリとして構成される。この構成につい
ては、後段で詳細に説明する。
【００６５】
記録再生器３００は、これらの暗号処理機能の他に、中央演算処理装置（メインＣＰＵ：
Central Processing Unit）１０６、ＲＡＭ（Random Access Memory）１０７、ＲＯＭ(Re
ad Only Memory)１０８、ＡＶ処理部１０９、入力インタフェース１１０、ＰＩＯ（パラ
レルＩ／Ｏインタフェース）１１１、ＳＩＯ（シリアルＩ／Ｏインタフェース）１１２を
備えている。
【００６６】
中央演算処理装置（メインＣＰＵ：Central Processing Unit）１０６、ＲＡＭ（Random 
Access Memory）１０７、ＲＯＭ(Read Only Memory)１０８は、記録再生器３００本体の
制御系として機能する構成部であり、主として記録再生器暗号処理部３０２で復号された
データの再生を実行する再生処理部として機能する。例えば中央演算処理装置（メインＣ
ＰＵ：Central Processing Unit）１０６は、制御部３０１の制御のもとに記録デバイス
から読み出されて復号されたコンテンツデータをＡＶ処理部１０９へ出力する等、コンテ
ンツの再生、実行に関する制御を行なう。
【００６７】
ＲＡＭ１０７は、ＣＰＵ１０６における各種処理用の主記憶メモリとして使用され、メイ
ンＣＰＵ１０６による処理のための作業領域として使用される。ＲＯＭ１０８は、メイン
ＣＰＵ１０６で起動されるＯＳ等を立ち上げるための基本プログラム等が格納される。
【００６８】
ＡＶ処理部１０９は、具体的には、例えばＭＰＥＧ２デコーダ、ＡＴＲＡＣデコーダ、Ｍ
Ｐ３デコーダ等のデータ圧縮伸長処理機構を有し、記録再生器本体に付属または接続され
た図示しないディスプレイまたはスピーカ等のデータ出力機器に対するデータ出力のため
の処理を実行する。
【００６９】
入力インタフェース１１０は、接続されたコントローラ、キーボード、マウス等、各種の
入力手段からの入力データをメインＣＰＵ１０６に出力する。メインＣＰＵ１０６は、例
えば実行中のゲームプログラム等に基づいて使用者からのコントローラからの指示に従っ
た処理を実行する。
【００７０】
ＰＩＯ（パラレルＩ／Ｏインタフェース）１１１、ＳＩＯ（シリアルＩ／Ｏインタフェー
ス）１１２は、メモリカード、ゲームカートリッジ等の記憶装置、携帯用電子機器等との
接続インタフェースとして使用される。
【００７１】
また、メインＣＰＵ１０６は、例えば実行中のゲーム等に関する設定データ等をセーブデ
ータとして記録デバイス４００に記憶する際の制御も行なう。この処理の際には、記憶デ
ータを制御部３０１に転送し、制御部３０１は必要に応じて暗号処理部３０２にセーブデ
ータに関する暗号処理を実行させ、暗号化データを記録デバイス４００に格納する。これ
らの暗号処理については、後段で詳細に説明する。
【００７２】
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記録デバイス４００は、前述したように好ましくは記録再生器３００に対して着脱可能な
記憶媒体であり、例えばメモリカードによって構成される。記録デバイス４００は暗号処
理部４０１、外部メモリ４０２を有する。
【００７３】
記録デバイス暗号処理部４０１は、記録再生器３００からのコンテンツデータのダウンロ
ード、または記録デバイス４００から記録再生器３００へのコンテンツデータの再生処理
時等における記録再生器３００と記録デバイス４００間の相互認証処理、暗号化処理、復
号化処理、さらにデータの検証処理等を実行する処理部であり、記録再生器３００の暗号
処理部と同様、制御部、内部メモリ、暗号／復号化部等を有する。これらの詳細は図３に
示す。外部メモリ４０２は、前述したように、例えばＥＥＰＲＯＭ等のフラッシュメモリ
からなる不揮発メモリ、ハードディスク、電池つきＲＡＭなどによって構成され、暗号化
されたコンテンツデータ等を格納する。
【００７４】
図３は、本発明のデータ処理装置がデータ供給を受けるコンテンツ提供手段であるメディ
ア５００、通信手段６００から入力されるデータ構成の概略を示すとともに、これらコン
テンツ提供手段５００，６００からコンテンツを入力する記録再生器３００と、記録デバ
イス４００における暗号処理に関する構成を中心として、その構成を示した図である。
【００７５】
メディア５００は、例えば光ディスクメディア、磁気ディスクメディア、磁気テープメデ
ィア、半導体メディア等である。通信手段６００は、インターネット通信、ケーブル通信
、衛星通信等の、データ通信可能な手段である。
【００７６】
図３において、記録再生器３００は、コンテンツ提供手段であるメディア５００、通信手
段６００から入力されるデータ、すなわち図３に示すような所定のフォーマットに従った
コンテンツを検証し、検証後にコンテンツを記録デバイス４００に保存する。
【００７７】
図３のメディア５００、通信手段６００部分に示すようにコンテンツデータは以下のよう
な構成部を有する。
識別情報：コンテンツデータの識別子としての識別情報。
取扱方針：コンテンツデータの構成情報、例えばコンテンツデータを構成するヘッダー部
サイズ、コンテンツ部サイズ、フォーマットのバージョン、コンテンツがプログラムかデ
ータか等を示すコンテンツタイプ、さらにコンテンツがダウンロードした機器だけでしか
利用できないのか他の機器でも利用できるのか等の利用制限情報等を含む取扱方針。
ブロック情報：コンテンツブロックの数、ブロックサイズ、暗号化の有無を示す暗号化フ
ラグ等から構成されるブロック情報。
鍵データ：上述のブロック情報を暗号化する暗号化鍵、あるいはコンテンツブロックを暗
号化するコンテンツ鍵等からなる鍵データ。
コンテンツブロック：実際の再生対象となるプログラムデータ、音楽、画像データ等から
なるコンテンツブロック。
を有する。なお、コンテンツデータ詳細については、後段で図４以下を用いてさらに詳細
に説明する。
【００７８】
コンテンツデータは、コンテンツ鍵（ここでは、これをコンテンツ鍵（Content Key（以
下、Ｋｃｏｎとする））と呼ぶ）によって暗号化されて、メディア５００、通信手段６０
０から記録再生器３００に提供される。コンテンツは、記録再生器３００を介して記録デ
バイス４００の外部メモリに格納することができる。
【００７９】
例えば、記録デバイス４００は、記録デバイス内の内部メモリ４０５に格納された記録デ
バイス固有の鍵（ここでは、これを保存鍵（Storage Key（以下、Ｋｓｔｒとする））と
呼ぶ）を用いて、コンテンツデータに含まれるコンテンツ、及びコンテンツデータのヘッ
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ダ情報として含まれるブロック情報、各種鍵情報、例えばコンテンツ鍵Ｋｃｏｎなどを暗
号化して外部メモリ４０２に記憶する。コンテンツデータの記録再生器３００から記録デ
バイス４００へのダウンロード処理、あるいは記録再生器３００による記録デバイス４０
０内に格納されたコンテンツデータの再生処理においては、機器間の相互認証処理、コン
テンツデータの暗号化、復号化処理等、所定の手続きが必要となる。これらの処理につい
ては、後段で詳細に説明する。
【００８０】
記録デバイス４００は、図３に示すように暗号処理部４０１、外部メモリ４０２を有し、
暗号処理部４０１は、制御部４０３、通信部４０４、内部メモリ４０５、暗号／復号化部
４０６、外部メモリ制御部４０７を有する。
【００８１】
記録デバイス４００は、暗号処理全般を司り、外部メモリ４０２を制御するとともに、記
録再生器３００からのコマンドを解釈し、処理を実行する記録デバイス暗号処理部４０１
と、コンテンツなどを保持する外部メモリ４０２からなる。
【００８２】
記録デバイス暗号処理部４０１は、記録デバイス暗号処理部４０１全体を制御する制御部
４０３、記録再生器３００とデータの送受信を行う通信部４０４、暗号処理用の鍵データ
などの情報を保持し、外部から容易に読み出せないように処理が施された内部メモリ４０
５、暗号化処理、復号化処理、認証用のデータの生成・検証、乱数の発生などを行う暗号
／復号化部４０６、外部メモリ４０２のデータを読み書きする外部メモリ制御部４０７を
有する。
【００８３】
制御部４０３は、記録デバイス４００において実行される認証処理、暗号化／復号化処理
等の暗号処理全般に係る制御を実行する制御部であり、例えば、記録再生器３００と記録
デバイス４００との間で実行される認証処理の完了時における認証完了フラグの設定、暗
号処理部４０１の暗号／復号化部４０６において実行される各種処理、例えばダウンロー
ド、あるいは再生コンテンツデータに関するチェック値生成処理の実行命令、各種鍵デー
タの生成処理の実行命令等、暗号処理全般に関する制御を行なう。
【００８４】
内部メモリ４０５は、後段で詳細に説明するが、複数のブロックを持つメモリによって構
成されており、記録デバイス４００において実行される相互認証処理、チェック値照合処
理、暗号化、復号化処理等、各種処理において必要となる鍵データ、あるいは識別データ
等の組を複数格納した構成となっている。
【００８５】
記録デバイス暗号処理部４０１の内部メモリ４０５は、先に説明した記録再生器暗号処理
部３０２の内部メモリ３０７と同様、暗号鍵などの重要な情報を保持しているため、外部
から不正に読み出しにくい構造にしておく必要がある。従って、記録デバイス４００の暗
号処理部４０１は、外部からアクセスしにくい構造を持った半導体チップで構成され、多
層構造を有し、その内部のメモリはアルミニュウム層等のダミー層に挟まれるか、最下層
に構成され、また、動作する電圧または／かつ周波数の幅が狭い等、外部から不正にデー
タの読み出しが難しい特性とした構成とされる。なお、記録再生器暗号処理部３０２は、
鍵などの秘密の情報を容易に外部に漏らさないように構成されたソフトウェアであっても
よい。
【００８６】
暗号／復号化部４０６は、記録再生器３００からのコンテンツデータのダウンロード処理
、記録デバイス４００の外部メモリ４０２に格納されたコンテンツデータの再生処理、あ
るいは、記録再生器３００と記録デバイス４００間の相互認証処理の際、内部メモリ４０
５に格納された鍵データ等を使用して、データの検証処理、暗号化処理、復号化処理、所
定のチェック値や電子署名の生成・検証、乱数の発生などの処理等を実行する。
【００８７】
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通信部４０４は、記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３に接続され、記録
再生器３００の制御部３０１、あるいは、記録デバイス４０３の制御部４０３の制御に従
って、コンテンツデータのダウンロード処理、再生処理、あるいは、相互認証処理の際の
記録再生器３００と記録デバイス４００間の転送データの通信を行なう。
【００８８】
（２）コンテンツデータフォーマット
次に、図４乃至図６を用いて、本発明のシステムにおけるメディア５００に格納され、ま
たはデータ通信手段６００上を流通するデータのデータフォーマットについて説明する。
【００８９】
図４に示す構成がコンテンツデータ全体のフォーマットを示す図であり、図５に示す構成
がコンテンツデータのヘッダ部の一部を構成する「取扱方針」の詳細を示す図であり、図
６に示す構成がコンテンツデータのヘッダ部の一部を構成する「ブロック情報」の詳細を
示す図である。
【００９０】
なお、ここでは、本発明のシステムにおいて適用されるデータフォーマットの代表的な一
例について説明するが、本発明のシステムでは、例えばゲームプログラムに対応したフォ
ーマット、音楽データ等のリアルタイム処理に適したフォーマット等、異なる複数のデー
タフォーマットが利用可能であり、これらのフォーマットの態様については、後段「（１
０）複数のコンテンツデータフォーマットと、各フォーマットに対応するダウンロードお
よび再生処理」において、さらに詳しく述べる。
【００９１】
図４に示すデータフォーマットにおいて、グレーで示す部分は暗号化されたデータであり
、二重枠の部分は改竄チェックデータ、その他の白い部分は暗号化されていない平文のデ
ータである。暗号化部の暗号化鍵は、それぞれの枠の左に示す鍵である。図４に示す例に
おいては、コンテンツ部の各ブロック（コンテンツブロックデータ）に暗号化されたもの
と暗号化されていないものとが混在している。これらの形態は、コンテンツデータに応じ
て異なるものであり、データに含まれるすべてのコンテンツブロックデータが暗号化され
ている構成であってもよい。
【００９２】
図４に示すように、データフォーマットは、ヘッダー部とコンテンツ部に分かれており、
ヘッダー部は、識別情報（Content ＩＤ）、取扱方針（Usage Policy）、チェック値Ａ（
Integrity Check Value A（以下、ＩＣＶａとする））、ブロック情報鍵（Block Informa
tion Table Key（以下、Ｋｂｉｔとする））、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情報（Bl
ock Information Table（以下、ＢＩＴとする））、チェック値Ｂ（ＩＣＶｂ）、総チェ
ック値（ＩＣＶｔ）により構成されており、コンテンツ部は、複数のコンテンツブロック
（例えば暗号化されたコンテンツと、暗号化されていないコンテンツ）から構成されてい
る。
【００９３】
ここで、識別情報は、コンテンツを識別するための個別の識別子（Ｃｏｎｔｅｎｔ ＩＤ
）を示している。取扱方針は、図５にその詳細を示すように、ヘッダー部分のサイズを示
すヘッダーサイズ（Header Length）、コンテンツ部分のサイズを示すコンテンツサイズ
（Content Length）、フォーマットのバージョン情報を示すフォーマットバージョン（Fo
rmat Version）、フォーマットの種類を示すフォーマットタイプ（Format Type）、コン
テンツ部に保存されているコンテンツがプログラムなのか、データなのか等コンテンツの
種類を示すコンテンツタイプ（Content Type）、コンテンツタイプがプログラムである場
合の起動優先順位を示す起動優先順位情報（Operation Priority）、このフォーマットに
従ってダウンロードされたコンテンツが、ダウンロードした機器だけでしか利用できない
のか、他の同様な機器でも利用できるのかを示す利用制限情報（Localization Field）、
このフォーマットに従ってダウンロードされたコンテンツが、ダウンロードした機器から
他の同様な機器に複製できるのか否かを示す複製制限情報（Copy Permission）、このフ
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ォーマットに従ってダウンロードされたコンテンツが、ダウンロードした機器から他の同
様な機器に移動できるのか否かを示す移動制限情報（Move Permission）、コンテンツ部
内のコンテンツブロックを暗号するのに使用したアルゴリズムを示す暗号アルゴリズム（
Encryption Algorithm）、コンテンツ部内のコンテンツを暗号化するのに使用したアルゴ
リズムの使用方法を示す暗号化モード（Encryption Mode）、チェック値の生成方法を示
す検証方法（Integrity Check Method）から構成されている。
【００９４】
なお、上述した取扱方針に記録するデータ項目は、１つの例であり、対応するコンテンツ
データの態様に応じて様々な取扱方針情報を記録することが可能である。例えば後段の「
（１７）不正機器の排除（リボケーション）構成」で詳しく述べるが、不正な記録再生器
の識別子をデータとして記録して、利用開始時の照合によって不正機器によるコンテンツ
利用を排除するように構成することも可能である。
【００９５】
チェック値Ａ，ＩＣＶａは、識別情報、取扱方針の改竄を検証するためのチェック値であ
る。コンテンツデータ全体ではなく部分データのチェック値、すなわち部分チェック値と
して機能する。データブロック情報鍵Ｋｂｉｔは、ブロック情報を暗号化するのに用いら
れ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎは、コンテンツブロックを暗号化するのに用いられる。なお、
ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ及びコンテンツ鍵Ｋｃｏｎは、メディア５００上および通信手段
６００上では後述する配送鍵（Distribution Key（以下、Ｋｄｉｓとする））で暗号化さ
れている。
【００９６】
ブロック情報の詳細を図６に示す。なお、図６のブロック情報は、図４から理解されるよ
うにすべてブロック情報鍵Ｋｂｉｔによって暗号化されているデータである。ブロック情
報は、図６に示すように、コンテンツブロックの数を示すコンテンツブロック数（Block 
Number）とＮ個のコンテンツブロック情報から構成されている。コンテンツブロック情報
は、ブロックサイズ（Block Length）、暗号化されているか否かを示す暗号化フラグ（En
cryption Flag）、チェック値を計算する必要があるか否かを示す検証対象フラグ（ＩＣ
Ｖ Flag）、コンテンツチェック値（ＩＣＶｉ）から構成されている。
【００９７】
コンテンツチェック値は、各コンテンツブロックの改竄を検証するために用いられるチェ
ック値である。コンテンツチェック値の生成手法の具体例については、後段の「（１０）
複数のデータフォーマットと、各フォーマットに対応する記録デバイスへのダウンロード
処理および記録デバイスからの再生処理」の欄で説明する。なお、ブロック情報を暗号化
しているブロック情報鍵Ｋｂｉｔは、さらに、配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号化されている
。
【００９８】
図４のデータフォーマットの説明を続ける。チェック値Ｂ，ＩＣＶｂは、ブロック情報鍵
Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情報の改竄を検証するためのチェック値であ
る。コンテンツデータ全体ではなく部分データのチェック値、すなわち部分チェック値と
して機能する。総チェック値ＩＣＶｔは、ＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、各コンテンツブロックの
チェック値ＩＣＶｉ（設定されている場合）、これらの部分チェック値、あるいはそのチ
ェック対象となるデータ全ての改竄を検証するためのチェック値である。
【００９９】
なお、図６においては、ブロックサイズ、暗号化フラグ、検証対象フラグを自由に設定で
きるようにしているが、ある程度ルールを決めた構成としてもよい。例えば、暗号文領域
と平文領域を固定サイズ繰り返しにしたり、全コンテンツデータを暗号化したりし、ブロ
ック情報ＢＩＴを圧縮してもよい。また、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎをコンテンツブロック毎
に異なるようにするため、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎをヘッダー部分ではなく、コンテンツブ
ロックに含ませるようにしてもよい。コンテンツデータフォーマットの例については、「
（１０）複数のコンテンツデータフォーマットと、各フォーマットに対応するダウンロー
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ドおよび再生処理」の項目において、さらに詳細に説明する。
【０１００】
（３）本発明のデータ処理装置において適用可能な暗号処理概要
次に、本発明のデータ処理装置において適用され得る各種暗号処理の態様について説明す
る。なお、本項目「（３）本発明のデータ処理装置において適用可能な暗号処理の概要」
に示す暗号処理に関する説明は、後段で具体的に説明する本発明のデータ処理装置におけ
る各種処理、例えばａ．記録再生器と記録デバイス間での認証処理。ｂ．コンテンツの記
録デバイスに対するダウンロード処理。ｃ．記録デバイスに格納したコンテンツの再生処
理等の処理において実行される処理の基礎となる暗号処理の態様について、その概要を説
明するものである。記録再生器３００と記録デバイス４００における具体的処理について
は、本明細書の項目（４）以下において、各処理毎に詳細に説明する。
【０１０１】
以下、データ処理装置において適用可能な暗号処理の概要について、
（３－１）共通鍵暗号方式によるメッセージ認証
（３－２）公開鍵暗号方式による電子署名
（３－３）公開鍵暗号方式による電子署名の検証
（３－４）共通鍵暗号方式による相互認証
（３－５）公開鍵証明書
（３－６）公開鍵暗号方式による相互認証
（３－７）楕円曲線暗号を用いた暗号化処理
（３－８）楕円曲線暗号を用いた復号化処理
（３－９）乱数生成処理
の順に説明する。
【０１０２】
（３－１）共通鍵暗号方式によるメッセージ認証
まず、共通鍵暗号方式を用いた改竄検出データの生成処理について説明する。改竄検出デ
ータは、改竄の検出を行ないたいデータに付け、改竄のチェックおよび作成者認証をする
ためのデータである。
【０１０３】
例えば、図４で説明したデータ構造中の二重枠部分の各チェック値Ａ，Ｂ、総チェック値
、および図６に示すブロック情報中の各ブロックに格納されたコンテンツチェック値等が
、この改竄検出データとして生成される。
【０１０４】
ここでは、電子署名データの生成処理方法の例の１つとして共通鍵暗号方式におけるＤＥ
Ｓを用いた例を説明する。なお、本発明においては、ＤＥＳ以外にも、同様の共通鍵暗号
方式における処理として例えばＦＥＡＬ（Fast Encipherment ALgorithm：NTT）、ＡＥＳ
（Advanced Encryption Standard：米国次期標準暗号）等を用いることも可能である。
【０１０５】
一般的なＤＥＳを用いた電子署名の生成方法を図７を用いて説明する。まず、電子署名を
生成するに先立ち、電子署名の対象となるメッセージを８バイト単位に分割する（以下、
分割されたメッセージをＭ１、Ｍ２、・・・、ＭＮとする）。そして、初期値（Initial 
Value（以下、ＩＶとする））とＭ１を排他的論理和する（その結果をＩ１とする）。次
に、Ｉ１をＤＥＳ暗号化部に入れ、鍵（以下、Ｋ１とする）を用いて暗号化する（出力を
Ｅ１とする）。続けて、Ｅ１およびＭ２を排他的論理和し、その出力Ｉ２をＤＥＳ暗号化
部へ入れ、鍵Ｋ１を用いて暗号化する（出力Ｅ２）。以下、これを繰り返し、全てのメッ
セージに対して暗号化処理を施す。最後に出てきたＥＮが電子署名になる。この値は一般
にはメッセージ認証符号（ＭＡＣ（Message Authentication Code））と呼ばれ、メッセ
ージの改竄チェックに用いられる。また、このように暗号文を連鎖させる方式のことをＣ
ＢＣ（Cipher Block Chaining）モードと呼ぶ。
【０１０６】
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なお、図７のような生成例において出力されるＭＡＣ値が、図４で示すデータ構造中の二
重枠部分の各チェック値Ａ，Ｂ、総チェック値、および図６に示すブロック情報中の各ブ
ロックに格納されたコンテンツチェック値ＩＣＶ１～ＩＣＶＮとして使用可能である。こ
のＭＡＣ値の検証時には、検証者が生成時と同様の方法でＭＡＣ値を生成し、同一の値が
得られた場合、検証成功とする。
【０１０７】
なお、図７に示す例では初期値ＩＶを、初めの８バイトメッセージＭ１に排他的論理和し
たが、初期値ＩＶ＝０として、初期値を排他的論理和しない構成とすることも可能である
。
【０１０８】
図７に示すＭＡＣ値生成方法に対して、さらにセキュリティを向上させたＭＡＣ値生成方
法を示す処理構成図を図８に示す。図８は、図７のシングルＤＥＳに代えてトリプルＤＥ
Ｓ（Triple ＤＥＳ）を用いてＭＡＣ値の生成を実行する例を示したものである。
【０１０９】
図８に示す各トリプルＤＥＳ（Triple ＤＥＳ）構成部の詳細構成例を図９に示す。図９
（ａ）、（ｂ）に示すようにトリプルＤＥＳ（Triple ＤＥＳ）としての構成には２つの
異なる態様がある。図９（ａ）は、２つの暗号鍵を用いた例を示すものであり、鍵１によ
る暗号化処理、鍵２による復号化処理、さらに鍵１による暗号化処理の順に処理を行う。
鍵は、Ｋ１、Ｋ２、Ｋ１の順に２種類用いる。図９（ｂ）は３つの暗号鍵を用いた例を示
すものであり、鍵１による暗号化処理、鍵２による暗号化処理、さらに鍵３による暗号化
処理の順に処理を行い３回とも暗号化処理を行う。鍵は、Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３の順に３種類
の鍵を用いる。このように複数の処理を連続させる構成とすることで、シングルＤＥＳに
比較してセキュリティ強度を向上させている。しかしながら、このトリプルＤＥＳ（Trip
le ＤＥＳ）構成は、処理時間がシングルＤＥＳのおよそ３倍かかるという欠点を有する
。
【０１１０】
図８および図９で説明したトリプルＤＥＳ構成を改良したＭＡＣ値生成構成例を図１０に
示す。図１０においては、署名対象となるメッセージ列の初めから途中までの各メッセー
ジに対する暗号化処理は全てシングルＤＥＳによる処理とし、最後のメッセージに対する
暗号化処理のみを図９（ａ）に示すトリプルＤＥＳ（Triple ＤＥＳ）構成としたもので
ある。
【０１１１】
図１０に示すこのような構成とすることで、メッセージのＭＡＣ値の生成処理時間は、シ
ングルＤＥＳによるＭＡＣ値生成処理に要する時間とほぼ同程度に短縮され、かつセキュ
リティはシングルＤＥＳによるＭＡＣ値よりも高めることが可能となる。なお、最終メッ
セージに対するトリプルＤＥＳ構成は、図９（ｂ）の構成とすることも可能である。
【０１１２】
（３－２）公開鍵暗号方式による電子署名
以上は、暗号化方式として共通鍵暗号化方式を適用した場合の電子署名データの生成方法
であるが、次に、暗号化方式として公開鍵暗号方式を用いた電子署名の生成方法を図１１
を用いて説明する。図１１に示す処理は、ＥＣ－ＤＳＡ（（Elliptic Curve Digital Sig
nature Algorithm）、IEEE P1363/D3）を用いた電子署名データの生成処理フローである
。なお、ここでは公開鍵暗号として楕円曲線暗号（Elliptic Curve Cryptography（以下
、ECCと呼ぶ））を用いた例を説明する。なお、本発明のデータ処理装置においては、楕
円曲線暗号以外にも、同様の公開鍵暗号方式における、例えばＲＳＡ暗号（（Rivest、Sh
amir、Adleman）など（ANSI X9.31））を用いることも可能である。
【０１１３】
図１１の各ステップについて説明する。ステップＳ１において、pを標数、a、bを楕円曲
線の係数（楕円曲線：ｙ2=ｘ3＋ａｘ＋ｂ）、Gを楕円曲線上のベースポイント、rをGの位
数、Ｋｓを秘密鍵（０＜Ｋｓ＜ｒ）とする。ステップＳ２おいて、メッセージＭのハッシ



(20) JP 4524829 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

ュ値を計算し、f=Hash(M)とする。
【０１１４】
ここで、ハッシュ関数を用いてハッシュ値を求める方法を説明する。ハッシュ関数とは、
メッセージを入力とし、これを所定のビット長のデータに圧縮し、ハッシュ値として出力
する関数である。ハッシュ関数は、ハッシュ値（出力）から入力を予測することが難しく
、ハッシュ関数に入力されたデータの1ビットが変化したとき、ハッシュ値の多くのビッ
トが変化し、また、同一のハッシュ値を持つ異なる入力データを探し出すことが困難であ
る特徴を有する。ハッシュ関数としては、ＭＤ４、ＭＤ５、ＳＨＡ－１などが用いられる
場合もあるし、図７他で説明したと同様のＤＥＳ－ＣＢＣが用いられる場合もある。この
場合は、最終出力値となるＭＡＣ（チェック値：ＩＣＶに相当する）がハッシュ値となる
。
【０１１５】
続けて、ステップＳ３で、乱数ｕ（０＜ｕ＜ｒ）を生成し、ステップＳ４でベースポイン
トをｕ倍した座標Ｖ（Ｘｖ，Ｙｖ）を計算する。なお、楕円曲線上の加算、2倍算は次の
ように定義されている。
【０１１６】
【数１】

【０１１７】
これらを用いて点Ｇのｕ倍を計算する（速度は遅いが、最もわかりやすい演算方法として
次のように行う。Ｇ、２×Ｇ、４×Ｇ・・を計算し、uを2進数展開して1が立っていると
ころに対応する２i×Ｇ（Ｇをｉ回２倍算した値）を加算する（ｉはｕのＬＳＢから数え
た時のビット位置））。
【０１１８】
ステップＳ５で、ｃ＝Ｘｖｍｏｄ ｒを計算し、ステップＳ６でこの値が０になるかどう
か判定し、０でなければステップＳ７でｄ＝［（ｆ＋ｃＫｓ）／ｕ］ｍｏｄ ｒを計算し
、ステップＳ８でｄが０であるかどうか判定し、ｄが０でなければ、ステップＳ９でｃお
よびｄを電子署名データとして出力する。仮に、ｒを１６０ビット長の長さであると仮定
すると、電子署名データは３２０ビット長となる。
【０１１９】
ステップＳ６において、ｃが０であった場合、ステップＳ３に戻って新たな乱数を生成し
直す。同様に、ステップＳ８でｄが０であった場合も、ステップＳ３に戻って乱数を生成
し直す。
【０１２０】
（３－３）公開鍵暗号方式による電子署名の検証
次に、公開鍵暗号方式を用いた電子署名の検証方法を、図１２を用いて説明する。ステッ
プＳ１１で、Ｍをメッセージ、pを標数、a、bを楕円曲線の係数（楕円曲線：ｙ2=ｘ3＋ａ
ｘ＋ｂ）、Ｇを楕円曲線上のベースポイント、rをＧの位数、ＧおよびＫｓ×Gを公開鍵（
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０＜Ｋｓ＜ｒ）とする。ステップＳ１２で電子署名データｃおよびｄが０＜ｃ＜ｒ、０＜
ｄ＜ｒを満たすか検証する。これを満たしていた場合、ステップＳ１３で、メッセージＭ
のハッシュ値を計算し、ｆ＝Ｈａｓｈ（Ｍ）とする。次に、ステップＳ１４でh=1/d mod 
rを計算し、ステップＳ１５でｈ１＝ｆｈ　ｍｏｄ　ｒ、ｈ２=ｃｈ　ｍｏｄ　ｒを計算す
る。
【０１２１】
ステップＳ１６において、既に計算したｈ１およびｈ２を用い、点Ｐ＝（Ｘｐ，Ｙｐ）＝
ｈ１×Ｇ＋ｈ２・Ｋｓ×Ｇを計算する。電子署名検証者は、公開鍵ＧおよびＫｓ×Ｇを知
っているので、図１１のステップＳ４と同様に楕円曲線上の点のスカラー倍の計算ができ
る。そして、ステップＳ１７で点Ｐが無限遠点かどうか判定し、無限遠点でなければステ
ップＳ１８に進む（実際には、無限遠点の判定はステップＳ１６でできてしまう。つまり
、Ｐ＝（Ｘ，Ｙ）、Ｑ＝（Ｘ，－Ｙ）の加算を行うと、λが計算できず、Ｐ＋Ｑが無限遠
点であることが判明している）。ステップＳ１８でＸｐ ｍｏｄ ｒを計算し、電子署名デ
ータｃと比較する。最後に、この値が一致していた場合、ステップＳ１９に進み、電子署
名が正しいと判定する。
【０１２２】
電子署名が正しいと判定された場合、データは改竄されておらず、公開鍵に対応した秘密
鍵を保持する者が電子署名を生成したことがわかる。
【０１２３】
ステップＳ１２において、電子署名データｃまたはｄが、０＜ｃ＜ｒ、０＜ｄ＜ｒを満た
さなかった場合、ステップＳ２０に進む。また、ステップＳ１７において、点Pが無限遠
点であった場合もステップＳ２０に進む。さらにまた、ステップＳ１８において、Ｘｐ 
ｍｏｄ ｒの値が、電子署名データｃと一致していなかった場合にもステップＳ２０に進
む。
【０１２４】
ステップＳ２０において、電子署名が正しくないと判定された場合、データは改竄されて
いるか、公開鍵に対応した秘密鍵を保持する者が電子署名を生成したのではないことがわ
かる。
【０１２５】
（３－４）共通鍵暗号方式による相互認証
次に、共通鍵暗号方式を用いた相互認証方法を、図１３を用いて説明する。図１３におい
て、共通鍵暗号方式としてＤＥＳを用いているが、前述のように同様な共通鍵暗号方式で
あればいずれでもよい。図１３において、まず、Ｂが６４ビットの乱数Ｒｂを生成し、Ｒ
ｂおよび自己のIDであるＩＤ（ｂ）をＡに送信する。これを受信したＡは、新たに64ビッ
トの乱数Ｒａを生成し、Ｒａ、Ｒｂ、ＩＤ（ｂ）の順に、ＤＥＳのＣＢＣモードで鍵Ｋａ
ｂを用いてデータを暗号化し、Ｂに返送する。図７に示すＤＥＳのＣＢＣモード処理構成
によれば、ＲａがＭ１、ＲｂがＭ２、ＩＤ（ｂ）がＭ３に相当し、初期値：ＩＶ＝０とし
たときの出力Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３が暗号文となる。
【０１２６】
これを受信したＢは、受信データを鍵Ｋａｂで復号化する。受信データの復号化方法は、
まず、暗号文Ｅ１を鍵Ｋａｂで復号化し、乱数Ｒａを得る。次に、暗号文Ｅ２を鍵Ｋａｂ
で復号化し、その結果とＥ１を排他的論理和し、Ｒｂを得る。最後に、暗号文Ｅ３を鍵Ｋ
ａｂで復号化し、その結果とＥ２を排他的論理和し、ＩＤ(ｂ)を得る。こうして得られた
Ｒａ、Ｒｂ、ＩＤ(ｂ)の内、ＲｂおよびＩＤ(ｂ)が、Ｂが送信したものと一致するか検証
する。この検証に通った場合、ＢはＡを正当なものとして認証する。
【０１２７】
次にＢは、認証後に使用するセッション鍵（Session Key（以下、Ｋｓｅｓとする））を
生成する（生成方法は、乱数を用いる）。そして、Ｒｂ、Ｒａ、Ｋｓｅｓの順に、ＤＥＳ
のＣＢＣモードで鍵Ｋａｂを用いて暗号化し、Ａに返送する。
【０１２８】
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これを受信したＡは、受信データを鍵Ｋａｂで復号化する。受信データの復号化方法は、
Ｂの復号化処理と同様であるので、ここでは詳細を省略する。こうして得られたＲｂ、Ｒ
ａ、Ｋｓｅｓの内、ＲｂおよびＲａが、Ａが送信したものと一致するか検証する。この検
証に通った場合、ＡはＢを正当なものとして認証する。互いに相手を認証した後には、セ
ッション鍵Ｋｓｅｓは、認証後の秘密通信のための共通鍵として利用される。
【０１２９】
なお、受信データの検証の際に、不正、不一致が見つかった場合には、相互認証が失敗し
たものとして処理を中断する。
【０１３０】
（３－５）公開鍵証明書
次に、公開鍵証明書について図１４を用いて説明する。公開鍵証明書は、公開鍵暗号方式
における認証局（ＣＡ：Certificate Authority）が発行する証明書であり、ユーザが自
己のＩＤ、公開鍵等を認証局に提出することにより、認証局側が認証局のＩＤや有効期限
等の情報を付加し、さらに認証局による署名を付加して作成される証明書である。
【０１３１】
図１４に示す公開鍵証明書は、証明書のバージョン番号、認証局が証明書利用者に対し割
り付ける証明書の通し番号、電子署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の
名前、証明書の有効期限、証明書利用者の名前（ユーザＩＤ）、証明書利用者の公開鍵並
びに電子署名を含む。
【０１３２】
電子署名は、証明書のバージョン番号、認証局が証明書利用者に対し割り付ける証明書の
通し番号、電子署名に用いたアルゴリズムおよびパラメータ、認証局の名前、証明書の有
効期限、証明書利用者の名前並びに証明書利用者の公開鍵全体に対しハッシュ関数を適用
してハッシュ値を生成し、そのハッシュ値に対して認証局の秘密鍵を用いて生成したデー
タである。この電子署名の生成には、例えば図１１で説明した処理フローが適用される。
【０１３３】
認証局は、図１４に示す公開鍵証明書を発行するとともに、有効期限が切れた公開鍵証明
書を更新し、不正を行った利用者の排斥を行うための不正者リストの作成、管理、配布（
これをリボケーション：Revocationと呼ぶ）を行う。また、必要に応じて公開鍵・秘密鍵
の生成も行う。
【０１３４】
一方、この公開鍵証明書を利用する際には、利用者は自己が保持する認証局の公開鍵を用
い、当該公開鍵証明書の電子署名を検証し、電子署名の検証に成功した後に公開鍵証明書
から公開鍵を取り出し、当該公開鍵を利用する。従って、公開鍵証明書を利用する全ての
利用者は、共通の認証局の公開鍵を保持している必要がある。なお、電子署名の検証方法
については、図１２で説明したのでその詳細は省略する。
【０１３５】
（３－６）公開鍵暗号方式による相互認証
次に、公開鍵暗号方式である１６０ビット長の楕円曲線暗号を用いた相互認証方法を、図
１５を用いて説明する。図１５において、公開鍵暗号方式としてＥＣＣを用いているが、
前述のように同様な公開鍵暗号方式であればいずれでもよい。また、鍵サイズも１６０ビ
ットでなくてもよい。図１５において、まずＢが、６４ビットの乱数Ｒｂを生成し、Aに
送信する。これを受信したＡは、新たに６４ビットの乱数Ｒａおよび標数ｐより小さい乱
数Ａｋを生成する。そして、ベースポイントＧをＡｋ倍した点Ａｖ＝Ａｋ×Ｇを求め、Ｒ
ａ、Ｒｂ、Ａｖ（X座標とY座標）に対する電子署名Ａ．Ｓｉｇを生成し、Ａの公開鍵証明
書とともにＢに返送する。ここで、ＲａおよびＲｂはそれぞれ６４ビット、ＡｖのＸ座標
とＹ座標がそれぞれ１６０ビットであるので、合計４４８ビットに対する電子署名を生成
する。電子署名の生成方法は図１１で説明したので、その詳細は省略する。また、公開鍵
証明書も図１４で説明したので、その詳細は省略する。
【０１３６】
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Ａの公開鍵証明書、Ｒａ、Ｒｂ、Ａｖ、電子署名Ａ．Ｓｉｇを受信したＢは、Ａが送信し
てきたＲｂが、Ｂが生成したものと一致するか検証する。その結果、一致していた場合に
は、Ａの公開鍵証明書内の電子署名を認証局の公開鍵で検証し、Ａの公開鍵を取り出す。
公開鍵証明書の検証については、図１４を用いて説明したので、その詳細は省略する。そ
して、取り出したＡの公開鍵を用い電子署名Ａ．Ｓｉｇを検証する。電子署名の検証方法
は図１２で説明したので、その詳細は省略する。電子署名の検証に成功した後、ＢはＡを
正当なものとして認証する。
【０１３７】
次に、Ｂは、標数ｐより小さい乱数Ｂｋを生成する。そして、ベースポイントＧをＢｋ倍
した点Ｂｖ＝Ｂｋ×Ｇを求め、Ｒｂ、Ｒａ、Ｂｖ（Ｘ座標とＹ座標）に対する電子署名Ｂ
．Ｓｉｇを生成し、Ｂの公開鍵証明書とともにＡに返送する。
【０１３８】
Ｂの公開鍵証明書、Ｒｂ、Ｒａ、Ａｖ、電子署名Ｂ．Ｓｉｇを受信したＡは、Ｂが送信し
てきたＲａが、Ａが生成したものと一致するか検証する。その結果、一致していた場合に
は、Ｂの公開鍵証明書内の電子署名を認証局の公開鍵で検証し、Ｂの公開鍵を取り出す。
そして、取り出したＢの公開鍵を用い電子署名Ｂ．Ｓｉｇを検証する。電子署名の検証に
成功した後、ＡはＢを正当なものとして認証する。
【０１３９】
両者が認証に成功した場合には、ＢはＢｋ×Ａｖ（Ｂｋは乱数だが、Ａｖは楕円曲線上の
点であるため、楕円曲線上の点のスカラー倍計算が必要）を計算し、ＡはＡｋ×Ｂｖを計
算し、これら点のＸ座標の下位６４ビットをセッション鍵として以降の通信に使用する（
共通鍵暗号を６４ビット鍵長の共通鍵暗号とした場合）。もちろん、Ｙ座標からセッショ
ン鍵を生成してもよいし、下位６４ビットでなくてもよい。なお、相互認証後の秘密通信
においては、送信データはセッション鍵で暗号化されるだけでなく、電子署名も付される
ことがある。
【０１４０】
電子署名の検証や受信データの検証の際に、不正、不一致が見つかった場合には、相互認
証が失敗したものとして処理を中断する。
【０１４１】
（３－７）楕円曲線暗号を用いた暗号化処理
次に、楕円曲線暗号を用いた暗号化について、図１６を用いて説明する。ステップＳ２１
において、Ｍｘ、Ｍｙをメッセージ、pを標数、a、bを楕円曲線の係数（楕円曲線：ｙ2=
ｘ3＋ａｘ＋ｂ）、Ｇを楕円曲線上のベースポイント、rをＧの位数、ＧおよびＫｓ×Ｇを
公開鍵（０＜Ｋｓ＜ｒ）とする。ステップＳ２２で乱数ｕを０＜ｕ＜ｒになるように生成
し、ステップＳ２３で公開鍵Ｋｓ×Ｇをu倍した座標Ｖを計算する。なお、楕円曲線上の
スカラー倍は図１１のステップＳ４で説明したので、詳細は省略する。ステップＳ２４で
、ＶのＸ座標をＭｘ倍してｐで剰余を求めＸ０とし、ステップＳ２５でＶのＹ座標をＭｙ
倍してｐで剰余を求めＹ０とする。なお、メッセージの長さがｐのビット数より少ない場
合、Ｍｙは乱数を使い、復号化部ではＭｙを破棄するようにする。ステップＳ２６におい
て、u×Gを計算し、ステップＳ２７で暗号文ｕ×G、（Ｘ０、Ｙ０）を得る。
【０１４２】
（３－８）楕円曲線暗号を用いた復号化処理
次に、楕円曲線暗号を用いた復号化について、図１７を用いて説明する。ステップＳ３１
において、ｕ×G、（Ｘ０、Ｙ０）を暗号文データ、ｐを標数、a、bを楕円曲線の係数（
楕円曲線：ｙ2=ｘ3＋ａｘ＋ｂ）、Ｇを楕円曲線上のベースポイント、rをGの位数、Ｋｓ
を秘密鍵（０＜Ｋｓ＜ｒ）とする。ステップｓ３２において、暗号データｕ×Ｇを秘密鍵
Ｋｓ倍し、座標Ｖ（Ｘｖ，Ｙｖ）を求める。ステップＳ３３では、暗号データの内、（Ｘ
０、Ｙ０）のＸ座標を取り出し、Ｘ１＝Ｘ０／Ｘｖ mod ｐを計算し、ステップＳ３４に
おいては、Ｙ座標を取り出し、Ｙ１＝Ｙ０／Ｙｖ mod ｐを計算する。そして、ステップ
Ｓ３５でＸ１をＭｘとし、Ｙ１をＭｙとしてメッセージを取り出す。この時、Ｍｙをメッ
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セージにしていなかった場合、Ｙ１は破棄する。
【０１４３】
このように、秘密鍵をＫｓ、公開鍵をＧ、Ｋｓ×Ｇとすることで、暗号化に使用する鍵と
復号化に使用する鍵を、異なる鍵とすることができる。
【０１４４】
また、公開鍵暗号の他の例としてはＲＳＡ暗号が知られているが、詳しい説明は省略する
（PKCS #1 Version2に詳細が記述されている）。
【０１４５】
（３－９）乱数生成処理
次に、乱数の生成方法について説明する。乱数の生成方法としては、熱雑音を増幅し、そ
のＡ／Ｄ出力から生成する真性乱数生成法や、Ｍ系列等の線形回路を複数組み合わせて生
成する疑似乱数生成法等が知られている。また、ＤＥＳ等の共通鍵暗号を用いて生成する
方法も知られている。本例では、ＤＥＳを用いた疑似乱数生成方法について説明する（AN
SI X9.17ベース）。
【０１４６】
まず、時間等のデータから得られた６４ビット（これ以下のビット数の場合、上位ビット
を0とする）の値をＤ、Ｔｒｉｐｌｅ－ＤＥＳに使われる鍵情報をＫｒ、乱数発生用の種
（Ｓｅｅｄ）をＳとする。このとき、乱数Ｒは以下のように計算される。
【０１４７】
【数２】

【０１４８】
ここで、Ｔｒｉｐｌｅ－ＤＥＳ（）は、第１引数を暗号鍵情報として、第２引数の値をＴ
ｒｉｐｌｅ－ＤＥＳで暗号化する関数とし、演算＾は６４ビット単位の排他的論理和、最
終的にでてきた値Ｓは、新規のＳｅｅｄ（種）として更新されていくものとする。
【０１４９】
以下、連続して乱数を生成する場合には、（２－２）式、（２－３）式を繰り返すものと
する。
【０１５０】
以上、本発明のデータ処理装置において適用可能な暗号処理に関する各種処理態様につい
て説明した。次に、本発明のデータ処理装置において実行される具体的な処理について、
詳細に説明する。
【０１５１】
（４）記録再生器の格納データ構成
図１８は、図３で示す記録再生器３００での記録再生器暗号処理部３０２に構成された内
部メモリ３０７のデータ保持内容を説明する図である。
【０１５２】
図１８に示すように、内部メモリ３０７には、以下の鍵、データが格納されている。
ＭＫａｋｅ：記録再生器３００と記録デバイス４００（図３参照）との間で実行される相
互認証処理に必要な認証鍵（Authentication and Key Exchange Key（以下、Ｋａｋｅと
する））を生成するための記録デバイス認証鍵用マスター鍵。
ＩＶａｋｅ：記録デバイス認証鍵用初期値。
ＭＫｄｉｓ：配送鍵Ｋｄｉｓを生成するための配送鍵用マスター鍵。
ＩＶｄｉｓ：配送鍵生成用初期値。
Ｋｉｃｖａ：チェック値ＩＣＶａを生成するための鍵であるチェック値Ａ生成鍵。
Ｋｉｃｖｂ：チェック値ＩＣＶｂを生成するための鍵であるチェック値Ｂ生成鍵。
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Ｋｉｃｖｃ：各コンテンツブロックのチェック値ＩＣＶｉ（ｉ＝１～Ｎ）を生成するため
の鍵であるコンテンツチェック値生成鍵。
Ｋｉｃｖｔ：総チェック値ＩＣＶｔを生成するための鍵である総チェック値生成鍵。
Ｋｓｙｓ：配信システムに共通の署名またはＩＣＶをつけるために使用するシステム署名
鍵。
Ｋｄｅｖ：記録再生器毎に異なり、記録再生器が署名またはＩＣＶをつけるために使用す
る記録再生器固有の記録再生器署名鍵。
ＩＶｍｅｍ：初期値、相互認証処理等の際の暗号処理に用いられる初期値。記録デバイス
と共通。
これらの鍵、データが記録再生器暗号処理部３０２に構成された内部メモリ３０７に格納
されている。
【０１５３】
（５）記録デバイスの格納データ構成
図１９は、記録デバイス上でのデータ保持状況を示す図である。図１９において、内部メ
モリ４０５は、複数のブロック（本例ではＮブロック）に分割されており、それぞれのブ
ロック中に、以下の鍵、データが格納されている。
ＩＤｍｅｍ：記録デバイス識別情報、記録デバイス固有の識別情報。
Ｋａｋｅ：認証鍵、記録再生器３００との相互認証時に用いる認証鍵。
ＩＶｍｅｍ：初期値、相互認証処理等の際の暗号処理に用いられる初期値。
Ｋｓｔｒ：保存鍵、ブロック情報鍵他のコンテンツデータの暗号鍵。
Ｋｒ：乱数生成鍵、
Ｓ：種
これらのデータを個別のブロックに各々保持している。外部メモリ４０２は複数（本例で
はＭ個）のコンテンツデータを保持しており、それぞれ図４で説明したデータを、例えば
図２６、または図２７のように保持している。図２６、図２７の構成の差異については後
段で説明する。
【０１５４】
（６）記録再生器、記録デバイス間における相互認証処理
（６－１）相互認証処理の概要
図２０は、記録再生器３００と記録デバイス４００との認証手順を示す流れ図である。ス
テップＳ４１において、利用者が記録デバイス４００を記録再生器３００に挿入する。た
だし非接触で通信できる記録デバイスを使用する場合には、挿入する必要はない。
【０１５５】
記録再生器３００に記録デバイス４００をセットすると、図３に示す記録再生器３００内
の記録デバイス検知手段（図示せず）が、制御部３０１に記録デバイス４００の装着を通
知する。次に、ステップＳ４２において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録デバ
イスコントローラ３０３を介して記録デバイス４００に初期化命令を送信する。これを受
信した記録デバイス４００は、記録デバイス暗号処理部４０１の制御部４０３において、
通信部４０４を介して命令を受信し、認証完了フラグがセットされていればクリアする。
すなわち未認証状態に設定する。
【０１５６】
次に、ステップＳ４３において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器暗号処
理部３０２に初期化命令を送信する。このとき、記録デバイス挿入口番号も併せて送信す
る。記録デバイス挿入口番号を送信することにより、記録再生器３００に複数の記録デバ
イスが接続された場合であっても同時に複数の記録デバイス４００との認証処理、および
データ送受信が可能となる。
【０１５７】
初期化命令を受信した記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、記録再生器暗
号処理部３０２の制御部３０６において、記録デバイス挿入口番号に対応する認証完了フ
ラグがセットされていればクリアする。すなわち未認証状態に設定する。
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【０１５８】
次に、ステップＳ４４において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録デバイス４０
０の記録デバイス暗号処理部４０１が使う鍵ブロック番号を指定する。なお、鍵ブロック
番号の詳細に関しては後述する。ステップＳ４５において、記録再生器３００の制御部３
０１は、記録デバイス４００の内部メモリ４０５の指定された鍵ブロックに格納された記
録デバイス識別情報ＩＤｍｅｍを読み出す。ステップＳ４６において、記録再生器３００
の制御部３０１は、記録再生器暗号処理部３０２に記録デバイス識別情報ＩＤｍｅｍを送
信し、記録デバイス識別情報ＩＤｍｅｍに基づく認証鍵Ｋａｋｅを生成させる。認証鍵Ｋ
ａｋｅの生成方法としては、例えば次のように生成する。
【０１５９】
【数３】

【０１６０】
ここで、ＭＫａｋｅは、記録再生器３００と記録デバイス４００（図３参照）との間で実
行される相互認証処理に必要な認証鍵Ｋａｋｅを生成するための記録デバイス認証鍵用マ
スター鍵であり、これは、前述したように記録再生器３００の内部メモリ３０７に格納さ
れている鍵である。またＩＤｍｅｍは、記録デバイス４００に固有の記録デバイス識別情
報である。さらにＩＶａｋｅは、記録デバイス認証鍵用初期値である。また、上記式にお
いて、ＤＥＳ（）は、第１引数を暗号鍵として、第２引数の値をＤＥＳで暗号化する関数
であり、演算＾は６４ビット単位の排他的論理和を示す。
【０１６１】
例えば図７、図８に示すＤＥＳ構成を適用する場合には、図７，８に示されるメッセージ
Ｍを記録デバイス識別情報：ＩＤｍｅｍとし、鍵Ｋ１をデバイス認証鍵用マスター鍵：Ｍ
Ｋａｋｅとし、初期値ＩＶを：ＩＶａｋｅとして得られる出力が認証鍵Ｋａｋｅとなる。
【０１６２】
次に、ステップＳ４７で相互認証およびセッション鍵Ｋｓｅｓの生成処理を行う。相互認
証は、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８と記録デバイス暗号処理部４
０１の暗号／復号化部４０６の間で行われ、その仲介を記録再生器３００の制御部３０１
が行っている。
【０１６３】
相互認証処理は、例えば前述の図１３で説明した処理にしたがって実行することができる
。図１３に示す構成において、Ａ、Ｂがそれぞれ記録再生器３００と記録デバイス４００
に対応する。まず、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２が乱数Ｒｂを生成し
、乱数Ｒｂおよび自己のＩＤである記録再生器識別情報ＩＤｄｅｖを記録デバイス４００
の記録デバイス暗号処理部４０１に送信する。なお、記録再生器識別情報ＩＤｄｅｖは、
記録再生器３００内に構成された記憶部に記憶された再生器固有の識別子である。記録再
生器暗号処理部３０２の内部メモリ中に記録再生器識別情報ＩＤｄｅｖを記録する構成と
してもよい。
【０１６４】
乱数Ｒｂおよび記録再生器識別情報ＩＤｄｅｖを受信した記録デバイス４００の記録デバ
イス暗号処理部４０１は、新たに６４ビットの乱数Ｒａを生成し、Ｒａ、Ｒｂ、と記録再
生器識別情報ＩＤｄｅｖの順に、ＤＥＳのＣＢＣモードで認証鍵Ｋａｋｅを用いてデータ
を暗号化し、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に返送する。例えば、図７
に示すＤＥＳのＣＢＣモード処理構成によれば、ＲａがＭ１、ＲｂがＭ２、ＩＤｄｅｖが
Ｍ３に相当し、初期値：ＩＶ＝ＩＶｍｅｍとしたときの出力Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３が暗号文と
なる。
【０１６５】
暗号文Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３を受信した記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、
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受信データを認証鍵Ｋａｋｅで復号化する。受信データの復号化方法は、まず、暗号文Ｅ
１を認証鍵Ｋａｋｅで復号化し、その結果とＩＶｍｅｍとを排他的論理和し、乱数Ｒａを
得る。次に、暗号文Ｅ２を認証鍵Ｋａｋｅで復号化し、その結果とＥ１を排他的論理和し
、Ｒｂを得る。最後に、暗号文Ｅ３を認証鍵Ｋａｋｅで復号化し、その結果とＥ２を排他
的論理和し、記録再生器識別情報ＩＤｄｅｖを得る。こうして得られたＲａ、Ｒｂ、記録
再生器識別情報ＩＤｄｅｖの内、Ｒｂおよび記録再生器識別情報ＩＤｄｅｖが、記録再生
器３００が送信したものと一致するか検証する。この検証に通った場合、記録再生器３０
０の記録再生器暗号処理部３０２は記録デバイス４００を正当なものとして認証する。
【０１６６】
次に、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、認証後に使用するセッション
鍵（Session Key（以下、Ｋｓｅｓとする））を生成する（生成方法は、乱数を用いる）
。そして、Ｒｂ、Ｒａ、Ｋｓｅｓの順に、ＤＥＳのＣＢＣモードで鍵Ｋａｋｅ、初期値Ｉ
Ｖｍｅｍを用いて暗号化し、記録デバイス４００の記録デバイス暗号処理部４０１に返送
する。
【０１６７】
これを受信した記録デバイス４００の記録デバイス暗号処理部４０１は、受信データを鍵
Ｋａｋｅで復号化する。受信データの復号化方法は、記録再生器３００の記録再生器暗号
処理部３０２における復号化処理と同様であるので、ここでは詳細を省略する。こうして
得られたＲｂ、Ｒａ、Ｋｓｅｓの内、ＲｂおよびＲａが、記録デバイス４００が送信した
ものと一致するか検証する。この検証に通った場合、記録デバイス４００の記録デバイス
暗号処理部４０１は記録再生器３００を正当なものとして認証する。互いに相手を認証し
た後には、セッション鍵Ｋｓｅｓは、認証後の秘密通信のための共通鍵として利用される
。
【０１６８】
なお、受信データの検証の際に、不正、不一致が見つかった場合には、相互認証が失敗し
たものとして処理を中断する。
【０１６９】
相互認証に成功した場合には、ステップＳ４８からステップＳ４９に進み、セッション鍵
Ｋｓｅｓを記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２で保持するとともに、相互認
証が終了したことを示す認証完了フラグをセットする。また、相互認証に失敗した場合に
は、ステップＳ５０に進み、認証処理過程で生成されたセッション鍵Ｋｓｅｓを破棄する
とともに、認証完了フラグをクリアする。なお、すでにクリアされている場合には必ずし
もクリア処理は必要ではない。
【０１７０】
なお、記録デバイス４００が記録デバイス挿入口から取り除かれた場合には、記録再生器
３００内の記録デバイス検知手段が、記録再生器３００の制御部３０１に記録デバイス４
００が取り除かれたことを通知し、これを受けた記録再生器３００の制御部３０１は、記
録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に対し記録デバイス挿入口番号に対応する
認証完了フラグをクリアするように命令し、これを受けた記録再生器３００の記録再生器
暗号処理部３０２は、記録デバイス挿入口番号に対応する認証完了フラグをクリアする。
【０１７１】
なお、ここでは相互認証処理を図１３に示す手続きにしたがって実行する例について説明
したが、上述した認証処理例に限らず、例えば先に説明した図１５の相互認証手続きに従
った処理を実行してもよい。また、図１３に示す手続きにおいて、図１３のＡを記録再生
器３００とし、Ｂを記録デバイス４００とし、Ｂ：記録デバイス４００がＡ：記録再生器
３００に最初に送付するＩＤを記録デバイス中の鍵ブロック中の記録デバイス識別情報と
して相互認証処理を行なってもよい。本発明において実行される認証処理手続きは、様々
な処理が適用可能であり、上述の認証処理に限定されるものではない。
【０１７２】
（６－２）相互認証時の鍵ブロックの切り替え
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本発明のデータ処理装置における相互認証処理における１つの特徴は、記録デバイス４０
０側に複数の鍵ブロック（ｅｘ．Ｎ個の鍵ブロック）を構成して、記録再生器３００が１
つの鍵ブロックを指定（図２０の処理フローにおけるステップＳ４４）して認証処理を実
行する点である。先に図１９において説明したように、記録デバイス４００の暗号処理部
４０１に構成された内部メモリ４０５には複数の鍵ブロックが形成されており、それぞれ
が異なる鍵データ、ＩＤ情報等各種データを格納している。図２０で説明した記録再生器
３００と記録デバイス４００間で実行される相互認証処理は、図１９の記録デバイス４０
０の複数の鍵ブロックの１つの鍵ブロックに対して実行される。
【０１７３】
従来、記憶媒体とその再生機器間における相互認証処理を実行する構成では、相互認証に
用いる鍵：認証鍵は共通なものが使用されるのが一般的であった。従って、例えば製品仕
向け先（国別）ごと、あるいは製品ごとに認証鍵を変更しようとすると、記録再生器側と
、記録デバイス側の認証処理に必要となる鍵データを双方の機器において変更することが
必要となる。従って例えば新たに発売された記録再生器に格納された認証処理に必要とな
る鍵データは、先に販売された記録デバイスに格納された認証処理に必要となる鍵データ
に対応せず、新たな記録再生器は、古いバージョンの記録デバイスへのアクセスができな
くなってしまう事態が発生する。逆に新しいバージョンの記録デバイスと古いバージョン
の記録再生器との関係においても同様の事態が発生する。
【０１７４】
本発明のデータ処理装置においては、図１９に示すように予め記録デバイス４００に複数
の異なる鍵セットとしての鍵ブロックが格納されている。記録再生器は例えば製品仕向け
先（国別）ごと、あるいは製品、機種、バージョン、アプリケーションごとに、認証処理
に適用すべき鍵ブロック、すなわち指定鍵ブロックが設定される。この設定情報は、記録
再生器のメモリ部、例えば、図３における内部メモリ３０７、あるいは、記録再生器３０
０の有するその他の記憶素子内に格納され、認証処理時に図３の制御部３０１によってア
クセスされ設定情報にしたがった鍵ブロック指定が行われる。
【０１７５】
記録再生器３００の内部メモリ３０７の記録デバイス認証鍵用マスター鍵ＭＫａｋｅは、
それぞれの指定鍵ブロックの設定に従って設定された認証鍵用マスター鍵であり、指定鍵
ブロックにのみ対応可能となっており、指定鍵ブロック以外の鍵ブロックとの相互認証は
成立しない構成となっている。
【０１７６】
図１９から理解されるように、記録デバイス４００の内部メモリ４０５には１～ＮのＮ個
の鍵ブロックが設定され、各鍵ブロック毎に記録デバイス識別情報、認証鍵、初期値、保
存鍵、乱数生成鍵、種が格納され、少なくとも認証用のかぎデータがブロック毎に異なる
データとして格納されている。
【０１７７】
このように、記録デバイス４００の鍵ブロックの鍵データ構成は、ブロック毎に異なって
いる。従って、例えば、ある記録再生機器Ａが内部メモリに格納された記録デバイス認証
鍵用マスター鍵ＭＫａｋｅを用いて認証処理を行ない得る鍵ブロックは鍵ブロックＮｏ．
１であり、また別の仕様の記録再生器Ｂが認証可能な鍵ブロックは別の鍵ブロック、例え
ば鍵ブロックＮｏ．２のように設定することが可能となる。
【０１７８】
後段でさらに詳細に説明するが、コンテンツを記録デバイス４００の外部メモリ４０２に
格納する際、各鍵ブロックに格納された保存鍵Ｋｓｔｒを用いて暗号化処理がなされ、格
納されることになる。より、具体的には、コンテンツブロックを暗号化するコンテンツ鍵
を保存鍵で暗号化処理する。
【０１７９】
図１９に示すように保存鍵は、各ブロック毎に異なる鍵として構成されている。従って、
異なる鍵ブロックを指定するように設定された２つの異なる設定の記録再生器間において
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は、ある１つの記録デバイスのメモリに格納されたコンテンツを両者で共通に利用するこ
とは防止される。すなわち、異なる設定のなされた記録再生器は、それぞれの設定に合致
する記録デバイスに格納されたコンテンツのみが利用できる。
【０１８０】
なお、各鍵ブロックについて共通化可能なデータは共通化することも可能であり、例えば
認証用の鍵データ、保存鍵データのみを異なるように構成してもよい。
【０１８１】
このような記録デバイスに複数の異なる鍵データからなる鍵ブロックを構成する具体例と
しては、例えば記録再生器３００の機種別（据え置き型、携帯型等）で指定すべき鍵ブロ
ック番号を異なるように設定したり、あるいは、アプリケーション毎に指定鍵ブロックを
異なるように設定する例がある。さらに、例えば日本で販売する記録再生器については指
定鍵ブロックをＮｏ．１とし、米国で販売する記録再生器は指定鍵ブロックをＮｏ．２と
するように地域ごとに異なる鍵ブロック設定を行なう構成とすることも可能である。この
ような構成とすることで、それぞれの異なる販売地域で使用され、記録デバイスに異なる
保存鍵で格納されたコンテンツは、たとえメモリカードのような記録デバイスが米国から
日本、あるいは日本から米国へ転送されてきても、異なる鍵設定のなされた記録再生器で
利用することは不可能であるので、メモリに格納したコンテンツの不正、無秩序な流通を
防止できる。具体的には、異なる保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されているコンテンツ鍵Ｋｃｏ
ｎが２国間で相互に利用可能となる状態を排除することができる。
【０１８２】
さらに、図１９に示す記録デバイス４００の内部メモリ４０５の鍵ブロック１～Ｎまでの
少なくとも１つの鍵ブロック、例えばＮｏ．Ｎの鍵ブロックをいずれの記録再生器３００
においても共通に利用可能な鍵ブロックとして構成してもよい。
【０１８３】
例えば、全ての機器に鍵ブロックＮｏ．Ｎとの認証可能な記録デバイス認証鍵用マスター
鍵ＭＫａｋｅを格納することで、記録再生器３００の機種別、アプリケーション毎、仕向
け国毎等に無関係に流通可能なコンテンツとして扱うことができる。例えば、鍵ブロック
Ｎｏ．Ｎに格納された保存鍵でメモリカードに格納された暗号化コンテンツは、すべての
機器において利用可能なコンテンツとなる。例えば、音楽データ等を共通に利用可能な鍵
ブロックの保存鍵で暗号化してメモリカードに記憶し、このメモリカードを、やはり共通
の記録デバイス認証鍵用マスター鍵ＭＫａｋｅを格納した例えば携帯型の音声再生機器等
にセットすることで、メモリカードからのデータの復号再生処理を可能とすることができ
る。
【０１８４】
本発明のデータ処理装置における複数の鍵ブロックを有する記録デバイスの利用例を図２
１に示す。記録再生器２１０１は日本向け製品の記録再生器であり、記録デバイスの鍵ブ
ロックのＮｏ．１，４との間での認証処理が成立するマスター鍵を持っている。記録再生
器２１０２はＵＳ向け製品の記録再生器であり、記録デバイスの鍵ブロックのＮｏ．２，
４との間での認証処理が成立するマスター鍵を持っている。記録再生器２１０３はＥＵ向
け製品の記録再生器であり、記録デバイスの鍵ブロックのＮｏ．３，４との間での認証処
理が成立するマスター鍵を持っている。
【０１８５】
例えば記録再生器２１０１は、記録デバイスＡ，２１０４の鍵ブロック１または鍵ブロッ
ク４との間で認証が成立し、それぞれの鍵ブロックに格納された保存鍵を介した暗号処理
を施したコンテンツが外部メモリに格納される。記録再生器２１０２は、記録デバイスＢ
，２１０５の鍵ブロック２または鍵ブロック４との間で認証が成立し、それぞれの鍵ブロ
ックに格納された保存鍵を介した暗号処理を施したコンテンツが外部メモリに格納される
。記録再生器２１０３は、記録デバイスＣ，２１０６の鍵ブロック３または鍵ブロック４
との間で認証が成立し、それぞれの鍵ブロックに格納された保存鍵を介した暗号処理を施
したコンテンツが外部メモリに格納される。ここで、記録デバイスＡ，２１０４を記録再
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生器２１０２、または記録再生器２１０３に装着した場合、鍵ブロック１の保存鍵で暗号
処理がなされたコンテンツは、記録再生器２１０２、記録再生器２１０３と鍵ブロック１
との間での認証が成立しないので利用不可能となる。一方、鍵ブロック４の保存鍵で暗号
処理がなされたコンテンツは、記録再生器２１０２、記録再生器２１０３と鍵ブロック４
との間での認証が成立するので利用可能となる。
【０１８６】
上述のように、本発明のデータ処理装置においては、記録デバイスに複数の異なる鍵セッ
トからなる鍵ブロックを構成し、一方、記録再生機器には、特定の鍵ブロックに対する認
証可能なマスター鍵を格納する構成としたので、様々な利用態様に応じたコンテンツの利
用制限を設定することが可能となる。
【０１８７】
なお、１つの記録再生機器において指定可能な鍵ブロックを複数、例えば１～ｋとし、他
の記録再生器において指定可能な鍵ブロックをｐ～ｑのように複数とすることも可能であ
り、また、共通に利用可能な鍵ブロックを複数設ける構成としてもよい。
【０１８８】
（７）記録再生器から記録デバイスへのダウンロード処理
次に、本発明のデータ処理装置において、記録再生器３００から記録デバイス４００の外
部メモリにコンテンツをダウンロードする処理について説明する。
【０１８９】
図２２は、記録再生器３００から記録デバイス４００へコンテンツをダウンロードする手
順を説明する流れ図である。なお、図２２においては、既に記録再生器３００と記録デバ
イス４００との間で上述した相互認証処理が完了しているものとする。
【０１９０】
ステップＳ５１において、記録再生器３００の制御部３０１は、読み取り部３０４を使っ
てコンテンツを格納したメディア５００から所定のフォーマットに従ったデータを読み出
すか、通信部３０５を使って通信手段６００から所定のフォーマットに従ってデータを受
信する。そして、記録再生器３００の制御部３０１は、データの内のヘッダ（Header）部
分（図４参照）を記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に送信する。
【０１９１】
次に、ステップＳ５２において、ステップＳ５１でヘッダ（Header）を受信した記録再生
器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３
０８にチェック値Ａを計算させる。チェック値Ａは、図２３に示すように、記録再生器暗
号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェック値Ａ生成鍵Ｋｉｃｖａを鍵
とし、識別情報（Content ID）と取扱方針（Usage Policy）をメッセージとして図７で説
明したＩＣＶ計算方法に従って計算される。なお、初期値は、ＩＶ＝０としても、記録再
生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７にチェック値Ａ生成用初期値ＩＶａを保存して
おき、それを使用してもよい。最後に、チェック値Ａとヘッダ（Header）内に格納された
チェック値：ＩＣＶａを比較し、一致していた場合にはステップＳ５３へ進む。
【０１９２】
先に図４において説明したようにチェック値Ａ，ＩＣＶａは、識別情報、取扱方針の改竄
を検証するためのチェック値である。記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に
保存されているチェック値Ａ生成鍵Ｋｉｃｖａを鍵とし、識別情報（Content ID）と取扱
方針（Usage Policy）をメッセージとして図７で説明したＩＣＶ計算方法に従って計算さ
れるチェック値Ａが、ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶａと一致した
場合には、識別情報、取扱方針の改竄はないと判断される。
【０１９３】
次に、ステップＳ５３において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、配送鍵
Ｋｄｉｓの生成を記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に行わせる。配送
鍵Ｋｄｉｓの生成方法としては、例えば次のように生成する。
【０１９４】
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【数４】

【０１９５】
ここで、ＭＫｄｉｓは、配送鍵Ｋｄｉｓを生成するための配送鍵用マスター鍵であり、こ
れは、前述したように記録再生器３００の内部メモリに格納されている鍵である。またＣ
ｏｎｔｅｎｔ　ＩＤはコンテンツデータのヘッダ部の識別情報であり、さらにＩＶｄｉｓ
は、配送鍵用初期値である。また、上記式において、ＤＥＳ（）は、第1引数を暗号鍵と
して、第２引数の値を暗号化する関数であり、演算＾は６４ビット単位の排他的論理和を
示す。
【０１９６】
ステップＳ５４において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗
号処理部３０２の暗号／復号化部３０８を使って、ステップＳ５３で生成した配送鍵Ｋｄ
ｉｓを用いて、読み取り部３０４を介して受信したメディア５００、または、通信部３０
５を介して通信手段６００から受信したデータのヘッダ部に格納されたブロック情報鍵Ｋ
ｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ（図４参照）の復号化処理を行う。図４に示されるように
これらブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎは、ＤＶＤ，ＣＤ等のメディア、
あるいはインターネット等の通信路上では、配送鍵Ｋｄｉｓによって予め暗号化処理が施
されている。
【０１９７】
さらに、ステップＳ５５において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録
再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８を使って、ステップＳ５４で復号化した
ブロック情報鍵Ｋｂｉｔでブロック情報（ＢＩＴ）を復号化する。図４に示されるように
ブロック情報（ＢＩＴ）は、ＤＶＤ，ＣＤ等のメディア、あるいはインターネット等の通
信路上では、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔによって予め暗号化処理が施されている。
【０１９８】
さらに、ステップＳ５６において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、ブロ
ック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報（ＢＩＴ）を８バイト単
位に分割し、それら全てを排他的論理和する（加算、減算等、いずれの演算でもよい）。
次に、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗
号／復号化部３０８にチェック値Ｂ（ＩＣＶｂ）を計算させる。チェック値Ｂは、図２４
に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェッ
ク値Ｂ生成鍵Ｋｉｃｖｂを鍵とし、先ほど計算した排他的論理和値をＤＥＳで暗号化して
生成する。最後に、チェック値ＢとHeader内のＩＣＶｂを比較し、一致していた場合には
ステップＳ５７へ進む。
【０１９９】
先に図４において説明したように、チェック値Ｂ，ＩＣＶｂは、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ
、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情報（ＢＩＴ）の改竄を検証するためのチェック値で
ある。記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェック値Ｂ生
成鍵Ｋｉｃｖｂを鍵とし、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロッ
ク情報（ＢＩＴ）を８バイト単位に分割し排他的論理和して得られる値をＤＥＳで暗号化
して生成したチェック値Ｂが、ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶｂと
一致した場合には、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情報の改
竄はないと判断される。
【０２００】
ステップＳ５７において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗
号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に中間チェック値の計算をさせる。中間チェック
値は、図２５に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存され
ている総チェック値生成鍵Ｋｉｃｖｔを鍵とし、検証したヘッダ（Header）内のチェック
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値Ａ、チェック値Ｂ、保持しておいた全てのコンテンツチェック値をメッセージとして図
７で説明したＩＣＶ計算方法に従って計算する。なお、初期値ＩＶ=0としても、記録再生
器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に総チェック値生成用初期値ＩＶｔを保存してお
き、それを使用してもよい。また、生成した中間チェック値は、必要に応じて記録再生器
３００の記録再生器暗号処理部３０２に保持しておく。
【０２０１】
この中間チェック値は、チェック値Ａ、チェック値Ｂ、全てのコンテンツチェック値をメ
ッセージとして生成されるものであり、これらの各チェック値の検証対象となっているデ
ータについての検証を中間チェック値の照合処理によって行なってもよい。しかし、本実
施例においては、システム全体の共有データとしての非改竄性検証処理と、ダウンロード
処理後に各記録再生機器３００のみが占有する占有データとして識別するための検証処理
を区別して実行可能とするために、中間チェック値からさらに複数の異なるチェック値、
すなわち総チェック値ＩＣＶｔと、記録再生器固有チェック値ＩＣＶｄｅｖとを別々に、
中間チェック値に基づいて生成可能としている。これらのチェック値については後段で説
明する。
【０２０２】
記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復
号化部３０８に総チェック値ＩＣＶｔの計算をさせる。総チェック値ＩＣＶｔは、図２５
に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているシステ
ム署名鍵Ｋｓｙｓを鍵とし、中間チェック値をＤＥＳで暗号化して生成する。最後に、生
成した総チェック値ＩＣＶｔとステップＳ５１で保存しておいたHeader内のＩＣＶｔを比
較し、一致していた場合には、ステップＳ５８へ進む。システム署名鍵Ｋｓｙｓは、複数
の記録再生器、すなわちある一定のデータの記録再生処理を実行するシステム集合全体に
おいて共通する署名鍵である。
【０２０３】
先に図４において説明したように、総チェック値ＩＣＶｔは、ＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、各コ
ンテンツブロックのチェック値全ての改竄を検証するためのチェック値である。従って、
上述の処理によって生成された総チェック値がヘッダ（Header）内に格納されたチェック
値：ＩＣＶｔと一致した場合には、ＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、各コンテンツブロックのチェッ
ク値全ての改竄はないと判断される。
【０２０４】
次に、ステップＳ５８において、記録再生器３００の制御部３０１は、ブロック情報（Ｂ
ＩＴ）内のコンテンツブロック情報を取り出し、コンテンツブロックが検証対象になって
いるかいないか調べる。コンテンツブロックが検証対象になっている場合には、ヘッダ中
のブロック情報中にコンテンツチェック値が格納されている。
【０２０５】
コンテンツブロックが検証対象になっていた場合には、該当するコンテンツブロックを、
記録再生器３００の読み取り部３０４を使ってメディア５００から読み出すか、記録再生
器３００の通信部３０５を使って通信手段６００から受信し、記録再生器３００の記録再
生器暗号処理部３０２へ送信する。これを受信した記録再生器暗号処理部３０２の制御部
３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８にコンテンツ中間値を計
算させる。
【０２０６】
コンテンツ中間値は、ステップＳ５４で復号化したコンテンツ鍵Ｋｃｏｎで、入力された
コンテンツブロックをＤＥＳのＣＢＣモードで復号化し、その結果を８バイトごとに区切
り、全て排他的論理和（加算、減算等、いずれの演算でもよい）して生成する。
【０２０７】
次に、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗
号／復号化部３０８にコンテンツチェック値の計算をさせる。コンテンツチェック値は、
記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているコンテンツチェック値
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生成鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とし、コンテンツ中間値をＤＥＳで暗号化して生成する。そして、
記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、当該コンテンツチェック値と、ステップ
Ｓ５１で記録再生器３００の制御部３０１から受信したコンテンツブロック内のＩＣＶを
比較し、その結果を記録再生器３００の制御部３０１に渡す。これを受信した記録再生器
３００の制御部３０１は、検証に成功していた場合、次の検証対象コンテンツブロックを
取り出して記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に検証させ、全てのコンテン
ツブロックを検証するまで同様の検証処理を繰り返す。なお、Ｈｅａｄｅｒ生成側と合わ
せておけば、ＩＶ＝０としても、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７にコン
テンツチェック値生成用初期値ＩＶｃを保存しておき、それを使用してもよい。また、チ
ェックした全てのコンテンツチェック値は、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３
０２に保持しておく。さらにまた、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、
検証対象のコンテンツブロックの検証順序を監視し、順序が間違っていたり、同一のコン
テンツブロックを２回以上検証させられたりした場合には、認証に失敗したものとする。
そして、全ての検証が成功した場合には、ステップＳ５９へ進む。
【０２０８】
次に、ステップＳ５９において、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、ス
テップＳ５４で復号化しておいたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを、記
録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に、相互認証の際に共有しておいたセ
ッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化させる。記録再生器３００の制御部３０１は、セッション鍵
Ｋｓｅｓで暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを記録再生器３
００の記録再生器暗号処理部３０２から読み出し、これらのデータを記録再生器３００の
記録デバイスコントローラ３０３を介して記録デバイス４００に送信する。
【０２０９】
次に、ステップＳ６０において、記録再生器３００から送信されてきたブロック情報鍵Ｋ
ｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを受信した記録デバイス４００は、受信したデータを記録
デバイス暗号処理部４０１の暗号／復号化部４０６に、相互認証の際に共有しておいたセ
ッション鍵Ｋｓｅｓで復号化させ、記録デバイス暗号処理部４０１の内部メモリ４０５に
保存してある記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで再暗号化させる。最後に、記録再生器
３００の制御部３０１は、記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介し、
記録デバイス４００から保存鍵Ｋｓｔｒで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコン
テンツ鍵Ｋｃｏｎを読み出す。そして、これらの鍵を、配送鍵Ｋｄｉｓで暗号化されたブ
ロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎに置き換える。
【０２１０】
ステップＳ６１において、記録再生器３００の制御部３０１は、データのヘッダ部の取扱
方針（Usage Policy）から利用制限情報を取り出し、ダウンロードしたコンテンツが当該
記録再生器３００のみで利用できる（この場合、利用制限情報が１に設定）か、別の同様
な記録再生器３００でも利用できる（この場合、利用制限情報が０に設定）か判定する。
判定の結果、利用制限情報が１であった場合には、ステップＳ６２に進む。
【０２１１】
ステップＳ６２において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器固有のチェッ
ク値を記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に計算させる。記録再生器固有の
チェック値は、図２５に示すように記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保
存されている記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを鍵とし、ステップＳ５８で保持しておいた中間
チェック値をＤＥＳで暗号化して生成する。計算された記録再生器固有のチェック値ＩＣ
Ｖｄｅｖは、総チェック値ＩＣＶｔの代わりに上書きされる。
【０２１２】
先に説明したように、システム署名鍵Ｋｓｙｓは、配信システムに共通の署名またはＩＣ
Ｖをつけるために使用するシステム署名鍵であり、また、記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖは、
記録再生器毎に異なり、記録再生器が署名またはＩＣＶをつけるために使用する記録再生
器署名鍵である。すなわち、システム署名鍵Ｋｓｙｓによって署名されたデータは、同じ
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システム署名鍵を有するシステム（記録再生器）によってチェックが成功、すなわち総チ
ェック値ＩＣＶｔが一致することになるので、共通に利用可能となるが、記録再生器署名
鍵Ｋｄｅｖを用いて署名された場合には、記録再生器署名鍵はその記録再生器に固有の鍵
であるので、記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを用いて署名されたデータ、すなわち、署名後、
記録デバイスに格納されたデータは、他の記録再生器に、その記録デバイスを装着して再
生しようとした場合、記録再生器固有のチェック値ＩＣＶｄｅｖが不一致となり、エラー
となるので再生できないことになる。
【０２１３】
従って、本発明のデータ処理装置においては、利用制限情報の設定によって、システムに
共通に使用できるコンテンツ、記録再生器固有に利用できるコンテンツを自在に設定する
ことが可能となる。
【０２１４】
ステップＳ６３において、記録再生器３００の制御部３０１は、コンテンツを記録デバイ
ス４００の外部メモリ４０２に保存する。
【０２１５】
図２６は、利用制限情報が０の場合における記録デバイス内のコンテンツ状況を示す図で
ある。図２７は、利用制限情報が１の場合における記録デバイス内のコンテンツ状況を示
す図である。図２６が図４と異なる点は、コンテンツブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテン
ツ鍵Ｋｃｏｎが配送鍵Ｋｄｉｓで暗号化されているか、保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されてい
るかだけである。また、図２７が図２６と異なる点は、中間チェック値から計算されるチ
ェック値が、図２６ではシステム署名鍵Ｋｓｙｓで暗号化されているのに対し、図２７で
は記録再生器固有の記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖで暗号化されていることである。
【０２１６】
なお、図２２の処理フローにおいて、ステップＳ５２でチェック値Ａの検証に失敗した場
合、ステップＳ５６でチェック値Ｂの検証に失敗した場合、ステップＳ５７で総チェック
値ＩＣＶｔの検証に失敗した場合、ステップＳ５８で各コンテンツブロックのコンテンツ
チェック値の検証に失敗した場合には、ステップＳ６４に進み、所定のエラー表示を行う
。
【０２１７】
また、ステップＳ６１で利用制限情報が０であった場合には、ステップＳ６２をスキップ
してステップＳ６３へ進む。
【０２１８】
（８）記録デバイス格納情報の記録再生器での再生処理
次に記録デバイス４００の外部メモリ４０２に格納されたコンテンツ情報の記録再生器３
００での再生処理について説明する。
【０２１９】
図２８は、記録再生器３００が記録デバイス４００からコンテンツを読み出し、コンテン
ツを利用する手順を説明する流れ図である。なお、図２８においても、既に記録再生器３
００と記録デバイス４００との間で相互認証が完了しているものとする。
【０２２０】
ステップＳ７１において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録デバイスコントロー
ラ３０３を使って記録デバイス４００の外部メモリ４０２からコンテンツを読み出す。そ
して、記録再生器３００の制御部３０１は、データの内のヘッダ（Header）部分を記録再
生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に送信する。ステップＳ７２は、「（７）記録
再生器から記録デバイスへのダウンロード処理」において説明したステップＳ５２と同様
の処理であり、ヘッダ（Header）を受信した記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６
が、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８にチェック値Ａを計算させる処
理である。チェック値Ａは、先に説明した図２３に示すように記録再生器暗号処理部３０
２の内部メモリ３０７に保存されているチェック値A生成鍵Ｋｉｃｖａを鍵とし、識別情
報（Content ID）と取扱方針（Usage Policy）をメッセージとして図７で説明したと同様
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のＩＣＶ計算方法に従って計算される。
【０２２１】
先に説明したようにチェック値Ａ，ＩＣＶａは、識別情報、取扱方針の改竄を検証するた
めのチェック値である。記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されてい
るチェック値Ａ生成鍵Ｋｉｃｖａを鍵とし、識別情報（Content ID）と取扱方針（Usage 
Policy）をメッセージとして図７で説明したICV計算方法に従って計算されるチェック値
Ａが、ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶａと一致した場合には、記録
デバイス４００に格納された識別情報、取扱方針の改竄はないと判断される。
【０２２２】
次に、ステップＳ７３において、記録再生器３００の制御部３０１は、読み出したヘッダ
（Header）部分からブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを取り出し、記録再
生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介して記録デバイス４００に送信する。
記録再生器３００から送信されてきたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを
受信した記録デバイス４００は、受信したデータを記録デバイス暗号処理部４０１の暗号
／復号化部４０６に、記録デバイス暗号処理部４０１の内部メモリ４０５に保存してある
記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで復号化処理させ、相互認証の際に共有しておいたセ
ッション鍵Ｋｓｅｓで再暗号化させる。そして、記録再生器３００の制御部３０１は、記
録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介し、記録デバイス４００からセッ
ション鍵Ｋｓｅｓで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを読
み出す。
【０２２３】
次に、ステップＳ７４において、記録再生器３００の制御部３０１は、受信したセッショ
ン鍵Ｋｓｅｓで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを記録再
生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に送信する。
【０２２４】
セッション鍵Ｋｓｅｓで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ
を受信した記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、記録再生器暗号処理部３
０２の暗号／復号化部３０８に、セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化されたブロック情報鍵Ｋ
ｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを、相互認証の際に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓ
で復号化させる。そして、復号化したブロック情報鍵Ｋｂｉｔで、ステップＳ７１で受信
しておいたブロック情報を復号化させる。
【０２２５】
なお、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、復号化したブロック情報鍵Ｋ
ｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報ＢＩＴを、ステップＳ７１で受信して
おいたブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報ＢＩＴに置き
換えて保持しておく。また、記録再生器３００の制御部３０１は、復号化されたブロック
情報ＢＩＴを記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２から読み出しておく。
【０２２６】
ステップＳ７５は、「（７）記録再生器から記録デバイスへのダウンロード処理」におい
て説明したステップＳ５６と同様の処理である。記録再生器暗号処理部３０２の制御部３
０６が、記録デバイス４００から読み出したブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃ
ｏｎおよびブロック情報（ＢＩＴ）を８バイト単位に分割し、それら全てを排他的論理和
する。次に、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗号処理部３０
２の暗号／復号化部３０８にチェック値Ｂ（ＩＣＶｂ）を計算させる。チェック値Ｂは、
先に説明した図２４に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保
存されているチェック値Ｂ生成鍵Ｋｉｃｖｂを鍵とし、先ほど計算した排他的論理和値を
ＤＥＳで暗号化して生成する。最後に、チェック値ＢとHeader内のＩＣＶｂを比較し、一
致していた場合にはステップＳ７６へ進む。
【０２２７】
先に説明したように、チェック値Ｂ，ＩＣＶｂは、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ
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鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情報の改竄を検証するためのチェック値である。記録再生器暗号処
理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェック値Ｂ生成鍵Ｋｉｃｖｂを鍵とし
、記録デバイス４００から読み出したブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎお
よびブロック情報（ＢＩＴ）を８バイト単位に分割し排他的論理和して得られる値をＤＥ
Ｓで暗号化して生成したチェック値Ｂが、記録デバイス４００から読み出したデータ中の
ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶｂと一致した場合には、記録デバイ
ス４００に格納されたデータのブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロッ
ク情報の改竄はないと判断される。
【０２２８】
ステップＳ７６において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗
号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に中間チェック値の計算をさせる。中間チェック
値は、先に説明した図２５に示すように記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７
に保存されている総チェック値生成鍵Ｋｉｃｖｔを鍵とし、検証したヘッダ（Header）内
のチェック値Ａ、チェック値Ｂ、保持しておいた全てのコンテンツチェック値をメッセー
ジとして図７他で説明したＩＣＶ計算方法に従って計算する。なお、初期値はＩＶ＝０と
しても、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に総チェック値生成用初期値に
ＩＶｔを保存しておき、それを使用してもよい。また、生成した中間チェック値は、必要
に応じて記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に保持しておく。
【０２２９】
次に、ステップＳ７７において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録デバイス４０
０の外部メモリ４０２から読み出したデータのヘッダ部に含まれる取扱方針（Usage Poli
cy）から利用制限情報を取り出し、ダウンロードしたコンテンツが当該記録再生器３００
のみで利用できる（利用制限情報が１）か、別の同様な記録再生器３００でも利用できる
（利用制限情報が０）か判定する。判定の結果、利用制限情報が１、すなわちダウンロー
ドしたコンテンツが当該記録再生器３００のみで利用できる利用制限が設定されている場
合には、ステップＳ８０に進み、利用制限情報が０、すなわち別の同様な記録再生器３０
０でも利用できる設定であった場合には、ステップＳ７８に進む。なお、ステップＳ７７
の処理は、暗号処理部３０２が行なってもよい。
【０２３０】
ステップＳ７８においては、（７）記録再生器から記録デバイスへのダウンロード処理に
おいて説明したステップＳ５８と同様の総チェック値ＩＣＶｔの計算が実行される。すな
わち、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗
号／復号化部３０８に総チェック値ＩＣＶｔの計算をさせる。総チェック値ＩＣＶｔは、
先に説明した図２５に示すように記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存
されているシステム署名鍵Ｋｓｙｓを鍵とし、中間チェック値をＤＥＳで暗号化して生成
する。
【０２３１】
次に、ステップＳ７９に進み、ステップＳ７８において生成した総チェック値ＩＣＶｔと
ステップＳ７１で保存しておいたヘッダ（Header）内のＩＣＶｔを比較し、一致していた
場合には、ステップＳ８２へ進む。
【０２３２】
先に説明したように、総チェック値ＩＣＶｔは、ＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、各コンテンツブロ
ックのチェック値全ての改竄を検証するためのチェック値である。従って、上述の処理に
よって生成された総チェック値がヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶｔ
と一致した場合には、記録デバイス４００に格納されたデータにおいて、ＩＣＶａ、ＩＣ
Ｖｂ、各コンテンツブロックのチェック値全ての改竄はないと判断される。
【０２３３】
ステップＳ７７での判定において、ダウンロードしたコンテンツが当該記録再生器３００
のみで利用できる設定であった場合、すなわち設定情報が１であった場合は、ステップＳ
８０に進む。
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【０２３４】
ステップＳ８０において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗
号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に、記録再生器固有のチェック値ＩＣＶｄｅｖの
計算をさせる。記録再生器固有のチェック値ＩＣＶｄｅｖは、先に説明した図２５に示す
ように記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されている記録再生器固有
の記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを鍵とし、中間チェック値をＤＥＳで暗号化して生成する。
ステップＳ８１において、ステップＳ８０で計算した記録再生器固有のチェック値ＩＣＶ
ｄｅｖとステップＳ７１で保存しておいたHeader内のＩＣＶｄｅｖを比較し、一致してい
た場合には、ステップＳ８２へ進む。
【０２３５】
このように、システム署名鍵Ｋｓｙｓによって署名されたデータは、同じシステム署名鍵
を有するシステム（記録再生器）によってチェックが成功、すなわち総チェック値ＩＣＶ
ｔが一致することになるので共通に利用可能となり、記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを用いて
署名された場合には、記録再生器署名鍵はその記録再生器に固有の鍵であるので、記録再
生器署名鍵Ｋｄｅｖを用いて署名されたデータ、すなわち、署名後、記録デバイスに格納
されたデータは、他の記録再生器に、その記録デバイスを装着して再生しようとした場合
、記録再生器固有のチェック値ＩＣＶｄｅｖが不一致となり、エラーとなるので再生でき
ないことになる。従って、利用制限情報の設定によって、システムに共通に使用できるコ
ンテンツ、記録再生器固有に利用できるコンテンツを自在に設定することが可能となる。
【０２３６】
ステップＳ８２において、記録再生器３００の制御部３０１は、ステップＳ７４で読み出
しておいたブロック情報ＢＩＴ内のコンテンツブロック情報を取り出し、コンテンツブロ
ックが暗号化対象になっているかいないか調べる。暗号化対象になっていた場合には、該
当するコンテンツブロックを、記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介
し、記録デバイス４００の外部メモリ４０２から読み出し、記録再生器３００の記録再生
器暗号処理部３０２へ送信する。これを受信した記録再生器暗号処理部３０２の制御部３
０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８にコンテンツを復号化させ
るとともに、コンテンツブロックが検証対象になっている場合には次のステップＳ８３に
おいてコンテンツチェック値を検証させる。
【０２３７】
ステップＳ８３は、「（７）記録再生器から記録デバイスへのダウンロード処理」におい
て説明したステップＳ５８と同様の処理である。記録再生器３００の制御部３０１は、ブ
ロック情報（ＢＩＴ）内のコンテンツブロック情報を取り出し、コンテンツブロックが検
証対象になっているかいないかをコンテンツチェック値の格納状況から判定し、コンテン
ツブロックが検証対象になっていた場合には、該当するコンテンツブロックを、記録デバ
イス４００の外部メモリ４０２から受信し、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３
０２へ送信する。これを受信した記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再
生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８にコンテンツ中間値を計算させる。
【０２３８】
コンテンツ中間値は、ステップＳ７４で復号化したコンテンツ鍵Ｋｃｏｎで、入力された
コンテンツブロックをＤＥＳのＣＢＣモードで復号化し、その結果を８バイトに区切り全
て排他的論理和して生成する。
【０２３９】
次に、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗
号／復号化部３０８にコンテンツチェック値の計算をさせる。コンテンツチェック値は、
記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているコンテンツチェック値
生成鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とし、コンテンツ中間値をＤＥＳで暗号化して生成する。そして、
記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、当該コンテンツチェック値と、ステップ
Ｓ７１で記録再生器３００の制御部３０１から受信したコンテンツブロック内のＩＣＶを
比較し、その結果を記録再生器３００の制御部３０１に渡す。これを受信した記録再生器



(38) JP 4524829 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

３００の制御部３０１は、検証に成功していた場合、次の検証対象コンテンツブロックを
取り出して記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に検証させ、全てのコンテン
ツブロックを検証するまで同様の検証処理を繰り返す。なお、初期値はＩＶ＝０としても
、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７にコンテンツチェック値生成用初期値
ＩＶｃを保存しておき、それを使用してもよい。また、チェックした全てのコンテンツチ
ェック値は、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に保持しておく。さらにま
た、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、検証対象のコンテンツブロック
の検証順序を監視し、順序が間違っていたり、同一のコンテンツブロックを2回以上検証
させられたりした場合には、認証に失敗したものとする。
【０２４０】
記録再生器３００の制御部３０１は、当該コンテンツチェック値の比較結果（検証対象に
なっていない場合、比較結果は全て成功とする）を受信し、検証に成功していた場合には
、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２から復号化されたコンテンツを取り出
す。そして、次の復号化対象コンテンツブロックを取り出して記録再生器３００の記録再
生器暗号処理部３０２に復号化させ、全てのコンテンツブロックを復号化するまで繰り返
す。
【０２４１】
なお、ステップＳ８３において、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、コ
ンテンツチェック値の検証処理において不一致となった場合には、検証失敗としてその時
点で処理を中止し、残るコンテンツの復号化は行わない。また、記録再生器３００の記録
再生器暗号処理部３０２は、復号化対象のコンテンツブロックの復号化順序を監視し、順
序が間違っていたり、同一のコンテンツブロックを２回以上復号化させられたりした場合
には、復号化に失敗したものとする。
【０２４２】
なお、ステップＳ７２でチェック値Ａの検証に失敗した場合、ステップＳ７５でチェック
値Ｂの検証に失敗した場合、ステップＳ７９で総チェック値ＩＣＶｔの検証に失敗した場
合、ステップＳ８１で記録再生器固有のチェック値ＩＣＶｄｅｖの検証に失敗した場合に
は、ステップＳ８３で各コンテンツブロックのコンテンツチェック値の検証に失敗した場
合、ステップＳ８４に進み、所定のエラー表示を行う。
【０２４３】
以上説明してきたように、コンテンツをダウンロードしたり、利用したりする際に、重要
なデータやコンテンツを暗号化しておいて隠蔽化したり、改竄検証ができるだけでなく、
ブロック情報ＢＩＴを復号化するためのブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツを復号化す
るためのコンテンツ鍵Ｋｃｏｎが記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで保存されているた
め、単純に記録メディア上のデータを別の記録メディアに複製したとしても、コンテンツ
を正しく復号化することができなくすることができる。より具体的には、例えば図２８の
ステップＳ７４において、記録デバイス毎に異なる保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されたデータ
を復号化するため、別の記録デバイスではデータを正しく復号化できない構成を持つから
である。
【０２４４】
（９）相互認証後の鍵交換処理
本発明のデータ処理装置における特徴の１つに、上述した記録再生器３００と記録デバイ
ス４００との間で実行される相互認証処理の後においてのみ、記録デバイスの利用を可能
とし、また、その利用態様を制限した点がある。
【０２４５】
例えば、不正な複製等によってコンテンツを格納したメモリカード等の記録デバイスを生
成し、これを記録再生器にセットして利用されることを排除するために、記録再生器３０
０と、記録デバイス４００間での相互認証処理を実行し、かつ認証ＯＫとなったことを条
件として、コンテンツ（暗号化された）の記録再生器３００および記録デバイス４００間
での転送を可能としている。
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【０２４６】
上記の制限的処理を実現するために、本発明のデータ処理装置においては、記録デバイス
４００の暗号処理部４０１での処理は、すべて、予め設定されたコマンド列に基づいて実
行される構成となっている。すなわち、記録デバイスは、コマンド番号に基づくコマンド
を順次レジスタから取り出して実行するコマンド処理構成を持つ。この記録デバイスでの
コマンド処理構成を説明する図を図２９に示す。
【０２４７】
図２９に示すように記録再生器暗号処理部３０２を有する記録再生器３００と記録デバイ
ス暗号処理部４０１を有する記録デバイス４００間においては、記録再生器３００の制御
部３０１の制御のもとに記録デバイスコントローラ３０３から記録デバイス４００の通信
部(受信レジスタを含む)４０４に対してコマンド番号（Ｎｏ．）が出力される。
【０２４８】
記録デバイス４００は、暗号処理部４０１内の制御部４０３にコマンド番号管理部２２０
１を有する。コマンド番号管理部２９０１は、コマンドレジスタ２９０２を保持しており
、記録再生器３００から出力されるコマンド番号に対応するコマンド列を格納している。
コマンド列は、図２９の右に示すようにコマンド番号０からｙまで順次、コマンド番号に
対して実行コマンドが対応付けされている。コマンド番号管理部２９０１は、記録再生器
３００から出力されるコマンド番号を監視し、対応するコマンドをコマンドレジスタ２９
０２から取り出して実行する。
【０２４９】
コマンドレジスタ２９０２に格納されたコマンドシーケンスは、図２９の右に示すように
、認証処理シーケンスに関するコマンド列が先行するコマンド番号０～ｋに対応付けられ
ている。さらに、認証処理シーケンスに関するコマンド列の後のコマンド番号ｐ～ｓに復
号、鍵交換、暗号処理コマンドシーケンス１、さらに、後続するコマンド番号ｕ～ｙに復
号、鍵交換、暗号処理コマンドシーケンス２が対応付けされている。
【０２５０】
先に図２０の認証処理フローにおいて説明したように、記録デバイス４００が記録再生器
３００に装着されると、記録再生器３００の制御部３０１は、記録デバイスコントローラ
３０３を介して記録デバイス４００に初期化命令を送信する。これを受信した記録デバイ
ス４００は、記録デバイス暗号処理部４０１の制御部４０３において、通信部４０４を介
して命令を受信し、認証フラグ２９０３をクリアする。すなわち未認証状態に設定する。
または、記録再生器３００から記録デバイス４００に電源が供給される様な場合には、パ
ワーオン時に未承認状態としてセットを行なう方式でもよい。
【０２５１】
次に、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器暗号処理部３０２に初期化命令を
送信する。このとき、記録デバイス挿入口番号も併せて送信する。記録デバイス挿入口番
号を送信することにより、記録再生器３００に複数の記録デバイスが接続された場合であ
っても同時に複数の記録デバイス４００との認証処理、およびデータ送受信が可能となる
。
【０２５２】
初期化命令を受信した記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、記録再生器暗
号処理部３０２の制御部において、記録デバイス挿入口番号に対応する認証フラグ２９０
４をクリアする。すなわち未認証状態に設定する。
【０２５３】
これらの初期化処理が完了すると、記録再生器３００の制御部３０１は、記録デバイスコ
ントローラ３０３を介してコマンド番号０から順次コマンド番号を昇順に出力する。記録
デバイス４００のコマンド番号管理部２９０１は、記録再生器３００から入力されるコマ
ンド番号を監視し、０から順次入力されることを確認して、対応するコマンドをコマンド
レジスタ２９０２から取り出して認証処理等各種処理を実行する。入力されるコマンド番
号が規定の順でなかった場合には、エラーとし、コマンド番号受付値を初期状態、すなわ
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ち実行可能コマンド番号＝０にリセットする。
【０２５４】
図２９に示すようにコマンドレジスタ２９０２に格納されたコマンドシーケンスは、認証
処理を先行して処理するようにコマンド番号が付与されており、その後の処理に復号、鍵
交換、暗号化処理の処理シーケンスが格納されている。
【０２５５】
復号、鍵交換、暗号化処理の処理シーケンスの具体例を図３０，３１を用いて説明する。
【０２５６】
図３０は、先に図２２において説明した記録再生器３００から記録デバイス４００へのコ
ンテンツのダウンロード処理において実行される処理の一部を構成するものである。具体
的には図２２におけるステップＳ５９～Ｓ６０の間で実行される
【０２５７】
図３０において、ステップＳ３００１は、記録再生器からセッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化
されたデータ（ｅｘ．ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）を記録デバイス
が受信する処理であり、その後、前述の図２９で示したコマンド列ｐ～ｓが開始される。
コマンド列ｐ～ｓは認証処理コマンド０～ｋが完了し、図２９に示す認証フラグ２９０３
，２９０４に認証済みのフラグがセットされた後開始される。これは、コマンド番号管理
部２９０１がコマンド番号を０から昇順でのみ受け付けることによって保証される。
【０２５８】
ステップＳ３００２は、記録デバイスが記録再生器から受信したセッション鍵Ｋｓｅｓで
暗号化されたデータ（ｅｘ．ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ，コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）をレジス
タに格納する処理である。
【０２５９】
ステップＳ３００３は、セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化されたデータ（ｅｘ．ブロック情
報鍵Ｋｂｉｔ，コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）をレジスタから取り出してセッション鍵Ｋｓｅｓ
で復号する処理を実行するステップである。
【０２６０】
ステップＳ３００４は、セッション鍵Ｋｓｅｓで復号化されたデータ（ｅｘ．ブロック情
報鍵Ｋｂｉｔ，コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）を保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化する処理を実行するス
テップである。
【０２６１】
上記の処理ステップ３００２～３００４は、先の図２９で説明したコマンドレジスタ中の
コマンド番号ｐ～ｓに含まれる処理である。これらの処理は、記録デバイス４００のコマ
ンド番号管理部２９０１において記録再生器３００から受信するコマンド番号ｐ～ｓに従
って記録デバイス暗号処理部４０１が順次実行する。
【０２６２】
次のステップＳ３００５は、保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化したデータ（ｅｘ．ブロック情報鍵
Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）を記録デバイスの外部メモリに格納するステップであ
る。このステップにおいては、記録デバイス暗号処理部４０１から記録再生器３００が保
存鍵Ｋｓｔｒで暗号化したデータを読み出して、その後に記録デバイス４００の外部メモ
リ４０２に格納してもよい。
【０２６３】
上述のステップＳ３００２～Ｓ３００４は、連続して実行される割込み不可能な実行シー
ケンスであり、たとえば、ステップＳ３００３の復号処理終了時点で、記録再生器３００
からのデータ読み出し命令があったとしても、その読み出しコマンドは、コマンドレジス
タ２９０２のコマンド番号ｐ～ｓに設定された昇順のコマンド番号とは異なるため、コマ
ンド番号管理部２９０１は、読み出しの実行を受け付けない。従って、記録デバイス４０
０における鍵交換の際に発生する復号データを外部、例えば記録再生器３００から読み出
すことは不可能となり、鍵データ、コンテンツの不正な読み出しを防止できる。
【０２６４】
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図３１は、先に図２８において説明した記録デバイス４００からコンテンツを読み出して
記録再生器３００において再生するコンテンツ再生処理において実行される処理の一部を
構成するものである。具体的には図２８におけるステップＳ７３において実行される処理
である。
【０２６５】
図３１において、ステップＳ３１０１は、記録デバイス４００の外部メモリ４０２から保
存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されたデータ（ｅｘ．ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃ
ｏｎ）の読み出しを実行するステップである。
【０２６６】
ステップＳ３１０２は、記録デバイスのメモリから読み出した保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化さ
れたデータ（ｅｘ．ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）をレジスタに格納
するステップである。このステップにおいては、記録デバイス４００の外部メモリ４０２
から記録再生器３００が保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化したデータを読み出して、その後に記録
デバイス４００のレジスタに格納してもよい。
【０２６７】
ステップＳ３１０３は、保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されたデータ（ｅｘ．ブロック情報鍵Ｋ
ｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）をレジスタから取り出して保存鍵Ｋｓｔｒで復号処理す
るステップである。
【０２６８】
ステップＳ３１０４は、保存鍵Ｋｓｔｒで復号化されたデータ（ｅｘ．ブロック情報鍵Ｋ
ｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）をセッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化処理するステップであ
る。
【０２６９】
上記の処理ステップ３１０２～３１０４は、先の図２９で説明したコマンドレジスタ中の
コマンド番号ｕ～ｙに含まれる処理である。これらの処理は、記録デバイスのコマンド番
号管理部２９０１において記録再生器３００から受信するコマンド番号ｕ～ｙに従って記
録デバイス暗号処理部４０６が順次実行する。
【０２７０】
次のステップＳ３１０５は、セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化したデータ（ｅｘ．ブロック
情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ）を記録デバイスから記録再生器へ送信する処理
である。
【０２７１】
上述のステップＳ３１０２～Ｓ３１０４は、連続して実行される割込み不可能な実行シー
ケンスであり、たとえば、ステップＳ３１０３の復号処理終了時点で、記録再生器３００
からのデータ読み出し命令があったとしても、その読み出しコマンドは、コマンドレジス
タ２９０２のコマンド番号ｕ～ｙに設定された昇順のコマンド番号とは異なるため、コマ
ンド番号管理部２９０１は、読み出しの実行を受け付けない。従って、記録デバイス４０
０における鍵交換の際に発生する復号データを外部、例えば記録再生器３００から読み出
すことは不可能となり、鍵データあるいはコンテンツの不正な読み出しを防止できる。
【０２７２】
なお、図３０，３１に示す処理では、鍵交換によって復号、暗号化される対象が、ブロッ
ク情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎである例を示したが、これらの図２９に示した
コマンドレジスタ２９０２に格納されたコマンドシーケンスには、コンテンツ自体の鍵交
換を伴う復号、暗号化処理を含ませてもよく、鍵交換によって復号、暗号化される対象は
上述の例に限定されるものではない。
【０２７３】
以上、本発明のデータ処理装置における相互認証後の鍵交換処理について説明した。この
ように、本発明のデータ処理装置における鍵交換処理は、記録再生器と記録デバイス間で
の認証処理が終了した後においてのみ実行可能となり、さらに、鍵交換処理における復号
データの外部からのアクセスが防止可能な構成となっているので、コンテンツ、鍵データ
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の高度なセキュリティが確保される。
【０２７４】
（１０）複数のコンテンツデータフォーマットと、各フォーマットに対応するダウンロー
ドおよび再生処理
上述した実施例では、例えば図３に示すメディア５００あるいは通信手段６００における
データフォーマットが図４に示す１つの種類である場合について説明してきた。しかしな
がら、メディア５００あるいは、通信手段６００におけるデータフォーマットは、上述の
図４に示すフォーマットに限らず、コンテンツが音楽である場合、画像データである場合
、ゲーム等のプログラムである場合等、コンテンツに応じたデータフォーマットを採用す
ることが望ましい。以下、複数の異なるデータデータフォーマットと、各フォーマットに
対応する記録デバイスへのダウンロード処理および記録デバイスからの再生処理について
説明する。
【０２７５】
図３２～３５に４つの異なるデータフォーマットを示す。各図の左側には、図３に示すメ
ディア５００、または通信手段６００上におけるデータフォーマットを、また各図の右側
には記録デバイス４００の外部メモリ４０２に格納される場合のデータフォーマットを示
してある。先に、図３２～３５に示すデータフォーマットの概略を説明し、その後、各フ
ォーマットにおける各データの内容、および各フォーマットにおけるデータの差異につい
て説明する。
【０２７６】
図３２は、フォーマットタイプ０であり、上述の説明中で例として示したタイプと共通の
ものである。このフォーマットタイプ０の特徴は、データ全体を任意の大きさのＮ個のデ
ータブロック、すなわちブロック１～ブロックＮに分割し、各ブロックについて任意に暗
号化し、暗号化ブロックと非暗号化ブロック、すなわち平文ブロックを混在させてデータ
を構成できる点である。ブロックの暗号化は、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎによって実行されて
おり、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎは、メディア上では配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号化され、記
録デバイスにおける保存時には、記録デバイスの内部メモリに格納された保存鍵Ｋｓｔｒ
によって暗号化される。ブロック情報鍵Ｋｂｉｔについてもメディア上では配送鍵Ｋｄｉ
ｓによって暗号化され、記録デバイスにおける保存時には、記録デバイスの内部メモリに
格納された保存鍵Ｋｓｔｒによって暗号化される。これらの鍵交換は、前述の「（９）相
互認証後の鍵交換処理」において説明した処理にしたがって実行される。
【０２７７】
図３３は、フォーマットタイプ１であり、このフォーマットタイプ１は、フォーマットタ
イプ０と同様、データ全体をＮ個のデータブロック、すなわちブロック１～ブロックＮに
分割しているが、Ｎ個の各ブロックの大きさを同じ大きさとした点で前述のフォーマット
タイプ０と異なる。コンテンツ鍵Ｋｃｏｎによるブロックの暗号化処理態様は前述のフォ
ーマットタイプ０と同様である。また、メディア上で配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号化され
、記録デバイスにおける保存時には記録デバイスの内部メモリに格納された保存鍵Ｋｓｔ
ｒによって暗号化されるコンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報鍵Ｋｂｉｔ構成も上述
のフォーマットタイプ０と同様である。フォーマットタイプ１は、フォーマットタイプ０
と異なり、固定的なブロック構成としたことで、ブロック毎のデータ長等の構成データが
簡略化されるので、フォーマットタイプ０に比較してブロック情報のメモリサイズを減ら
すことが可能となる。
【０２７８】
図３３の構成例では、各ブロックを暗号化パートと非暗号化（平文）パートの１組によっ
て構成している。このようにブロックの長さ、構成が規則的であれば、復号処理等の際に
各ブロック長、ブロック構成を確認する必要がなくなるので効率的な復号、暗号処理が可
能となる。なお、フォーマット１においては、各ブロックを構成するパート、すなわち暗
号化パート、非暗号化（平文）パートは、各パート毎にチェック対象として定義可能な構
成となっており、要チェックパーツを含むブロックである場合は、そのブロックに関して
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コンテンツチェック値ＩＣＶｉが定義される。
【０２７９】
図３４は、フォーマットタイプ２であり、このフォーマットタイプ２の特徴は、同じ大き
さのＮ個のデータブロック、すなわちブロック１～ブロックＮに分割され、各ブロックに
ついて、それぞれ個別のブロック鍵Ｋｂｌｃで暗号化されていることである。各ブロック
鍵Ｋｂｌｃの暗号化は、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎによって実行されており、コンテンツ鍵Ｋ
ｃｏｎは、メディア上では配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号化され、記録デバイスにおける保
存時には、記録デバイスの内部メモリに格納された保存鍵Ｋｓｔｒによって暗号化される
。ブロック情報鍵Ｋｂｉｔについてもメディア上では配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号化され
、記録デバイスにおける保存時には、記録デバイスの内部メモリに格納された保存鍵Ｋｓ
ｔｒによって暗号化される。
【０２８０】
図３５は、フォーマットタイプ３であり、このフォーマットタイプ３の特徴は、フォーマ
ット・タイプ２と同様、同じ大きさのＮ個のデータブロック、すなわちブロック１～ブロ
ックＮに分割され、各ブロックについて、それぞれ個別のブロック鍵Ｋｂｌｃで暗号化さ
れていること、さらに、コンテンツ鍵を用いず、各ブロック鍵Ｋｂｌｃの暗号化は、メデ
イア上では配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号化され、記録デバイス上では保存鍵Ｋｓｔｒによ
って暗号化されている点である。コンテンツ鍵Ｋｃｏｎは、メディア上、デバイス上、い
ずれにも存在しない。ブロック情報鍵Ｋｂｉｔはメディア上では配送鍵Ｋｄｉｓによって
暗号化され、記録デバイスにおける保存時には、記録デバイスの内部メモリに格納された
保存鍵Ｋｓｔｒによって暗号化される。
【０２８１】
次に、上記フォーマットタイプ０～３のデータの内容について説明する。データは先に説
明したように、ヘッダ部とコンテンツ部に大きく２つに分類され、ヘッダ部にはコンテン
ツ識別子、取扱方針、チェック値Ａ，Ｂ，総チェック値、ブロック情報鍵、コンテンツ鍵
、ブロック情報が含まれる。
【０２８２】
取扱方針には、コンテンツのデータ長、ヘッダ長、フォーマットタイプ（以下説明するフ
ォーマット０～３）、例えばプログラムであるか、データであるか等のコンテンツタイプ
、前述のコンテンツの記録デバイスへのダウンロード、再生の欄で説明したように、コン
テンツが記録再生器固有に利用可能か否かを決定するフラグであるローカリゼーション・
フラグ、さらに、コンテンツのコピー、ムーブ処理に関する許可フラグ、さらに、コンテ
ンツ暗号化アルゴリズム、モード等、コンテンツに関する各種の利用制限情報および処理
情報を格納する。
【０２８３】
チェック値Ａ：ＩＣＶａは、識別情報、取扱方針に対するチェック値であり、例えば、前
述の図２３で説明した手法によって生成される。
【０２８４】
ブロック情報鍵Ｋｂｉｔは、ブロック情報を暗号化するための鍵であり、先に説明したよ
うに、メディア上では配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号化され、記録デバイスにおける保存時
には、記録デバイスの内部メモリに格納された保存鍵Ｋｓｔｒによって暗号化される。
【０２８５】
コンテンツ鍵Ｋｃｏｎは、コンテンツの暗号化に用いる鍵であり、フォーマットタイプ０
，１では、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔと同様にメディア上では配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号
化され、記録デバイスにおける保存時には、記録デバイスの内部メモリに格納された保存
鍵Ｋｓｔｒによって暗号化される。なお、フォーマットタイプ２では、コンテンツ鍵Ｋｃ
ｏｎは、コンテンツ各ブロックに構成されるブロック鍵Ｋｂｌｃの暗号化にも利用される
。また、フォーマット・タイプ３においては、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎは存在しない。
【０２８６】
ブロック情報は、個々のブロックの情報を記述するテーブルであり、ブロックの大きさ、
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暗号化されているか否かについてのフラグ、すなわち各ブロックがチェックの対象（ＩＣ
Ｖ）と、なっているか否かを示す情報が格納される。ブロックがチェックの対象となって
いる場合は、ブロックのチェック値ＩＣＶｉ（ブロックｉのチェック値）がテーブル中に
定義されて格納される。このブロック情報は、ブロック情報暗号鍵Ｋｂｉｔによって暗号
化される。
【０２８７】
なお、ブロックのチェック値、すなわちコンテンツチェック値ＩＣＶｉは、ブロックが暗
号化されている場合、平文（復号文）全体を８バイト単位で排他論理和した値を記録再生
器３００の内部メモリ３０７に格納されたコンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖｃで暗号
化した値として生成される。また、ブロックが暗号化されていない場合は、ブロックデー
タ（平文）の全体を８バイト単位で図３６に示す改竄チェック値生成関数（ＤＥＳ－ＣＢ
Ｃ－ＭＡＣ、コンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とする）に入力して得た値とし
て生成される。図３６にコンテンツブロックのチェック値ＩＣＶｉを生成する構成例を示
す。メッセージＭの各々が復号文データまたは平文データの各８バイトを構成する。
【０２８８】
なお、フォーマット・タイプ１においては、ブロック内のパーツのうち少なくとも１つが
チェック値ＩＣＶｉの対象データ、すなわち要チェックパーツである場合は、そのブロッ
クに関してコンテンツチェック値ＩＣＶｉが定義される。ブロックｉにおけるパーツｊの
チェック値Ｐ－ＩＣＶｉｊは、パーツｊが暗号化されている場合、平文（復号文）全体を
８バイト単位で排他論理和した値をコンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖｃで暗号化した
値として生成される。また、パーツｊが暗号化されていない場合は、パーツのブロックの
データ（平文）の全体を８バイト単位で図３６に示す改竄チェック値生成関数（ＤＥＳ－
ＣＢＣ－ＭＡＣ、コンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とする）に入力して得た値
として生成される。
【０２８９】
さらに、１つのブロックｉ内にチェツク対象であることを示す［ＩＣＶフラグ＝ｓｕｂｊ
ｅｃｔ　ｏｆ　ＩＣＶ］であるパーツ、すなわち要チェックパーツが１つのみ存在する場
合は、上述の手法で生成したチェック値Ｐ－ＩＣＶｉｊをそのままブロックのチェック値
ＩＣＶｉとし、また、１つのブロックｉ内にチェツク対象であることを示す［ＩＣＶフラ
グ＝ｓｕｂｊｅｃｔ　ｏｆ　ＩＣＶ］であるパーツが複数存在する場合は、複数のパーツ
チェック値Ｐ－ＩＣＶｉｊをパーツ番号順に連結したデータを対象にして８バイト単位で
図３７に示す改竄チェック値生成関数（ＤＥＳ－ＣＢＣ－ＭＡＣ、コンテンツチェック値
生成鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とする）に入力して得た値として生成される。図３７にコンテンツ
ブロックのコンテンツチェック値ＩＣＶｉを生成する構成例を示す。
【０２９０】
なお、フォーマット・タイプ２，３においては、ブロックのチェック値ＩＣＶｉは定義さ
れない。
【０２９１】
チェック値Ｂ：ＩＣＶｂは、ブロック情報鍵、コンテンツ鍵、ブロック情報全体に対する
チェック値であり、例えば、前述の図２４で説明した手法によって生成される。
【０２９２】
総チェック値ＩＣＶｔは、前述のチェック値Ａ：ＩＣＶａ、チェック値Ｂ：ＩＣＶｂ、さ
らにコンテンツのチェック対象となっている各ブロックに含まれるチェック値ＩＣＶｉ全
体に対するチェック値であり、前述の図２５で説明したようにチェック値Ａ：ＩＣＶａ等
の各チェック値から生成される中間チェック値にシステム署名鍵Ｋｓｙｓを適用して暗号
化処理を実行することによって生成される。
【０２９３】
なお、フォーマット・タイプ２，３においては、総チェック値ＩＣＶｔは、前述のチェッ
ク値Ａ：ＩＣＶａ、チェック値Ｂ：ＩＣＶｂにコンテンツデータ、すなわちブロック１の
ブロック鍵から最終ブロックまでのコンテンツデータ全体を連結したデータから生成され
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る中間チェック値にシステム署名鍵Ｋｓｙｓを適用して暗号化処理を実行することによっ
て生成される。図３８にフォーマット・タイプ２，３における総チェック値ＩＣＶｔを生
成する構成例を示す。
【０２９４】
固有チェック値ＩＣＶｄｅｖは、前述のローカリゼーションフラグが１にセットされてい
る場合、すなわち、コンテンツが記録再生器固有に利用可能であることを示している場合
に、総チェック値ＩＣＶｔに置き換えられるチェック値であり、フォーマット・タイプ０
，１の場合は、前述のチェック値Ａ：ＩＣＶａ、チェック値Ｂ：ＩＣＶｂ、さらにコンテ
ンツのチェック対象となっている各ブロックに含まれるチェック値ＩＣＶｉ全体に対する
チェック値として生成される。具体的には、前述の図２５、または図３８で説明したよう
にチェック値Ａ：ＩＣＶａ等の各チェック値から生成される中間チェック値に記録再生器
署名鍵Ｋｄｅｖを適用して暗号化処理を実行することによって生成される。
【０２９５】
次にフォーマットタイプ０～３各々における記録再生器３００から記録デバイス４００に
対するコンテンツのダウンロード処理、および記録再生器３００における記録デバイス４
００からの再生処理について図３９～４４のフローを用いて説明する。
【０２９６】
まず、フォーマットタイプ０，１におけるコンテンツのダウンロード処理について図３９
を用いて説明する。
【０２９７】
図３９に示す処理は、例えば図３に示す記録再生器３００に記録デバイス４００を装着す
ることによって開始される。ステップＳ１０１は、記録再生器と記録デバイス間における
認証処理ステップであり、先に説明した図２０の認証処理フローに従って実行される。
【０２９８】
ステップＳ１０１の認証処理が終了し、認証フラグがセットされると、記録再生器３００
は、ステップＳ１０２において、例えばコンテンツデータを格納したメディア５００から
、読み取り部３０４を介して所定のフォーマットに従ったデータを読み出すか、通信部３
０５を使って通信手段６００から所定のフォーマットに従ってデータを受信し、記録再生
器３００の制御部３０１が、データの内のヘッダ（Header）部分を記録再生器３００の記
録再生器暗号処理部３０２に送信する。
【０２９９】
次に、ステップＳ１０３において、暗号処理部３０２の制御部３０６が記録再生器暗号処
理部３０２の暗号／復号化部３０８にチェック値Ａを計算させる。チェック値Ａは、図２
３に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェ
ック値Ａ生成鍵Ｋｉｃｖａを鍵とし、識別情報（Content ID）と取扱方針（Usage Policy
）をメッセージとして図７を用いて説明したＩＣＶ計算方法に従って計算される。次に、
ステップＳ１０４において、チェック値Ａとヘッダ（Header）内に格納されたチェック値
：ＩＣＶａを比較し、一致していた場合にはステップＳ１０５へ進む。
【０３００】
先に説明したようにチェック値Ａ，ＩＣＶａは、識別情報、取扱方針の改竄を検証するた
めのチェック値である。記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されてい
るチェック値Ａ生成鍵Ｋｉｃｖａを鍵とし、識別情報（Content ID）と取扱方針（Usage 
Policy）をメッセージとして、例えばＩＣＶ計算方法に従って計算されるチェック値Ａが
、ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶａと一致した場合には、識別情報
、取扱方針の改竄はないと判断される。
【０３０１】
次に、ステップＳ１０５において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、配送
鍵Ｋｄｉｓの取り出しまたは生成を記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８
に行わせる。配送鍵Ｋｄｉｓの生成方法は、先に説明した図２２のステップＳ５３と同様
、例えば配送鍵用マスター鍵ＭＫｄｉｓを用いて行われる。
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【０３０２】
次にステップＳ１０６において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６が、記録再
生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８を使って、生成した配送鍵Ｋｄｉｓを用い
て、読み取り部３０４を介して受信したメディア５００、または、通信部３０５を介して
通信手段６００から受信したデータのヘッダ部に格納されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコ
ンテンツ鍵Ｋｃｏｎの復号化処理を行う。
【０３０３】
さらに、ステップＳ１０７において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記
録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８において、復号化したブロック情報鍵
Ｋｂｉｔでブロック情報を復号化する。
【０３０４】
さらに、ステップＳ１０８において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、ブ
ロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報（ＢＩＴ）から、チェ
ック値Ｂ（ＩＣＶｂ’）を生成する。チェック値Ｂは、図２４に示すように、記録再生器
暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェック値Ｂ生成鍵Ｋｉｃｖｂを
鍵とし、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報（ＢＩＴ）
からなる排他的論理和値をＤＥＳで暗号化して生成する。次に、ステップＳ１０９におい
て、チェック値Ｂとヘッダ（Header）内のＩＣＶｂを比較し、一致していた場合にはステ
ップＳ１１０へ進む。
【０３０５】
先に説明したように、チェック値Ｂ，ＩＣＶｂは、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ
鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情報の改竄を検証するためのチェック値である。記録再生器暗号処
理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェック値Ｂ生成鍵Ｋｉｃｖｂを鍵とし
、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報（ＢＩＴ）を８バ
イト単位に分割し排他的論理和して得られる値をＤＥＳで暗号化して生成したチェック値
Ｂが、ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶｂと一致した場合には、ブロ
ック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情報の改竄はないと判断される。
【０３０６】
ステップＳ１１０において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器
暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に中間チェック値の計算をさせる。中間チェッ
ク値は、図２５に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存さ
れている総チェック値生成鍵Ｋｉｃｖｔを鍵とし、検証したHeader内のチェック値Ａ、チ
ェック値Ｂ、保持しておいた全てのコンテンツチェック値をメッセージとして図７他で説
明したＩＣＶ計算方法に従って計算する。なお、生成した中間チェック値は、必要に応じ
て記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に保持しておく。
【０３０７】
次に、ステップＳ１１１において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録
再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に総チェック値ＩＣＶｔ’の計算をさせ
る。総チェック値ＩＣＶｔ’は、図２５に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内
部メモリ３０７に保存されているシステム署名鍵Ｋｓｙｓを鍵とし、中間チェック値をＤ
ＥＳで暗号化して生成する。次に、ステップＳ１１２において、生成した総チェック値Ｉ
ＣＶｔ’とヘッダ（Header）内のＩＣＶｔを比較し、一致していた場合には、ステップＳ
１１３へ進む。
【０３０８】
先に図４において説明したように、総チェック値ＩＣＶｔは、ＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、各コ
ンテンツブロックのチェック値全ての改竄を検証するためのチェック値である。従って、
上述の処理によって生成された総チェック値がヘッダ（Header）内に格納されたチェック
値：ＩＣＶｔと一致した場合には、ＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、各コンテンツブロックのチェッ
ク値全ての改竄はないと判断される。
【０３０９】
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次に、ステップＳ１１３において、記録再生器３００の制御部３０１は、ブロック情報（
ＢＩＴ）内のコンテンツブロック情報を取り出し、コンテンツブロックが検証対象になっ
ているかいないか調べる。コンテンツブロックが検証対象になっている場合には、ヘッダ
中のブロック情報中にコンテンツチェック値が格納されている。
【０３１０】
コンテンツブロックが検証対象になっていた場合には、ステップＳ１１４において、該当
するコンテンツブロックを、記録再生器３００の読み取り部３０４を使ってメディア５０
０から読み出すか、記録再生器３００の通信部３０５を使って通信手段６００から受信し
、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２へ送信する。これを受信した記録再生
器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３
０８にコンテンツチェック値ＩＣＶｉ’を計算させる。
【０３１１】
コンテンツチェック値ＩＣＶｉ’は、先に説明したようにブロックが暗号化されている場
合、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎで、入力されたコンテンツブロックをＤＥＳのＣＢＣモードで
復号化し、その結果を全て８バイト単位で排他的論理和して生成したコンテンツ中間値を
記録再生器３００の内部メモリ３０７に格納されたコンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖ
ｃで暗号化して生成する。また、ブロックが暗号化されていない場合は、データ（平文）
全体を８バイト単位で図３６に示す改竄チェック値生成関数（ＤＥＳ－ＣＢＣ－ＭＡＣ、
コンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とする）に入力して得た値として生成される
。
【０３１２】
次にステップＳ１１５において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、当該コ
ンテンツチェック値と、ステップＳ１０２で記録再生器３００の制御部３０１から受信し
たコンテンツブロック内のＩＣＶを比較し、その結果を記録再生器３００の制御部３０１
に渡す。これを受信した記録再生器３００の制御部３０１は、検証に成功していた場合、
次の検証対象コンテンツブロックを取り出して記録再生器３００の記録再生器暗号処理部
３０２に検証させ、全てのコンテンツブロックを検証するまで同様の検証処理を繰り返す
（ステップＳ１１６）。
【０３１３】
なお、ステップＳ１０４、ステップＳ１０９、ステップＳ１１２、ステップＳ１１５のい
ずれかにおいて、チェック値の一致が得られなかった場合はエラーとしてダウンロード処
理は終了する。
【０３１４】
次に、ステップＳ１１７において、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、
ステップＳ１０６で復号化したブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを、記録
再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に、相互認証の際に共有しておいたセッ
ション鍵Ｋｓｅｓで暗号化させる。記録再生器３００の制御部３０１は、セッション鍵Ｋ
ｓｅｓで暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを記録再生器３０
０の記録再生器暗号処理部３０２から読み出し、これらのデータを記録再生器３００の記
録デバイスコントローラ３０３を介して記録デバイス４００に送信する。
【０３１５】
次に、ステップＳ１１８において、記録再生器３００から送信されてきたブロック情報鍵
Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを受信した記録デバイス４００は、受信したデータを記
録デバイス暗号処理部４０１の暗号／復号化部４０６に、相互認証の際に共有しておいた
セッション鍵Ｋｓｅｓで復号化させ、記録デバイス暗号処理部４０１の内部メモリ４０５
に保存してある記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで再び暗号化させ、記録再生器３００
の制御部３０１は、記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介し、記録デ
バイス４００から保存鍵Ｋｓｔｒで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ
鍵Ｋｃｏｎを読み出す。すなわち、配送鍵Ｋｄｉｓで暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉ
ｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎの鍵のかけかえを行なう。
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【０３１６】
次に、ステップＳ１１９において、記録再生器３００の制御部３０１は、データのヘッダ
部の取扱方針（Usage Policy）から利用制限情報を取り出し、ダウンロードしたコンテン
ツが当該記録再生器３００のみで利用できるか否かの判定を行なう。この判定は、ローカ
リゼーションフラグ（利用制限情報）＝１に設定されている場合は、ダウンロードしたコ
ンテンツが当該記録再生器３００のみで利用でき、ローカリゼーションフラグ（利用制限
情報）＝０に設定されている場合は、ダウンロードしたコンテンツが別の同様な記録再生
器３００でも利用できることを示す。判定の結果、ローカリゼーションフラグ（利用制限
情報）＝１であった場合には、ステップＳ１２０に進む。
【０３１７】
ステップＳ１２０において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器固有のチェ
ック値を記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に計算させる。記録再生器固有
のチェック値は、図２５に示すように記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に
保存されている記録再生器に固有の記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを鍵とし、ステップＳ１１
０で生成した中間チェック値をＤＥＳで暗号化して生成する。計算された記録再生器固有
のチェック値ＩＣＶｄｅｖは、総チェック値ＩＣＶｔの代わりに上書きされる。
【０３１８】
先に説明したように、システム署名鍵Ｋｓｙｓは、配信システムに共通の署名またはICV
をつけるために使用するシステム署名鍵であり、また、記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖは、記
録再生器毎に異なり、記録再生器が署名またはＩＣＶをつけるために使用する記録再生器
署名鍵である。すなわち、システム署名鍵Ｋｓｙｓによって署名されたデータは、同じシ
ステム署名鍵を有するシステム（記録再生器）によってチェックが成功、すなわち総チェ
ック値ＩＣＶｔが一致することになるので、共通に利用可能となるが、記録再生器署名鍵
Ｋｄｅｖを用いて署名された場合には、記録再生器署名鍵はその記録再生器に固有の鍵で
あるので、記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを用いて署名されたデータ、すなわち、署名後、記
録デバイスに格納されたデータは、他の記録再生器に、その記録デバイスを装置して再生
しようとした場合、記録再生器固有のチェック値ＩＣＶｄｅｖが不一致となり、エラーと
なるので再生できないことになる。本発明のデータ処理装置においては、利用制限情報の
設定によって、システムに共通に使用できるコンテンツ、記録再生器固有に利用できるコ
ンテンツを自在に設定できるものである。
【０３１９】
次に、ステップＳ１２１において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器暗号
処理部３０２に格納データフォーマットの形成を実行させる。先に説明したように、フォ
ーマットタイプは０～３まで各タイプがあり、ヘッダ中の取扱方針（図５参照）中に設定
され、この設定タイプにしたがって、先に説明した図３２～３５の右側の格納フォーマッ
トにしたがってデータを形成する。この図３９に示すフローはフォーマット０，１のいず
れかであるので、図３２，３３のいずれかのフォーマットに形成される。
【０３２０】
ステップＳ１２１において格納データフォーマットの形成が終了すると、ステップ１２２
において、記録再生器３００の制御部３０１は、コンテンツを記録デバイス４００の外部
メモリ４０２に保存する。
【０３２１】
以上が、フォーマットタイプ０，１におけるコンテンツデータのダウンロード処理の態様
である。
【０３２２】
次に、フォーマットタイプ２におけるコンテンツデータのダウンロード処理について図４
０を用いて説明する。上記したフォーマットタイプ０，１のダウンロード処理と異なる点
を中心に説明する。
【０３２３】
ステップＳ１０１～Ｓ１０９は、上記したフォーマットタイプ０，１のダウンロード処理
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と同様であるので説明は省略する。
【０３２４】
フォーマットタイプ２は、先に説明したようにコンテンツチェック値ＩＣＶｉが定義され
ていないので、ブロック情報中には、コンテンツチェック値ＩＣＶｉを持たない。フォー
マットタイプ２における中間チェック値は、図３８に示すようにチェック値Ａ、チェック
値Ｂと、第１ブロックの先頭データ（ブロック１のブロック鍵）から最終ブロックまでの
コンテンツデータ全体を連結したデータに基づいて生成される中間チェック値にシステム
署名鍵Ｋｓｙｓを適用して暗号化処理を実行することによって生成される。
【０３２５】
従って、フォーマットタイプ２のダウンロード処理においては、ステップＳ１５１におい
てコンテンツデータを読み出し、ステップＳ１５２において、チェック値Ａ、チェック値
Ｂと読み出したコンテンツデータに基づいて中間チェック値の生成を実行する。なお、コ
ンテンツデータは暗号化されている場合でも、復号処理を行なわない。
【０３２６】
フォーマットタイプ２では、前述のフォーマットタイプ０，１での処理のようにブロック
データの復号、コンテンツチェック値の照会処理を行なわないので、迅速な処理が可能と
なる。
【０３２７】
ステップＳ１１１以下の処理は、フォーマットタイプ０，１における処理と同様であるの
で説明を省略する。
【０３２８】
以上が、フォーマットタイプ２におけるコンテンツデータのダウンロード処理の態様であ
る。上述したようにフォーマットタイプ２のダウンロード処理は、フォーマットタイプ０
，１での処理のようにブロックデータの復号、コンテンツチェック値の照会処理を行なわ
ないので、迅速な処理が可能となり、音楽データ等リアルタイム処理が要求されるデータ
処理に適したフォーマットである。
【０３２９】
次に、フォーマットタイプ３におけるコンテンツデータのダウンロード処理について図４
１を用いて説明する。上記したフォーマットタイプ０，１，２のダウンロード処理と異な
る点を中心に説明する。
【０３３０】
ステップＳ１０１～Ｓ１０５は、上記したフォーマットタイプ０，１，２のダウンロード
処理と同様であるので説明は省略する。
【０３３１】
フォーマットタイプ３は、基本的にフォーマットタイプ２における処理と共通する部分が
多いが、フォーマットタイプ３はコンテンツ鍵を有しておらず、またブロック鍵Ｋｂｌｃ
が記録デバイスにおいては保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されて格納される点がフォーマットタ
イプ２と異なる。
【０３３２】
フォーマットタイプ３のダウンロード処理におけるフォーマットタイプ２と相違する点を
中心として説明する。フォーマットタイプ３では、ステップＳ１０５の次ステップである
ステップＳ１６１において、ブロック情報鍵の復号を行なう。記録再生器暗号処理部３０
２の制御部３０６が、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８を使って、ス
テップＳ１０５で生成した配送鍵Ｋｄｉｓを用いて、読み取り部３０４を介して受信した
メディア５００、または、通信部３０５を介して通信手段６００から受信したデータのヘ
ッダ部に格納されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔの復号化処理を行う。フォーマットタイプ３
では、データ中にコンテンツ鍵Ｋｃｏｎが存在しないため、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎの復号
化処理は実行されない。
【０３３３】
次のステップＳ１０７では、ステップＳ１６１で復号したブロック情報鍵Ｋｂｉｔを用い
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てブロック情報の復号が実行され、さらに、ステップＳ１６２において、記録再生器暗号
処理部３０２の制御部３０６は、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、およびブロック情報（ＢＩＴ
）から、チェック値Ｂ（ＩＣＶｂ’）を生成する。チェック値Ｂは、記録再生器暗号処理
部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェック値Ｂ生成鍵Ｋｉｃｖｂを鍵とし、
ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、およびブロック情報（ＢＩＴ）からなる排他的論理和値をＤＥ
Ｓで暗号化して生成する。次に、ステップＳ１０９において、チェック値Ｂとヘッダ（He
ader）内のＩＣＶｂを比較し、一致していた場合にはステップＳ１５１へ進む。
【０３３４】
フォーマットタイプ３では、チェック値Ｂ，ＩＣＶｂは、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、ブロ
ック情報の改竄を検証するためのチェック値として機能する。生成したチェック値Ｂが、
ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶｂと一致した場合には、ブロック情
報鍵Ｋｂｉｔ、ブロック情報の改竄はないと判断される。
【０３３５】
ステップＳ１５１～Ｓ１１２は、フォーマットタイプ２の処理と同様であるので説明を省
略する。
【０３３６】
ステップＳ１６３では、ステップＳ１５１で読み出したコンテンツデータに含まれるブロ
ック鍵ＫｂｌｃをステップＳ１０５で生成した配送鍵Ｋｄｉｓによって復号する。
【０３３７】
次にステップＳ１６４では、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２が、ステッ
プＳ１６１で復号化したブロック情報鍵Ｋｂｉｔと、ステップＳ１６３で復号したブロッ
ク鍵Ｋｂｌｃを、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に、相互認証の際
に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化させる。記録再生器３００の制御部３０
１は、セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとブロック鍵Ｋｂｌ
ｃを記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２から読み出し、これらのデータを記
録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介して記録デバイス４００に送信す
る。
【０３３８】
次に、ステップＳ１６５において、記録再生器３００から送信されてきたブロック情報鍵
Ｋｂｉｔとブロック鍵Ｋｂｌｃを受信した記録デバイス４００は、受信したデータを記録
デバイス暗号処理部４０１の暗号／復号化部４０６に、相互認証の際に共有しておいたセ
ッション鍵Ｋｓｅｓで復号化させ、記録デバイス暗号処理部４０１の内部メモリ４０５に
保存してある記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで再暗号化させ、記録再生器３００の制
御部３０１は、記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介し、記録デバイ
ス４００から保存鍵Ｋｓｔｒで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとブロック鍵Ｋｂ
ｌｃを読み出す。すなわち、当初、配送鍵Ｋｄｉｓで暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉ
ｔとブロック鍵Ｋｂｌｃを保存鍵Ｋｓｔｒで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとブ
ロック鍵Ｋｂｌｃへ置き換えを行なう。
【０３３９】
以下のステップＳ１１９～Ｓ１２２は、前述のフォーマットタイプ０，１，２と同様であ
るので説明を省略する。
【０３４０】
以上が、フォーマットタイプ３におけるコンテンツデータのダウンロード処理の態様であ
る。上述したようにフォーマットタイプ３のダウンロード処理は、フォーマットタイプ２
と同様、ブロックデータの復号、コンテンツチェック値の照会処理を行なわないので、迅
速な処理が可能となり、音楽データ等リアルタイム処理が要求されるデータ処理に適した
フォーマットである。また、ブロック鍵Ｋｂｌｃにより暗号化コンテンツを保護する範囲
が局所化されているので、フォーマットタイプ２に比較して、よりセキュリティが高度と
なる。
【０３４１】
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次に、フォーマットタイプ０～３各々における記録再生器３００における記録デバイス４
００からの再生処理について図４２～４５のフローを用いて説明する。
【０３４２】
まず、フォーマットタイプ０におけるコンテンツの再生処理について図４２を用いて説明
する。
【０３４３】
ステップＳ２０１は、記録再生器と記録デバイス間における認証処理ステップであり、先
に説明した図２０の認証処理フローに従って実行される。
【０３４４】
ステップＳ２０１の認証処理が終了し、認証フラグがセットされると、記録再生器３００
は、ステップＳ２０２において、記録デバイス４００から所定のフォーマットに従ったデ
ータのヘッダを読み出し、記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に送信する。
【０３４５】
次に、ステップＳ２０３において、暗号処理部３０２の制御部３０６が記録再生器暗号処
理部３０２の暗号／復号化部３０８にチェック値Ａを計算させる。チェック値Ａは、先に
説明した図２３に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存さ
れているチェック値Ａ生成鍵Ｋｉｃｖａを鍵とし、識別情報（Content ID）と取扱方針（
Usage Policy）をメッセージとして計算される。次に、ステップＳ２０４において、計算
されたチェック値Ａとヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶａを比較し、
一致していた場合にはステップＳ２０５へ進む。
【０３４６】
チェック値Ａ，ＩＣＶａは、識別情報、取扱方針の改竄を検証するためのチェック値であ
る。計算されたチェック値Ａが、ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶａ
と一致した場合には、記録デバイス４００に格納された識別情報、取扱方針の改竄はない
と判断される。
【０３４７】
次に、ステップＳ２０５において、記録再生器３００の制御部３０１は、読み出したヘッ
ダから記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコン
テンツ鍵Ｋｃｏｎを取り出し、記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介
して記録デバイス４００に送信する。
【０３４８】
記録再生器３００から送信されてきたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを
受信した記録デバイス４００は、受信したデータを記録デバイス暗号処理部４０１の暗号
／復号化部４０６に、記録デバイス暗号処理部４０１の内部メモリ４０５に保存してある
記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで復号化処理させ、相互認証の際に共有しておいたセ
ッション鍵Ｋｓｅｓで再び暗号化させる。この処理は、前述した（９）相互認証後の鍵交
換処理の欄で詳しく述べた通りである。
【０３４９】
ステップＳ２０６では、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器３００の記録デ
バイスコントローラ３０３を介し、記録デバイス４００からセッション鍵Ｋｓｅｓで再暗
号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを受信する。
【０３５０】
次に、ステップＳ２０７において、記録再生器３００の制御部３０１は、受信したセッシ
ョン鍵Ｋｓｅｓで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを記録
再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に送信し、セッション鍵Ｋｓｅｓで再暗号化
されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを受信した記録再生器３００の記
録再生器暗号処理部３０２は、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に、
セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔとコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを
、相互認証の際に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓで復号化させる。
【０３５１】
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さらに、ステップＳ２０８において、復号化したブロック情報鍵Ｋｂｉｔで、ステップＳ
２０２で読み出しておいたブロック情報を復号化する。なお、記録再生器３００の記録再
生器暗号処理部３０２は、復号化したブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎお
よびブロック情報ＢＩＴを、ステップＳ２０２で読み出したヘッダに含まれるブロック情
報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報ＢＩＴに置き換えて保持してお
く。また、記録再生器３００の制御部３０１は、復号化されたブロック情報ＢＩＴを記録
再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２から読み出しておく。
【０３５２】
さらに、ステップＳ２０９において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、ブ
ロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報（ＢＩＴ）から、チェ
ック値Ｂ（ＩＣＶｂ’）を生成する。チェック値Ｂは、図２４に示すように、記録再生器
暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されているチェック値Ｂ生成鍵Ｋｉｃｖｂを
鍵とし、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎおよびブロック情報（ＢＩＴ）
からなる排他的論理和値をＤＥＳで暗号化して生成する。次に、ステップＳ２１０におい
て、チェック値Ｂとヘッダ（Header）内のＩＣＶｂを比較し、一致していた場合にはステ
ップＳ２１１へ進む。
【０３５３】
チェック値Ｂ，ＩＣＶｂは、ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロック
情報の改竄を検証するためのチェック値であり、生成したチェック値Ｂが、ヘッダ（Head
er）内に格納されたチェック値：ＩＣＶｂと一致した場合には、記録デバイス４００に保
存されたデータ中のブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情報の改
竄はないと判断される。
【０３５４】
ステップＳ２１１において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器
暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に中間チェック値の計算をさせる。中間チェッ
ク値は、図２５に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存さ
れている総チェック値生成鍵Ｋｉｃｖｔを鍵とし、検証したHeader内のチェック値Ａ、チ
ェック値Ｂ、ブロック情報中の全てのコンテンツチェック値をメッセージとして図７他で
説明したＩＣＶ計算方法に従って計算する。なお、生成した中間チェック値は、必要に応
じて記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に保持しておく。
【０３５５】
次に、ステップＳ２１２において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録デバイス４
００の外部メモリ４０２から読み出したデータのヘッダ部に含まれる取扱方針（Usage Po
licy）から利用制限情報を取り出し、再生予定のコンテンツが当該記録再生器３００のみ
で利用できる（利用制限情報が１）か、別の同様な記録再生器３００でも利用できる（利
用制限情報が０）か判定する。判定の結果、利用制限情報が１、すなわち再生コンテンツ
が当該記録再生器３００のみで利用できる利用制限が設定されている場合には、ステップ
Ｓ２１３に進み、利用制限情報が０、すなわち別の同様な記録再生器３００でも利用でき
る設定であった場合には、ステップＳ２１５に進む。なお、ステップＳ２１２の処理は暗
号処理部３０２が行なってもよい。
【０３５６】
ステップＳ２１３では、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器固有のチェック
値ＩＣＶｄｅｖ’を記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２に計算させる。記録
再生器固有のチェック値ＩＣＶｄｅｖ’は、図２５に示すように記録再生器暗号処理部３
０２の内部メモリ３０７に保存されている記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを鍵とし、ステップ
Ｓ２１１で保持しておいた中間チェック値をＤＥＳで暗号化して生成する。
【０３５７】
次に、ステップＳ２１４において、ステップＳ２１３で計算した記録再生器固有のチェッ
ク値ＩＣＶｄｅｖ’とステップＳ２０２で読み出したヘッダ内のＩＣＶｄｅｖを比較し、
一致していた場合には、ステップＳ２１７へ進む。
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【０３５８】
一方ステップＳ２１５では、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録再生器
暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に総チェック値ＩＣＶｔの計算をさせる。総チ
ェック値ＩＣＶｔ’は、図２５に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ
３０７に保存されているシステム署名鍵Ｋｓｙｓを鍵とし、中間チェック値をＤＥＳで暗
号化して生成する。次に、ステップＳ２１６において、生成した総チェック値ＩＣＶｔ’
とヘッダ（Header）内のＩＣＶｔを比較し、一致していた場合には、ステップＳ２１７へ
進む。
【０３５９】
総チェック値ＩＣＶｔ、および記録再生器固有のチェック値ＩＣＶｄｅｖは、ＩＣＶａ、
ＩＣＶｂ、各コンテンツブロックのチェック値全ての改竄を検証するためのチェック値で
ある。従って、上述の処理によって生成されたチェック値がヘッダ（Header）内に格納さ
れたチェック値：ＩＣＶｔまたはＩＣＶｄｅｖと一致した場合には、記録デバイス４００
に格納されたＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、各コンテンツブロックのチェック値全ての改竄はない
と判断される。
【０３６０】
次に、ステップＳ２１７において、記録再生器３００の制御部３０１は、記録デバイス４
００からブロックデータを読み出す。さらに、ステップＳ２１８において暗号化されてい
るか否かを判定し、暗号化されている場合は、記録再生器３００の暗号処理部３０２にお
いてブロックデータの復号を行なう。暗号化されていない場合は、ステップＳ２１９をス
キップしてステップＳ２２０に進む。
【０３６１】
次に、ステップＳ２２０において、記録再生器３００の制御部３０１は、ブロック情報（
ＢＩＴ）内のコンテンツブロック情報に基づいて、コンテンツブロックが検証対象になっ
ているかいないか調べる。コンテンツブロックが検証対象になっている場合には、ヘッダ
中のブロック情報中にコンテンツチェック値が格納されている。コンテンツブロックが検
証対象になっていた場合には、ステップＳ２２１において、該当するコンテンツブロック
のコンテンツチェック値ＩＣＶｉ’を計算させる。コンテンツブロックが検証対象になっ
ていない場合には、ステップＳ２２１とＳ２２２をスキップしてステップＳ２２３に進む
。
【０３６２】
コンテンツチェック値ＩＣＶｉ’は、先に図３６で説明したようにブロックが暗号化され
ている場合、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎで、入力されたコンテンツブロックをＤＥＳのＣＢＣ
モードで復号化し、その結果を全て８バイト単位で排他的論理和して生成したコンテンツ
中間値を記録再生器３００の内部メモリ３０７に格納されたコンテンツチェック値生成鍵
Ｋｉｃｖｃで暗号化して生成する。また、ブロックが暗号化されていない場合は、データ
（平文）全体を８バイト単位で図３６に示す改竄チェック値生成関数（ＤＥＳ－ＣＢＣ－
ＭＡＣ、コンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とする）に入力して得た値として生
成される。
【０３６３】
ステップＳ２２２においては、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、生成した
コンテンツチェック値ＩＣＶｉ’と、ステップＳ２０２で記録デバイス４００から受信し
たヘッダ部に格納されたコンテンツチェック値ＩＣＶｉとを比較し、その結果を記録再生
器３００の制御部３０１に渡す。これを受信した記録再生器３００の制御部３０１は、検
証に成功していた場合、ステップＳ２２３において、記録再生器システムＲＡＭ上に実行
(再生)用コンテンツ平文データを格納する。記録再生器３００の制御部３０１は、さらに
次の検証対象コンテンツブロックを取り出して記録再生器３００の記録再生器暗号処理部
３０２に検証させ、全てのコンテンツブロックを検証するまで同様の検証処理、ＲＡＭ格
納処理を繰り返す（ステップＳ２２４）。
【０３６４】



(54) JP 4524829 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

なお、ステップＳ２０４、ステップＳ２１０、ステップＳ２１４，ステップＳ２１６、ス
テップＳ２２２のいずれかにおいて、チェック値の一致が得られなかった場合はエラーと
して再生処理は終了する。
【０３６５】
ステップＳ２２４において全ブロック読み出しと判定されると、ステップＳ２２５に進み
、コンテンツ（プログラム、データ）の実行、再生が開始される。
【０３６６】
以上が、フォーマットタイプ０におけるコンテンツデータの再生処理の態様である。
【０３６７】
次に、フォーマットタイプ１におけるコンテンツデータの再生処理について図４３を用い
て説明する。上記したフォーマットタイプ０の再生処理と異なる点を中心に説明する。
【０３６８】
ステップＳ２０１～ステップＳ２１７までの処理は、上記したフォーマットタイプ０の再
生処理と同様であるので説明は省略する。
【０３６９】
フォーマットタイプ１では、ステップＳ２３１において、暗号化パーツの復号が実行され
、パーツＩＣＶが生成される。さらに、ステップＳ２３２において、ブロックＩＣＶｉ’
が生成される。先に説明したように、フォーマット・タイプ１においては、ブロック内の
パーツのうち少なくとも１つがチェック値ＩＣＶｉの対象データである場合は、そのブロ
ックに関してコンテンツチェック値ＩＣＶｉが定義される。ブロックｉにおけるパーツｊ
のチェック値Ｐ－ＩＣＶｉｊは、パーツｊが暗号化されている場合、平文（復号文）全体
を８バイト単位で排他論理和した値をコンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖｃで暗号化し
た値として生成される。また、パーツｊが暗号化されていない場合は、データ（平文）全
体を８バイト単位で図３６に示す改竄チェック値生成関数（ＤＥＳ－ＣＢＣ－ＭＡＣ、コ
ンテンツチェック値生成鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とする）に入力して得た値として生成される。
【０３７０】
さらに、１つのブロックｉ内にチェツク対象であることを示す［ＩＣＶフラグ＝ｓｕｂｊ
ｅｃｔ　ｏｆ　ＩＣＶ］であるパーツが１つのみ存在する場合は、上述の手法で生成した
チェック値Ｐ－ＩＣＶｉｊをそのままブロックのチェック値ＩＣＶｉとし、また、１つの
ブロックｉ内にチェツク対象であることを示す［ＩＣＶフラグ＝ｓｕｂｊｅｃｔ　ｏｆ　
ＩＣＶ］であるパーツが複数存在する場合は、複数のパーツチェック値Ｐ－ＩＣＶｉ，ｊ
をパーツ番号順に連結したデータを対象にしてデータ（平文）全体を８バイト単位で図３
６に示す改竄チェック値生成関数（ＤＥＳ－ＣＢＣ－ＭＡＣ、コンテンツチェック値生成
鍵Ｋｉｃｖｃを鍵とする）に入力して得た値として生成される。これは、先に図３７で説
明した通りである。
【０３７１】
フォーマットタイプ１では、上述の手順で生成されたコンテンツチェック値の比較処理が
ステップＳ２２２で実行されることになる。以下のステップＳ２２３以下の処理はフォー
マットタイプ０と同様であるので説明は省略する。
【０３７２】
次に、フォーマットタイプ２におけるコンテンツデータの再生処理について図４４を用い
て説明する。上記したフォーマットタイプ０，１の再生処理と異なる点を中心に説明する
。
【０３７３】
ステップＳ２０１～Ｓ２１０は、上記したフォーマットタイプ０，１の再生処理と同様で
あるので説明は省略する。
【０３７４】
フォーマットタイプ２においては、フォーマットタイプ０，１において実行されたステッ
プＳ２１１～Ｓ２１６の処理が実行されない。また、フォーマットタイプ２においては、
コンテンツチェック値を持たないため、フォーマットタイプ０，１において実行されたス
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テップＳ２２２のコンテンツチェック値の検証も実行されない。
【０３７５】
フォーマットタイプ２のデータ再生処理においては、ステップＳ２１０のチェック値Ｂの
検証ステップの後、ステップＳ２１７に進み、記録再生器３００の制御部３０１の制御に
よって、ブロックデータが読み出される。さらに、ステップＳ２４１において、記録再生
器３００の暗号処理部３０６によるブロックデータに含まれるブロック鍵Ｋｂｌｃの復号
処理が実行される。記録デバイス４００に格納されたブロック鍵Ｋｂｌｃは、図３４で示
すようにコンテンツ鍵Ｋｃｏｎで暗号化されており、先のステップＳ２０７において復号
したコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを用いてブロック鍵Ｋｂｌｃの復号を行なう。
【０３７６】
次に、ステップＳ２４２において、ステップＳ２４１で復号されたブロック鍵Ｋｂｌｃを
用いてブロックデータの復号処理が実行される。さらに、ステップＳ２４３において、コ
ンテンツ（プログラム、データ）の実行、再生処理が実行される。ステップＳ２１７～ス
テップＳ２４３の処理が全ブロックについて繰り返し実行される。ステップＳ２４４にお
いて全ブロック読み出しと判定されると再生処理は終了する。
【０３７７】
このようにフォーマットタイプ２の処理は、総チェック値等のチェック値検証処理を省略
しており、高速な復号処理の実行に適している構成であり、音楽データ等リアルタイム処
理が要求されるデータ処理に適したフォーマットである。
【０３７８】
次にフォーマットタイプ３におけるコンテンツデータの再生処理について図４５を用いて
説明する。上記したフォーマットタイプ０，１，２の再生処理と異なる点を中心に説明す
る。
【０３７９】
フォーマットタイプ３は、基本的にフォーマットタイプ２における処理と共通する部分が
多いが、フォーマットタイプ３は図３５において説明したようにコンテンツ鍵を有してお
らず、またブロック鍵Ｋｂｌｃが記録デバイスにおいては保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されて
格納される点がフォーマットタイプ２と異なる。
【０３８０】
ステップＳ２０１～Ｓ２１０において、ステップＳ２５１、ステップＳ２５２、ステップ
Ｓ２５３、ステップＳ２５４の処理は、前述のフォーマットタイプ０，１，２における対
応処理と異なりコンテンツ鍵を含まない処理として構成されている。
【０３８１】
ステップＳ２５１において、記録再生器３００の制御部３０１は、読み出したヘッダから
記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔを取り出し、
記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介して記録デバイス４００に送信
する。
【０３８２】
記録再生器３００から送信されてきたブロック情報鍵Ｋｂｉｔを受信した記録デバイス４
００は、受信したデータを記録デバイス暗号処理部４０１の暗号／復号化部４０６に、記
録デバイス暗号処理部４０１の内部メモリ４０５に保存してある記録デバイス固有の保存
鍵Ｋｓｔｒで復号化処理させ、相互認証の際に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓで再
暗号化させる。この処理は、前述した（９）相互認証後の鍵交換処理の欄で詳しく述べた
通りである。
【０３８３】
ステップＳ２５２では、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器３００の記録デ
バイスコントローラ３０３を介し、記録デバイス４００からセッション鍵Ｋｓｅｓで再暗
号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔを受信する。
【０３８４】
次に、ステップＳ２５３において、記録再生器３００の制御部３０１は、受信したセッシ
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ョン鍵Ｋｓｅｓで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋｂｉｔを記録再生器３００の記録再生
器暗号処理部３０２に送信し、セッション鍵Ｋｓｅｓで再暗号化されたブロック情報鍵Ｋ
ｂｉｔを受信した記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２は、記録再生器暗号処
理部３０２の暗号／復号化部３０８に、セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化されたブロック情
報鍵Ｋｂｉｔを、相互認証の際に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓで復号化させる。
【０３８５】
さらに、ステップＳ２０８において、復号化したブロック情報鍵Ｋｂｉｔで、ステップＳ
２０２で読み出しておいたブロック情報を復号化する。なお、記録再生器３００の記録再
生器暗号処理部３０２は、復号化したブロック情報鍵Ｋｂｉｔおよびブロック情報ＢＩＴ
を、ステップＳ２０２で読み出したヘッダに含まれるブロック情報鍵Ｋｂｉｔおよびブロ
ック情報ＢＩＴに置き換えて保持しておく。また、記録再生器３００の制御部３０１は、
復号化されたブロック情報ＢＩＴを記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２から
読み出しておく。
【０３８６】
さらに、ステップＳ２５４において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、ブ
ロック情報鍵Ｋｂｉｔおよびブロック情報（ＢＩＴ）から、チェック値Ｂ（ＩＣＶｂ’）
を生成する。チェック値Ｂは、図２４に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内部
メモリ３０７に保存されているチェック値Ｂ生成鍵Ｋｉｃｖｂを鍵とし、ブロック情報鍵
Ｋｂｉｔおよびブロック情報（ＢＩＴ）からなる排他的論理和値をＤＥＳで暗号化して生
成する。次に、ステップＳ２１０において、チェック値Ｂとヘッダ（Header）内のＩＣＶ
ｂを比較し、一致していた場合にはステップＳ２１１へ進む。
【０３８７】
フオーマットタイプ３では、さらに、ブロック鍵が記録デバイスでの格納時に保存鍵によ
って暗号化されるため、記録デバイス４００における保存鍵での復号処理、およびセッシ
ョン鍵での暗号化処理、さらに、記録再生器３００でのセッション鍵での復号処理が必要
となる。これらの一連の処理がステップＳ２５５、ステップＳ２５６で示した処理ステッ
プである。
【０３８８】
ステップＳ２５５では、記録再生器３００の制御部３０１は、ステップＳ２１７で読み出
したブロックから記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで暗号化されたブロック鍵Ｋｂｌｃ
を取り出し、記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介して記録デバイス
４００に送信する。
【０３８９】
記録再生器３００から送信されてきたブロック鍵Ｋｂｌｃを受信した記録デバイス４００
は、受信したデータを記録デバイス暗号処理部４０１の暗号／復号化部４０６に、記録デ
バイス暗号処理部４０１の内部メモリ４０５に保存してある記録デバイス固有の保存鍵Ｋ
ｓｔｒで復号化処理させ、相互認証の際に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓで再暗号
化させる。この処理は、前述した「（９）相互認証後の鍵交換処理」の欄で詳しく述べた
通りである。
【０３９０】
ステップＳ２５６では、記録再生器３００の制御部３０１は、記録再生器３００の記録デ
バイスコントローラ３０３を介し、記録デバイス４００からセッション鍵Ｋｓｅｓで再暗
号化されたブロック鍵Ｋｂｌｃを受信する。
【０３９１】
次に、ステップＳ２５７において、記録再生器３００の暗号処理部３０６によるブロック
鍵Ｋｂｌｃのセッション鍵Ｋｓｅｓを用いた復号処理が実行される。
【０３９２】
次に、ステップＳ２４２において、ステップＳ２５７で復号されたブロック鍵Ｋｂｌｃを
用いてブロックデータの復号処理が実行される。さらに、ステップＳ２４３において、コ
ンテンツ（プログラム、データ）の実行、再生処理が実行される。ステップＳ２１７～ス



(57) JP 4524829 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

テップＳ２４３の処理が全ブロックについて繰り返し実行される。ステップＳ２４４にお
いて全ブロック読み出しと判定されると再生処理は終了する。
【０３９３】
以上の処理が、フォーマットタイプ３におけるコンテンツの再生処理である。総チェック
値の検証処理が省略された点でフォーマットタイプ２と類似するが、ブロック鍵の鍵交換
処理を含む点でフォーマットタイプ２に比較して、さらにセキュリテイ・レベルの高い処
理構成となっている。
【０３９４】
（１１）コンテンツプロバイダにおけるチェック値（ＩＣＶ）生成処理態様
上述の実施例中において、各種のチェック値ＩＣＶについての検証処理が、コンテンツの
ダウンロード、または再生処理等の段階で実行されることを説明してきた。ここでは、こ
れら各チェック値（ＩＣＶ）生成処理、検証処理の態様について説明する。
【０３９５】
まず、実施例で説明した各チェック値について、簡潔にまとめると、本発明のデータ処理
装置において利用されるチェック値ＩＣＶには以下のものがある。
【０３９６】
チェック値Ａ，ＩＣＶａ：コンテンツデータ中の識別情報、取扱方針の改竄を検証するた
めのチェック値。
チェック値Ｂ，ＩＣＶｂ：ブロック情報鍵Ｋｂｉｔ、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ、ブロック情
報の改竄を検証するためのチェック値。
コンテンツチェック値ＩＣＶｉ：コンテンツの各コンテンツブロックの改竄を検証するた
めのチェック値。
総チェック値ＩＣＶｔ：チェック値ＩＣＶａ、チェック値ＩＣＶｂ、各コンテンツブロッ
クのチェック値全ての改竄を検証するためのチェック値である。
再生器固有チェック値ＩＣＶｄｅｖ：ローカリゼーションフラグが１にセットされている
場合、すなわち、コンテンツが記録再生器固有に利用可能であることを示している場合に
、総チェック値ＩＣＶｔに置き換えられるチェック値であり、前述のチェック値Ａ：ＩＣ
Ｖａ、チェック値Ｂ：ＩＣＶｂ、さらにコンテンツのチェック対象となっている各ブロッ
クに含まれるチェック値ＩＣＶｉ全体に対するチェック値として生成される。
フォーマットによっては、ＩＣＶｔ、ＩＣＶｄｅｖがチェックする対象に含まれるのは、
各コンテンツブロックのチェック値ではなく、コンテンツそのものとなる場合もある。
【０３９７】
以上の各チェック値が本発明のデータ処理装置において用いられる。上記各チェック値の
中で、チェック値Ａ、チェック値Ｂ、総チェック値、コンテンツチェック値は、例えば図
３２～３５、および図６に示されるようにコンテンツデータを提供するコンテンツプロバ
イダ、あるいはコンテンツ管理者によって、それぞれの検証対象データに基づいてＩＣＶ
値が生成され、コンテンツと共にデータ中に格納されて記録再生器３００の利用者に提供
される。記録再生器の利用者、すなわちコンテンツ利用者は、このコンテンツを記録デバ
イスにダウンロードする際、または再生する際にそれぞれの検証対象データに基づいて検
証用のＩＣＶを生成して、格納済みのＩＣＶとの比較を行なう。また、再生器固有チェッ
ク値ＩＣＶｄｅｖは、コンテンツが記録再生器固有に利用可能であることを示している場
合に、総チェック値ＩＣＶｔに置き換えられて、記録デバイスに格納されるものである。
【０３９８】
チェック値の生成処理は、前述の実施例中では、主としてＤＥＳ－ＣＢＣによる生成処理
構成を説明してきた。しかし、ＩＣＶの生成処理態様には、上述の方法に限らず様々な生
成処理態様、さらに、様々な検証処理態様がある。特にコンテンツ提供者または管理者と
、コンテンツ利用者との関係においては、以下に説明する各種のＩＣＶ生成および検証処
理構成が可能である。
【０３９９】
図４６～図４８にチェック値ＩＣＶの生成者における生成処理と、検証者による検証処理
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を説明する図を示す。
【０４００】
図４６は、上述の実施例中で説明したＤＥＳ－ＣＢＣによるＩＣＶの生成処理を、例えば
コンテンツ提供者または管理者であるＩＣＶ生成者が行ない、生成したＩＣＶをコンテン
ツと共に記録再生器利用者、すなわち検証者に提供する構成である。この場合に記録再生
器利用者、すなわち検証者が検証処理の際に必要となる鍵は、例えば図１８に示す内部メ
モリ３０７に格納された各チェック値生成鍵である。コンテンツ利用者である検証者（記
録再生器利用者）は、内部メモリ３０７に格納されたチェック値生成鍵を使用して、検証
対象のデータにＤＥＳ－ＣＢＣを適用してチェック値を生成して格納チェック値と比較処
理を実行する。この場合、各チェック値生成鍵は、ＩＣＶの生成者と、検証者が秘密に共
有する鍵として構成される。
【０４０１】
図４７は、コンテンツ提供者または管理者であるＩＣＶの生成者が公開鍵暗号系のデジタ
ル署名によりＩＣＶを生成して、生成したＩＣＶをコンテンツと共にコンテンツ利用者、
すなわち検証者に提供する。コンテンツ利用者、すなわち検証者は、ＩＣＶ生成者の公開
鍵を保存し、この公開鍵を用いてＩＣＶの検証処理を実行する構成である。この場合、コ
ンテンツ利用者（記録再生器利用者）、すなわち検証者の有するＩＣＶ生成者の公開鍵は
秘密にする必要がなく、管理は容易となる。ＩＣＶの生成、管理が１つのエンティテイに
おいて実行される場合等、ＩＣＶの生成、管理が高いセキュリティ管理レベルで行われて
いる場合に適した態様である。
【０４０２】
図４８は、コンテンツ提供者または管理者であるＩＣＶの生成者が公開鍵暗号系のデジタ
ル署名によりＩＣＶを生成して、生成したＩＣＶをコンテンツと共にコンテンツ利用者、
すなわち検証者に提供し、さらに、検証者が検証に用いる公開鍵を公開鍵証明書（例えば
図１４参照）に格納してコンテンツデータと共に記録再生器利用者、すなわち検証者に提
供する。ＩＣＶの生成者が複数存在する場合には、各生成者は、公開鍵の正当性を証明す
るデータ（公開鍵証明書）を鍵管理センタに作成してもらう。
【０４０３】
ＩＣＶの検証者であるコンテンツ利用者は、鍵管理センタの公開鍵を持ち、検証者は公開
鍵証明書の検証を鍵管理センタの公開鍵によって実行し、正当性が確認されたら、その公
開鍵証明書に格納されたＩＣＶの生成者の公開鍵を取り出す。さらに、取り出したＩＣＶ
の生成者の公開鍵を用いてＩＣＶの検証を実行する。
【０４０４】
この方法は、ＩＣＶの生成者が複数あり、それらの管理を実行するセンタによる管理の実
行システムが確立している場合に有効な態様である。
【０４０５】
（１２）マスタ鍵に基づく暗号処理鍵生成構成
次に、本発明のデータ処理システムにおける特徴的な構成の１つである、マスタ鍵に基づ
く各種暗号処理用鍵の生成構成について説明する。
【０４０６】
先に図１８を用いて説明したように、本発明のデータ処理装置における記録再生器３００
の内部メモリには、様々なマスタ鍵が格納され、これらの各マスタ鍵を用いて、例えば認
証鍵Ｋａｋｅを生成（数３参照）したり、あるいは配送鍵Ｋｄｉｓを生成（数４参照）す
る構成となっている。
【０４０７】
従来、1対１のエンティテイ間、すなわちコンテンツプロバイダとコンテンツ利用者間、
あるいは、上述の本発明のデータ処理装置における記録再生器３００と記録メディア４０
０との間において暗号通信、相互認証、ＭＡＣ生成、検証等を行なう際には、各エンティ
テイに共通な秘密情報、例えば鍵情報を保持させていた。また、１対多の関係、例えば１
つのコンテンツプロバイダに対する多数のコンテンツ利用者、あるいは１つの記録再生器
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に対する多数の記録メディア等の関係においては、すべてのエンティテイ、すなわち多数
のコンテンツ利用者、あるいは多数の記録メディアにおいて共有させた秘密情報、例えば
鍵情報を格納保持させる構成とするか、あるいは、１つのコンテンツプロバイダが多数の
コンテンツ利用者各々の秘密情報(ｅｘ．鍵)を個別に管理し、これを各コンテンツ利用者
に応じて使い分けていた。
【０４０８】
しかしながら、上記のような１対多の利用関係がある場合、すべてが共有する秘密情報(
ｅｘ．鍵)を所有する構成においては、１箇所の秘密漏洩が発生すると同じ秘密情報(ｅｘ
．鍵)を利用している者すべてに影響が及ぶという欠点がある。また、１つの管理者、例
えばコンテンツプロバイダが多数のコンテンツ利用者各々の秘密情報(ｅｘ．鍵)を個別に
管理し、これを各コンテンツ利用者に応じて使い分ける構成とすると、すべての利用者を
識別し、かつその識別データに固有の秘密情報(ｅｘ．鍵)を対応づけたリストが必要とな
り、利用者の増大に伴うリストの保守管理の負担が増加するという欠点がある。
【０４０９】
本発明のデータ処理装置においては、このようなエンティテイ間における秘密情報の共有
における従来の問題点をマスター鍵の保有、およびマスター鍵から各種の個別鍵を生成す
る構成により解決した。以下、この構成について説明する。
【０４１０】
本発明のデータ処理装置においては、記録デバイスやコンテンツを格納したメディア、ま
たは記録再生器間での各種の暗号処理、認証処理等において異なる個別の鍵が必要になる
場合、その個別の鍵を、デバイスやメディアが固有に持つ識別子データ（ＩＤ）などの個
別情報と記録再生器３００内であらかじめ決められた個別鍵生成方式を用いて生成する。
この構成により万が一、生成された個別の鍵が特定された場合でもマスター鍵の漏洩を防
止すれば、システム全体への被害を防ぐことが可能となる。またマスター鍵によって鍵を
生成する構成により対応づけリストの管理も不要となる。
【０４１１】
具体的な構成例について、図を用いて説明する。まず、図４９に各種の鍵を記録再生器３
００の有する各種のマスタ鍵を用いて生成する構成を説明する図を示す。図４９のメディ
ア５００、通信手段６００からは、すでに説明した実施例と同様、コンテンツが入力され
る。コンテンツはコンテンツ鍵Ｋｃｏｎによって暗号化され、またコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ
は、配送鍵Ｋｄｉｓによって暗号化されている。
【０４１２】
例えば、記録再生器３００がメディア５００、通信手段６００からコンテンツを取り出し
て、記録デバイス４００にダウンロードしようとする場合、先の図２２、図３９～４１に
おいて説明したように、記録再生器３００は、コンテンツ鍵を暗号化している配送鍵Ｋｄ
ｉｓを取得することが必要となる。このＫｄｉｓをメディア５００、通信手段６００から
直接取得したり、あるいは予め記録再生器３００が取得して記録再生器３００内のメモリ
に格納しておくことも可能であるが、このような鍵の多数のユーザに対する配布構成は、
先にも説明したようにシステム全体に影響を及ぼす漏洩の可能性がある。
【０４１３】
本発明のデータ処理システムでは、この配送鍵Ｋｄｉｓを図４９の下部に示すように、記
録再生器３００のメモリに格納された配送鍵用マスター鍵ＭＫｄｉｓと、コンテンツＩＤ
に基づく処理、すなわちＫｄｉｓ＝ＤＥＳ（ＭＫｄｉｓ，コンテンツＩＤ）を適用して配
送鍵Ｋｄｉｓを生成する構成としている。本構成によれば、メディア５００、通信手段６
００からコンテンツを供給するコンテンツプロバイダとそのコンテンツ利用者である記録
再生器３００間におけるコンテンツ配布構成において、コンテンツプロバイダが多数存在
した場合であっても、個々の配送鍵Ｋｄｉｓをメディア、通信媒体等を介して流通させる
必要もなく、また、各記録再生器３００に格納する必要もなく、セキュリティを高度に保
つことが可能となる。
【０４１４】
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次に、認証鍵Ｋａｋｅの生成について説明する。先に説明した図２２、図３９～４１の記
録再生器３００から記録メディア４００に対するダウンロード処理、あるいは図２８，図
４２～４５で説明した記録メディア４００に格納されたコンテンツを記録再生器３００に
おいて実行、再生する場合、記録再生器３００と記録メディア４００間における相互認証
処理（図２０参照）が必要となる。
【０４１５】
図２０で説明したように、この認証処理において記録再生器３００は認証鍵Ｋａｋｅが必
要となる。記録再生器３００は、認証鍵を例えば記録メディア４００から直接取得したり
、あるいは予め記録再生器３００が取得して記録再生器３００内のメモリに格納しておく
ことも可能であるが、上述の配送鍵の構成と同様、このような鍵の多数のユーザに対する
配布構成は、システム全体に影響を及ぼす漏洩の可能性がある。
【０４１６】
本発明のデータ処理システムでは、この認証鍵Ｋａｋｅを図４９の下部に示すように、記
録再生器３００のメモリに格納された認証鍵用マスター鍵ＭＫａｋｅと、記録デバイス識
別ＩＤ：ＩＤｍｅｍに基づく処理、すなわちＫａｋｅ＝ＤＥＳ（ＭＫａｋｅ，ＩＤｍｅｍ
）によって認証鍵Ｋａｋｅを求める構成としている。
【０４１７】
さらに、図２２、図３９～４１の記録再生器３００から記録メディア４００に対するダウ
ンロード処理、あるいは図２８，図４２～４５で説明した記録メディア４００に格納され
たコンテンツを記録再生器３００において実行、再生する場合、記録再生器固有に利用可
能なコンテンツである場合の記録再生器固有チェック値ＩＣＶｄｅｖの生成処理に必要と
なる記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖについても上述の配送鍵、認証鍵と同様の構成とすること
ができる。上述の実施例中では、記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖは内部メモリに格納する構成
としていたが、記録再生器署名鍵用マスター鍵ＭＫｄｅｖをメモリに格納し、記録再生器
署名鍵Ｋｄｅｖは内部メモリに格納せず、必要に応じて図４９の下部に示すように記録再
生器識別子：ＩＤｄｅｖと記録再生器署名鍵用マスター鍵ＭＫｄｅｖに基づいて、Ｋｄｅ
ｖ＝ＤＥＳ（ＭＫｄｅｖ，ＩＤｄｅｖ）によって記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを求める構成
とすることで、記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを機器個別に持たせる必要がなくなるという利
点が挙げられる。
【０４１８】
このように、本発明のデータ処理装置においては、プロバイダと記録再生器、あるいは記
録再生器と記録デバイス間のような２つのエンテイテイ間における暗号情報処理に関する
手続きに必要な鍵等の情報をマスター鍵と各ＩＤから逐次的に生成する構成としたので、
鍵情報が各エンテイテイから漏洩した場合でも、個別の鍵による被害の範囲はより限定さ
れ、また前述したような個別のエンテイテイごとの鍵リストの管理も不要となる。
【０４１９】
本構成に関する複数の処理例についてフローを示して説明する。図５０は、コンテンツ製
作または管理者におけるマスター鍵を用いたコンテンツ等の暗号化処理と、ユーザデバイ
ス、例えば上述の実施例における記録再生器３００におけるマスター鍵を用いた暗号化デ
ータの復号処理例である。
【０４２０】
コンテンツ製作または管理者におけるステップＳ５０１は、コンテンツに対する識別子（
コンテンツＩＤ）を付与するステップである。ステップＳ５０２は、コンテンツ製作また
は管理者の有するマスター鍵とコンテンツＩＤとに基づいてコンテンツ等を暗号化する鍵
を生成するステップである。これは例えば、配送鍵Ｋｄｉｓを生成する工程とすれば、前
述のＫｄｉｓ＝ＤＥＳ（ＭＫｄｉｓ，コンテンツＩＤ）によって配送鍵Ｋｄｉｓを生成す
る。次に、ステップＳ５０３は、コンテンツの一部、または全部を鍵（例えば配送鍵Ｋｄ
ｉｓ）によって暗号化するステップである。コンテンツ製作者は、このようなステップを
経て暗号化処理を行なったコンテンツをＤＶＤ等のメディア、通信手段等を介して配信す
る。
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【０４２１】
一方、例えば記録再生器３００等のユーザデバイス側では、ステップＳ５０４において、
メディア、通信手段等を介して受領したコンテンツデータ中からコンテンツＩＤを読み出
す。次に、ステップＳ５０５において、読み出したコンテンツＩＤと所有するマスター鍵
に基づいて暗号化コンテンツの復号に適用する鍵を生成する。この生成処理は、配送鍵Ｋ
ｄｉｓを得るものである場合は、例えば配送鍵Ｋｄｉｓ＝ＤＥＳ（ＭＫｄｉｓ，コンテン
ツＩＤ）となる。ステップＳ５０６で、この鍵を用いてコンテンツを復号し、ステップＳ
５０７で復号コンテンツの利用、すなわち再生またはプログラムを実行する。
【０４２２】
この例においては、図５０下段に示すように、コンテンツ製作または管理者と、ユーザデ
バイスの双方がマスター鍵（例えば配送鍵生成用マスター鍵ＭＫｄｉｓ）を有し、コンテ
ンツの暗号化、復号に必要な配送鍵を逐次的にそれぞれの所有するマスター鍵と各ＩＤ（
コンテンツＩＤ）に基づいて生成する。
【０４２３】
このシステムでは、万が一配送鍵が第三者に漏洩した場合、そのコンテンツの復号が第三
者において可能となるが、コンテンツＩＤの異なる他のコンテンツの復号は防止すること
が可能であるため、１つのコンテンツ鍵の漏洩がシステム全体に及ぼす影響を最小限にす
ることができるという効果がある。また、ユーザデバイス側、すなわち記録再生器におい
て、コンテンツ毎の鍵の対応付けリストを保持する必要がないという効果もある。
【０４２４】
次に図５１を用いて、コンテンツ製作または管理者が複数のマスター鍵を所有して、コン
テンツの配信対象に応じた処理を実行する例について説明する。
【０４２５】
コンテンツ製作または管理者におけるステップＳ５１１は、コンテンツに対する識別子（
コンテンツＩＤ）を付与するステップである。ステップＳ５１２は、コンテンツ製作また
は管理者の有する複数のマスター鍵（例えば複数の配送鍵生成用マスター鍵ＭＫｄｉｓ）
から１つのマスター鍵を選択するステップである。この選択処理は図５２を用いてさらに
説明するが、コンテンツの利用者の国ごと、機種ごと、あるいは機種のバージョンごとな
どに対応付けて予め適用するマスター鍵を設定しておき、その設定に従って実行するもの
である。
【０４２６】
次に、ステップＳ５１３では、ステップＳ５１２で選択したマスター鍵と、ステップＳ５
１１で決定したコンテンツＩＤとに基づいて暗号化用の鍵を生成する。これは例えば、配
送鍵Ｋｄｉｓｉを生成する工程とすれば、Ｋｄｉｓｉ＝ＤＥＳ（ＭＫｄｉｓｉ，コンテン
ツＩＤ）によって生成する。次に、ステップＳ５１４はコンテンツの一部、または全部を
鍵（例えば配送鍵Ｋｄｉｓｉ）によって暗号化するステップである。コンテンツ製作者は
、ステップＳ５１５において、コンテンツＩＤと、使用したマスター鍵識別情報と、暗号
化コンテンツを１つの配布単位として暗号化処理を行なったコンテンツをＤＶＤ等のメデ
ィア、通信手段等を介して配信する。
【０４２７】
一方、例えば記録再生器３００等のユーザデバイス側では、ステップＳ５１６において、
ＤＶＤ等のメディア、通信手段等を介して配信されたコンテンツデータ中のマスター鍵識
別情報に対応するマスター鍵を自己が所有するか否かについて判定する。コンテンツデー
タ中のマスター鍵識別情報に対応するマスター鍵を持たない場合は、その配布コンテンツ
は、そのユーザデバイスにおいては利用できないものであり、処理は終了する。
【０４２８】
配信されたコンテンツデータ中のマスター鍵識別情報に対応するマスター鍵を自己が所有
する場合は、ステップＳ５１７において、メディア、通信手段等を介して受領したコンテ
ンツデータ中からコンテンツＩＤを読み出す。次に、ステップＳ５１８において、読み出
したコンテンツＩＤと所有するマスター鍵に基づいて暗号化コンテンツの復号に適用する
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鍵を生成する。この生成処理は、配送鍵Ｋｄｉｓｉを得るものである場合は、例えば配送
鍵Ｋｄｉｓｉ＝ＤＥＳ（ＭＫｄｉｓｉ，コンテンツＩＤ）となる。ステップＳ５１９で、
この鍵を用いてコンテンツを復号し、ステップＳ５２０で復号コンテンツの利用、すなわ
ち再生またはプログラムを実行する。
【０４２９】
この例においては、図５１下段に示すように、コンテンツ製作または管理者は、複数のマ
スター鍵、例えば複数の配送鍵生成用マスター鍵ＭＫｄｉｓ１～ｎからなるマスター鍵セ
ットを有する。一方、ユーザデバイスには１つのマスター鍵例えば１つの配送鍵生成用マ
スター鍵ＫＫｄｉｓｉを有し、コンテンツ製作または管理者がＭＫｄｉｓｉを用いて暗号
化処理している場合のみ、ユーザデバイスは、そのコンテンツを復号して利用することが
できる。
【０４３０】
この図５１のフローに示す態様の具体例として、国毎に異なるマスター鍵を適用した例を
図５２に示す。コンテンツプロバイダは、マスター鍵ＭＫ１～ｎを有し、ＭＫ１は日本向
けのユーザデバイスに配信するコンテンツの暗号化処理を実行する鍵生成に用いる。例え
ば、コンテンツＩＤとＭＫ１から暗号化鍵Ｋ１を生成してＫ１によってコンテンツを暗号
化する。また、ＭＫ２はＵＳ向けのユーザデバイスに配信するコンテンツの暗号化処理を
実行する鍵生成に用い、ＭＫ３はＥＵ（ヨーロッパ）向けのユーザデバイスに配信するコ
ンテンツの暗号化処理を実行する鍵生成に用いるよう設定している。
【０４３１】
一方、日本向けユーザデバイス、具体的には日本で販売されるＰＣまたはゲーム機器等の
記録再生器には、マスター鍵ＭＫ１がその内部メモリに格納され、ＵＳ向けユーザデバイ
スには、マスター鍵ＭＫ２がその内部メモリに格納され、ＥＵ向けユーザデバイスには、
マスター鍵ＭＫ３がその内部メモリに格納されている。
【０４３２】
このような構成において、コンテンツプロバイダは、コンテンツを利用可能なユーザデバ
イスに応じて、マスター鍵ＭＫ１～ｎから、マスター鍵を選択的に使用してユーザデバイ
スに配信するコンテンツの暗号化処理を実行する。例えばコンテンツを日本向けのユーザ
デバイスのみ利用可能とするためには、マスター鍵ＭＫ１を用いて生成された鍵Ｋ１によ
ってコンテンツを暗号化する。この暗号化コンテンツは、日本向けユーザデバイスに格納
されたマスター鍵ＭＫ１を用いて復号可能、すなわち復号鍵を生成可能であるが、他のＵ
Ｓ、またはＥＵ向けのユーザデバイスに格納されたマスター鍵ＭＫ２，ＭＫ３からは鍵Ｋ
１を得ることができないので、暗号化コンテンツの復号は不可能となる。
【０４３３】
このように、コンテンツプロバイダが複数のマスター鍵を選択的に使用することにより、
様々なコンテンツの利用制限を設定することができる。図５２では、ユーザデバイスの国
別にマスター鍵を区別する例を示したが、前述のように、ユーザデバイスの機種に応じて
、あるいはバージョンに応じてマスター鍵を切り換える等、様々な利用形態が可能である
。
【０４３４】
次に、図５３にメデイア固有の識別子、すなわちメディアＩＤとマスター鍵を組み合わせ
た処理例を示す。ここで。メディアとは例えばＤＶＤ、ＣＤ等のコンテンツを格納したメ
ディアである。メディアＩＤは、１つ１つのメディアごとに固有としてもよいし、たとえ
ば、映画などのコンテンツのタイトルごとに固有としてもよいし、メディアの製造ロット
ごとに固有としてもよい。このようにメディアＩＤの割り当て方法としては様々な方法を
用いることができる。
【０４３５】
メデイア製作または管理者におけるステップＳ５２１は、メディアに対する識別子（メデ
ィアＩＤ）を決定するステップである。ステップＳ５２２は、メディア製作または管理者
の有するマスター鍵とメディアＩＤとに基づいてメディア内の格納コンテンツ等を暗号化
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する鍵を生成するステップである。これは例えば、配送鍵Ｋｄｉｓを生成する工程とすれ
ば、前述のＫｄｉｓ＝ＤＥＳ（ＭＫｄｉｓ，メディアＩＤ）によって配送鍵Ｋｄｉｓを生
成する。次に、ステップＳ５２３は、メディア格納コンテンツの一部、または全部を鍵（
例えば配送鍵Ｋｄｉｓ）によって暗号化するステップである。メディア製作者は、このよ
うなステップを経て暗号化処理を行なったコンテンツ格納メディアを供給する。
【０４３６】
一方、例えば記録再生器３００等のユーザデバイス側では、ステップＳ５２４において、
供給されたメディアからメディアＩＤを読み出す。次に、ステップＳ５２５において、読
み出したメディアＩＤと所有するマスター鍵に基づいて暗号化コンテンツの復号に適用す
る鍵を生成する。この生成処理は、配送鍵Ｋｄｉｓを得るものである場合は、例えば配送
鍵Ｋｄｉｓ＝ＤＥＳ（ＭＫｄｉｓ，メディアＩＤ）となる。ステップＳ５２６で、この鍵
を用いてコンテンツを復号し、ステップＳ５２７で復号コンテンツの利用、すなわち再生
またはプログラムを実行する。
【０４３７】
この例においては、図５３下段に示すように、メディア製作または管理者と、ユーザデバ
イスの双方がマスター鍵（例えば配送鍵生成用マスター鍵ＭＫｄｉｓ）を有し、コンテン
ツの暗号化、復号に必要な配送鍵を逐次的にそれぞれの所有するマスター鍵と各ＩＤ（メ
ディアＩＤ）に基づいて生成する。
【０４３８】
このシステムでは、万が一メディア鍵が第三者に漏洩した場合、そのメディア内のコンテ
ンツの復号が第三者において可能となるが、メディアＩＤの異なる他のメディアに格納さ
れたコンテンツの復号は防止することが可能であるため、１つのメディア鍵の漏洩がシス
テム全体に及ぼす影響を最小限にすることができるという効果がある。また、ユーザデバ
イス側、すなわち記録再生器において、メディア毎の鍵の対応付けリストを保持する必要
がないという効果もある。また、１つのメディア鍵で暗号化されるコンテンツサイズは、
そのメデイア内に格納可能な容量に制限されるため、暗号文攻撃のために必要な情報量に
達する可能性は少なく、暗号解読の可能性を低減させることができる。
【０４３９】
次に、図５４に記録再生器固有の識別子、すなわち記録再生器ＩＤとマスター鍵を組み合
わせた処理例を示す。
【０４４０】
記録再生器利用者におけるステップＳ５３１は、記録再生器の例えば内部メモリに格納さ
れたマスター鍵と記録再生器ＩＤとに基づいてコンテンツ等を暗号化する鍵を生成するス
テップである。これは例えば、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎを生成する工程とすれば、Ｋｃｏｎ
＝ＤＥＳ（ＭＫｃｏｎ，記録再生器ＩＤ）によってコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを生成する。次
に、ステップＳ５３２は、格納するコンテンツの一部、または全部を鍵（例えば配送鍵Ｋ
ｃｏｎ）によって暗号化するステップである。ステップＳ５３３は、暗号化コンテンツを
例えばハードディスク等の記録デバイスに格納する。
【０４４１】
一方、記録再生器を管理するシステム管理者側では、コンテンツを格納した記録再生器利
用者から格納データの復旧を依頼されると、ステップＳ５３４において、記録再生器から
、記録再生器ＩＤを読み出す。次に、ステップＳ５３５において、読み出した記録再生器
ＩＤと所有するマスター鍵に基づいて暗号化コンテンツの復号に適用する鍵を生成する。
この生成処理は、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎを得るものである場合は、例えばコンテンツ鍵Ｋ
ｃｏｎ＝ＤＥＳ（ＭＫｃｏｎ，記録再生器ＩＤ）となる。ステップＳ５３６で、この鍵を
用いてコンテンツを復号する。
【０４４２】
この例においては、図５４下段に示すように、記録再生器利用者と、システム管理者の双
方がマスター鍵（例えばコンテンツ鍵生成用マスター鍵ＭＫｃｏｎ）を有し、コンテンツ
の暗号化、復号に必要な配送鍵を逐次的にそれぞれの所有するマスター鍵と各ＩＤ（記録
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再生器ＩＤ）に基づいて生成する。
【０４４３】
このシステムでは、万が一コンテンツ鍵が第三者に漏洩した場合、そのコンテンツの復号
が第三者において可能となるが、記録再生器ＩＤの異なる他の記録再生器用に暗号化され
たコンテンツの復号は防止することが可能であるため、１つのコンテンツ鍵の漏洩がシス
テム全体に及ぼす影響を最小限にすることができるという効果がある。また、システム管
理側、ユーザデバイス側両者において、コンテンツ毎の鍵の対応付けリストを保持する必
要がないという効果もある。
【０４４４】
図５５は、スレーブデバイス、例えばメモリカード等の記録デバイスと、ホストデバイス
、例えば記録再生器間における相互認証処理に用いる認証鍵をマスター鍵に基づいて生成
する構成である。先に説明した認証処理（図２０参照）では、スレーブデバイスの内部メ
モリに認証鍵を予め格納した構成としてあるが、これを図５５に示すように認証処理時に
マスター鍵に基づいて生成する構成とすることができる。
【０４４５】
例えば記録デバイスであるスレーブデバイスは、認証処理開始前の初期化処理として、ス
テップＳ５４１において、記録デバイスであるスレーブデバイスの内部メモリに格納した
マスター鍵とスレーブデバイスＩＤとに基づいて相互認証処理に用いる認証鍵Ｋａｋｅを
生成する。これは例えば、Ｋａｋｅ＝ＤＥＳ（ＭＫａｋｅ，スレーブデバイスＩＤ）によ
って生成する。次に、ステップＳ５４２において、生成した認証鍵をメモリに格納する。
【０４４６】
一方、例えば記録再生器等のホストデバイス側では、ステップＳ５４３において、装着さ
れた記録デバイス、すなわちスレーブデバイスから、通信手段を介してスレーブデバイス
ＩＤを読み出す。次に、ステップＳ５４４において、読み出したスレーブデバイスＩＤと
所有する認証鍵生成用マスター鍵に基づいて相互認証処理に適用する認証鍵を生成する。
この生成処理は、例えば認証鍵Ｋａｋｅ＝ＤＥＳ（ＭＫａｋｅ，スレーブデバイスＩＤ）
となる。ステップＳ５４５で、この認証鍵を用いて認証処理を実行する。
【０４４７】
この例においては、図５５下段に示すように、スレーブデバイスと、マスターデバイスの
双方がマスター鍵、すなわち認証鍵生成用マスター鍵ＭＫａｋｅを有し、相互認証処理に
必要な認証鍵を逐次的にそれぞれの所有するマスター鍵とスレーブデバイスＩＤに基づい
て生成する。
【０４４８】
このシステムでは、万が一認証鍵が第三者に漏洩した場合、その認証鍵は、そのスレーブ
デバイスのみに有効であるため、他のスレーブデバイスとの関係においては、認証が成立
しないことになり、鍵の漏洩によって発生する影響を最小限にすることができるという効
果がある。
【０４４９】
このように、本発明のデータ処理装置においては、コンテンツプロバイダと記録再生器、
あるいは記録再生器と記録デバイス間のような２つのエンテイテイ間における暗号情報処
理に関する手続きに必要な鍵等の情報をマスター鍵と各ＩＤから逐次的に生成する構成と
した。従って、鍵情報が各エンテイテイから漏洩した場合でも、個別の鍵による被害の範
囲はより限定され、また前述したような個別のエンテイテイごとの鍵リストの管理も不要
となる。
【０４５０】
（１３）暗号処理における暗号強度の制御
上述した実施例において、記録再生器３００と記録デバイス４００間での暗号処理は、説
明を理解しやすくするため、主として、先に図７を用いて説明したシングルＤＥＳ構成に
よる暗号処理を用いた例について説明してきた。しかしながら、本発明のデータ処理装置
において適用される暗号化処理方式は上述したシングルＤＥＳ方式に何ら限定されるもの
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ではなく、必要なセキュリティ状態に応じた暗号化方式を採用することが可能である。
【０４５１】
例えば先に説明した図８～図１０の構成のようなトリプルＤＥＳ方式を適用してもよい。
例えば図３に示す記録再生器３００の暗号処理部３０２と、記録デバイス４００の暗号処
理部４０１の双方において、トリプルＤＥＳ方式を実行可能な構成とし、図８～図１０で
説明したトリプルＤＥＳ方式による暗号処理に対応する処理を実行する構成が可能である
。
【０４５２】
しかしながら、コンテンツの提供者は、コンテンツに応じて処理速度を優先してコンテン
ツ鍵ＫｃｏｎをシングルＤＥＳ方式による６４ビット鍵構成とする場合もあり、また、セ
キュリティを優先してコンテンツ鍵ＫｃｏｎをトリプルＤＥＳ方式による１２８ビット、
または１９２ビット鍵構成とする場合もある。従って、記録再生器３００の暗号処理部３
０２と、記録デバイス４００の暗号処理部４０１の構成をトリプルＤＥＳ方式、シングル
ＤＥＳ方式いずれか一方の方式にのみ対応可能な構成とすることは好ましくない。従って
、記録再生器３００の暗号処理部３０２と、記録デバイス４００の暗号処理部４０１は、
シングルＤＥＳ、トリプルＤＥＳいずれの方式にも対応可能とする構成が望ましい。
【０４５３】
しかしながら、記録再生器３００の暗号処理部３０２と、記録デバイス４００の暗号処理
部４０１の暗号処理構成をシングルＤＥＳ方式、トリプルＤＥＳ方式の双方を実行可能な
構成とするためには、それぞれの別の回路、ロジックを構成しなければならない。例えば
、記録デバイス４００においてトリプルＤＥＳに対応する処理を実行するためには、先の
図２９に示すコマンドレジスタにトリプルＤＥＳの命令セットを新たに格納することが必
要となる。これは記録デバイス４００に構成する処理部の複雑化を招くこととなる。
【０４５４】
そこで、本発明のデータ処理装置は、記録デバイス４００側の暗号処理部４０１の有する
ロジックをシングルＤＥＳ構成として、かつトリプルＤＥＳ暗号化処理に対応した処理が
実行可能で、トリプルＤＥＳ方式による暗号化データ(鍵、コンテンツ等)を記録デバイス
の外部メモリ４０２に格納することを可能とした構成を提案する。
【０４５５】
例えば図３２に示すデータフォーマットタイプ０の例において、記録再生器３００から記
録デバイス４００に対してコンテンツデータのダウンロードを実行する際、先に説明した
フォーマットタイプ０のダウンロードのフローを示す図３９のステップＳ１０１で認証処
理を実行し、ここでセッション鍵Ｋｓｅｓを生成する。さらに、ステップＳ１１７におい
て、記録再生器３００側の暗号処理部３０２においてセッション鍵Ｋｓｅｓによるコンテ
ンツ鍵Ｋｃｏｎの暗号化処理が実行され、この暗号化鍵が記録デバイス４００に通信手段
を介して転送され、ステップＳ１１８において、この暗号化鍵を受信した記録デバイス４
００の暗号処理部４０３がセッション鍵Ｋｓｅｓによるコンテンツ鍵Ｋｃｏｎの復号処理
を実行し、さらに、保存鍵Ｋｓｔｒによるコンテンツ鍵Ｋｃｏｎの暗号化処理を実行して
、これを記録再生器３００の暗号処理部３０２に送信し、その後、記録再生器３００がデ
ータフォーマットを形成（ステップＳ１２１）してフォーマット化されたデータを記録デ
バイス４００に送信し、記録デバイス４００が受信したデータを外部メモリ４０２に格納
する処理を行なっている。
【０４５６】
上記処理においてステップＳ１１７，Ｓ１１８間において実行される記録デバイス４００
の暗号処理部４０１での暗号処理をシングルＤＥＳ、またはトリプルＤＥＳいずれかの方
式を選択的に実行可能な構成とすれば、コンテンツ提供業者がトリプルＤＥＳにしたがっ
たコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを用いたコンテンツデータを提供する場合も、またシングルＤＥ
Ｓにしたがったコンテンツ鍵Ｋｃｏｎを用いたコンテンツデータを提供する場合も、いず
れの場合にも対応可能となる。
【０４５７】
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図５６に本発明のデータ処理装置における記録再生器３００の暗号処理部３０２と、記録
デバイス４００の暗号処理部４０１との双方を用いてトリプルＤＥＳ方式に従った暗号処
理方法を実行する構成を説明するフローを示す。図５６では、一例として記録再生器３０
０からコンテンツデータを記録デバイス４００にダウンロードする際に実行される保存鍵
Ｋｓｔｒを用いたコンテンツ鍵Ｋｃｏｎの暗号化処理例であり、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎが
トリプルＤＥＳ方式による鍵である場合の例を示している。なお、ここでは、コンテンツ
鍵Ｋｃｏｎを代表して、その処理例を示すが、他の鍵、またはコンテンツ等、その他のデ
ータについても同様の処理が可能である。
【０４５８】
トリプルＤＥＳ方式においては、先の図８～１０において説明したように、シングルＤＥ
Ｓでは６４ビット鍵、トリプルＤＥＳ方式による場合は、１２８ビット、または１９２ビ
ット鍵構成として、２つ、または３つの鍵が用いられる処理である。これら３つのコンテ
ンツ鍵をそれぞれＫｃｏｎ１，Ｋｃｏｎ２，（Ｋｃｏｎ３）とする。Ｋｃｏｎ３は用いら
れない場合もあるので、かっこで示している。
【０４５９】
図５６の処理について説明する。ステップＳ３０１は記録再生器３００と、記録デバイス
４００間での相互認証処理ステップである。この相互認証処理ステップは、先に説明した
図２０の処理によって実行される。なお、この認証処理の際、セッション鍵Ｋｓｅｓが生
成される。
【０４６０】
ステップＳ３０１の認証処理が終了すると、ステップＳ３０２において、各チェック値、
チェック値Ａ，チェック値Ｂ、コンテンツチェック値、総チェック値、各ＩＣＶの照合処
理が実行される。
【０４６１】
これらのチェック値（ＩＣＶ）照合処理が終了し、データ改竄がないと判定されると、ス
テップＳ３０３に進み、記録再生器３００において、記録再生器暗号処理部３０２の制御
部３０６は、記録再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８を使って、先に取り出
したまたは生成した配送鍵Ｋｄｉｓを用いて、受信したメディア５００、または、通信部
３０５を介して通信手段６００から受信したデータのヘッダ部に格納されたコンテンツ鍵
Ｋｃｏｎの復号化処理を行う。この場合のコンテンツ鍵は、トリプルＤＥＳ方式による鍵
であり、コンテンツ鍵Ｋｃｏｎ１，Ｋｃｏｎ２，（Ｋｃｏｎ３）である。
【０４６２】
次に、ステップＳ３０４において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録
再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８において、ステップＳ３０３で復号化し
たコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ１，Ｋｃｏｎ２，（Ｋｃｏｎ３）の中のコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ１
のみを相互認証の際に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化する。
【０４６３】
記録再生器３００の制御部３０１は、セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化されたコンテンツ鍵
Ｋｃｏｎ１を含むデータを記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２から読み出し
、これらのデータを記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介して記録デ
バイス４００に送信する。
【０４６４】
次に、ステップＳ３０５において、記録再生器３００から送信されてきたコンテンツ鍵Ｋ
ｃｏｎ１を受信した記録デバイス４００は、受信したコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ１を記録デバ
イス暗号処理部４０１の暗号／復号化部４０６に、相互認証の際に共有しておいたセッシ
ョン鍵Ｋｓｅｓで復号化する。さらに、ステップＳ３０６において、記録デバイス暗号処
理部４０１の内部メモリ４０５に保存してある記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで再暗
号化させて、通信部４０４を介して記録再生器３００に送信する。
【０４６５】
次に、ステップＳ３０７において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録
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再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８において、ステップＳ３０３で復号化し
たコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ１，Ｋｃｏｎ２，（Ｋｃｏｎ３）の中のコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ２
のみを相互認証の際に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化する。
【０４６６】
記録再生器３００の制御部３０１は、セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化されたコンテンツ鍵
Ｋｃｏｎ２を含むデータを記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２から読み出し
、これらのデータを記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介して記録デ
バイス４００に送信する。
【０４６７】
次に、ステップＳ３０８において、記録再生器３００から送信されてきたコンテンツ鍵Ｋ
ｃｏｎ２を受信した記録デバイス４００は、受信したコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ２を記録デバ
イス暗号処理部４０１の暗号／復号化部４０６に、相互認証の際に共有しておいたセッシ
ョン鍵Ｋｓｅｓで復号化する。さらに、ステップＳ３０９において、記録デバイス暗号処
理部４０１の内部メモリ４０５に保存してある記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで再暗
号化させて、通信部４０４を介して記録再生器３００に送信する。
【０４６８】
次に、ステップＳ３１０において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録
再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８において、ステップＳ３０３で復号化し
たコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ１，Ｋｃｏｎ２，（Ｋｃｏｎ３）の中のコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ３
のみを相互認証の際に共有しておいたセッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化する。
【０４６９】
記録再生器３００の制御部３０１は、セッション鍵Ｋｓｅｓで暗号化されたコンテンツ鍵
Ｋｃｏｎ３を含むデータを記録再生器３００の記録再生器暗号処理部３０２から読み出し
、これらのデータを記録再生器３００の記録デバイスコントローラ３０３を介して記録デ
バイス４００に送信する。
【０４７０】
次に、ステップＳ３１１において、記録再生器３００から送信されてきたコンテンツ鍵Ｋ
ｃｏｎ３を受信した記録デバイス４００は、受信したコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ３を記録デバ
イス暗号処理部４０１の暗号／復号化部４０６に、相互認証の際に共有しておいたセッシ
ョン鍵Ｋｓｅｓで復号化する。さらに、ステップＳ３１２において、記録デバイス暗号処
理部４０１の内部メモリ４０５に保存してある記録デバイス固有の保存鍵Ｋｓｔｒで再暗
号化させて、通信部４０４を介して記録再生器３００に送信する。
【０４７１】
次にステップＳ３１３において、記録再生器の暗号処理部は、図３２～３５で説明した各
種のデータフォーマットを形成して、記録デバイス４００に送信する。
【０４７２】
最後にステップＳ３１４において、記録デバイス４００は、フォーマット形成が終了した
受信データを外部メモリ４０２に格納する。このフオーマットデータには、保存鍵Ｋｓｔ
ｒで暗号化されたコンテンツ鍵Ｋｃｏｎ１，Ｋｃｏｎ２，（Ｋｃｏｎ３）を含んでいる。
【０４７３】
このような処理を実行することにより、記録デバイス４００に格納するコンテンツ鍵をト
リプルＤＥＳ方式の暗号方式による鍵として格納することが可能となる。なお、コンテン
ツ鍵がＫｃｏｎ１，Ｋｃｏｎ２の２つの鍵である場合は、ステップＳ３１０～Ｓ３１２の
処理は省略される。
【０４７４】
このように、記録デバイス４００は、同じ態様の処理、すなわちステップＳ３０５，Ｓ３
０６の処理ステップを複数回、その対象を変更するのみで繰り返し実行することにより、
トリプルＤＥＳの適用された鍵をメモリに格納可能となる。コンテンツ鍵Ｋｃｏｎがシン
グルＤＥＳの適用鍵である場合は、ステップＳ３０５，Ｓ３０６を実行して、ステップＳ
３１３のフォーマット化処理を実行してメモリに格納すればよい。このような構成は、ス
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テップＳ３０５，Ｓ３０６の処理を実行するコマンドを先に説明した図２９のコマンドレ
ジスタに格納し、この処理をコンテンツ鍵の態様、すなわちトリプルＤＥＳ方式か、シン
グルＤＥＳ方式かによって、適宜１回～３回実行する構成とすればよい。従って、記録デ
バイス４００の処理ロジック中にトリプルＤＥＳの処理方式を含ませることなく、トリプ
ルＤＥＳ方式、シングルＤＥＳ方式、の双方の処理が可能となる。なお、暗号化方式につ
いては、コンテンツデータのヘッダ部内の取扱方針に記録し、これを参照することで判定
することが可能である。
【０４７５】
（１４）コンテンツデータにおける取扱方針中の起動優先順位に基づくプログラム起動処
理
先に説明した図４～６のコンテンツデータ構成から理解されるように、本発明のデータ処
理装置において利用されるコンテンツデータのヘッダ部に格納された取扱方針には、コン
テンツタイプ、起動優先順位情報が含まれる。本発明のデータ処理装置における記録再生
器３００は、記録デバイス４００、あるいは、ＤＶＤ、ＣＤ、ハードディスク、さらには
ゲームカートリッジ等の各種記録媒体に記録されたアクセス可能なコンテンツデータが複
数存在する場合、これらコンテンツの起動順位を起動優先順位情報に従って決定する。
【０４７６】
記録再生器３００は、各記録デバイスＤＶＤ装置、ＣＤドライブ装置、ハードデイスクド
ライブ装置等各種記録デバイスとの認証処理を実行後、コンテンツデータ中の優先順位情
報に従って、最も優先順位の高いコンテンツデータ中のプログラムを優先して実行する。
以下、この「コンテンツデータにおける取扱方針中の起動優先順位に基づくプログラム起
動処理」について説明する。
【０４７７】
上述した本発明のデータ処理装置実施例の説明においては、記録再生器３００が１つの記
録デバイス４００からコンテンツデータを再生、実行する場合の処理を中心として説明し
た。しかし、一般に記録再生器３００は、図２に示すように記録デバイス４００の他に、
読み取り部３０４を介してＤＶＤ、ＣＤ、ハードディスク、さらに、ＰＩＯ１１１、ＳＩ
Ｏ１１２を介して接続されるメモリカード、ゲームカートリッジ等、各種記録媒体にアク
セス可能な構成を有する。なお、図２では、図の複雑化を避けるため読み取り部３０４を
１つのみ記載しているが、記録再生器３００は、異なる記憶媒体、例えばＤＶＤ、ＣＤ、
フロッピーディスク、ハードディスクを並列に装着可能である。
【０４７８】
記録再生器３００は、複数の記憶媒体にアクセス可能であり、それぞれの記憶媒体にはそ
れぞれコンテンツデータが格納されている。例えばＣＤ等外部のコンテンツプロバイダが
供給するコンテンツデータは、前述の図４のデータ構成でメディアに格納され、これらの
メディアまたは、通信手段を介してダウンロードした場合には、図２６、図２７のコンテ
ンツデータ構成でメモリカード等の各記憶媒体に格納されている。さらに、具体的には、
コンテンツデータのフォーマットタイプに応じて図３２～３５に示すようにメディア上、
記録デバイス上でそれぞれ異なるフォーマットで格納される。しかし、いずれの場合にも
コンテンツデータのヘッダ中の取扱方針にはコンテンツタイプ、起動優先順位情報が含ま
れる。
【０４７９】
これら、複数のコンテンツデータに対するアクセスが可能な場合の記録再生器のコンテン
ツ起動処理をフローに従って説明する。
【０４８０】
図５７は、起動可能コンテンツが複数ある場合の処理例（１）を示す処理フローである。
ステップＳ６１１は、記録再生器３００がアクセス可能な記録デバイスの認証処理を実行
するステップである。アクセス可能な記録デバイスには、メモリカード、ＤＶＤ装置、Ｃ
Ｄドライブ、ハードディスク装置、さらに、例えばＰＩＯ１１１、ＳＩＯ１１２を介して
接続されるゲームカートリッジ等が含まれる。認証処理は、図２で示す制御部３０１の制
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御のもとに各記録デバイスに対して例えば先に図２０で説明した手順に従って実行される
。
【０４８１】
次に、ステップＳ６１２おいて、認証に成功した記録デバイス内のメモリに格納されたコ
ンテンツデータから起動可能なプログラムを検出する。これは、具体的には、コンテンツ
データの取扱方針に含まれるコンテンツタイプがプログラムであるものを抽出する処理と
して実行される。
【０４８２】
次に、ステップＳ６１３において、ステップＳ６１２で抽出された起動可能なプログラム
における起動優先順位を判定する。これは、具体的には、ステップＳ６１２において選択
された複数の起動可能なコンテンツデータのヘッダ中の取扱情報に含まれる優先情報を比
較して最も高い優先順位を選択する処理である。
【０４８３】
次にステップＳ６１４で選択されたプログラムを起動する。なお、複数の起動可能なプロ
グラムにおいて設定された優先順位が同じである場合には、記録デバイス間でデフォルト
の優先順位を設定し、最優先されるデバイスに格納されたコンテンツプログラムを実行す
る。
【０４８４】
図５８には、複数の記録デバイスに識別子を設定し、各識別子の付された記録デバイスに
ついて順次、認証処理、コンテンツプログラム検索を実行する処理態様、すなわち起動可
能コンテンツが複数ある場合の処理例（２）を示した。
【０４８５】
ステップＳ６２１では、記録再生器３００に装着された記録デバイス（ｉ）の認証処理（
図２０参照）を実行するステップである。複数(ｎ個)の記録デバイスには順次１～ｎの識
別子が付与されている。
【０４８６】
ステップＳ６２２では、ステップＳ６２１での認証が成功したか否かを判定し、認証が成
功した場合は、ステップＳ６２３に進み、その記録デバイス（ｉ）の記録媒体中から起動
可能プログラムを検索する。認証が成功しなかった場合は、ステップＳ６２７に進み、新
たコンテンツ検索可能な記録デバイスの有無を判定し、無い場合は処理を終了し、記録デ
バイスが存在する場合は、ステップＳ６２８に進み記録デバイス識別子ｉを更新し、ステ
ップＳ６２１以降の認証処理ステップを繰り返す。
【０４８７】
ステップＳ６２３における処理は、記録デバイス（ｉ）に格納されたコンテンツデータか
ら起動可能なプログラムを検出する処理である。これは、具体的には、コンテンツデータ
の取扱方針に含まれるコンテンツタイプがプログラムであるものを抽出する処理として実
行される。
【０４８８】
ステップＳ６２４では、コンテンツタイプがプログラムであるものが抽出されたか否かを
判定し、抽出された場合は、ステップＳ６２５において、抽出プログラム中最も優先順位
の高いものを選択し、ステップＳ６２６において選択プログラムを実行する。
【０４８９】
ステップＳ６２４において、コンテンツタイプがプログラムであるものが抽出されなかっ
たと判定された場合には、ステップＳ６２７に進み、新たコンテンツ検索な記録デバイス
の有無を判定し、無い場合は処理を終了し、記録デバイスが存在する場合は、ステップＳ
６２８に進み記録デバイス識別子ｉを更新し、ステップＳ６２１以降の認証処理ステップ
を繰り返す。
【０４９０】
図５９は、起動可能コンテンツが複数ある場合の処理例（３）を示す処理フローである。
ステップＳ６５１は、記録再生器３００がアクセス可能な記録デバイスの認証処理を実行
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するステップである。アクセス可能なＤＶＤ装置、ＣＤドライブ、ハードディスク装置、
メモリカード、ゲームカートリッジ等の認証処理を実行する。認証処理は、図２で示す制
御部３０１の制御のもとに各記録デバイスに対して例えば先に図２０で説明した手順に従
って実行される。
【０４９１】
次に、ステップＳ６５２おいて、認証に成功した記録デバイス内のメモリに格納されたコ
ンテンツデータから起動可能なプログラムを検出する。これは、具体的には、コンテンツ
データの取扱方針に含まれるコンテンツタイプがプログラムであるものを抽出する処理と
して実行される。
【０４９２】
次に、ステップＳ６５３において、ステップＳ６５２で抽出された起動可能なプログラム
の名称等の情報を表示手段に表示する。なお、表示手段は図２では示されていないが、Ａ
Ｖ出力データとして出力されたデータが図示しない表示手段に出力される構成となってい
る。なお、各コンテンツデータのプログラム名等のユーザ提供情報は、コンテンツデータ
の識別情報中に格納されており、図２に示すメインＣＰＵ１０６の制御のもとに制御部３
０１を介して認証済みの各コンテンツデータのプログラム名称等、プログラム情報を出力
手段に出力する。
【０４９３】
次にステップＳ６５４では、図２に示す入力インタフェース、コントローラ、マウス、キ
ーボード等の入力手段からのユーザによるプログラム選択入力を入力インタフェース１１
０を介してメインＣＰＵ１０６が受領し、選択入力にしたがって、ステップＳ６５５にお
いてユーザ選択プログラムを実行する。
【０４９４】
このように本発明のデータ処理装置では、コンテンツデータ中のヘッダ内の取扱情報にプ
ログラム起動優先順位情報を格納し、記録再生器３００がこの優先順位に従ってプログラ
ムを起動する、あるいは表示手段に起動プログラム情報を表示してユーザによって選択す
る構成としたので、ユーザがプログラムを検索する必要がなく、起動に要する時間および
ユーザの労力を省くことが可能となる。また、起動可能なプログラムは、すべて記録デバ
イスの認証処理後に起動、または起動可能プログラムであることの表示がなされるので、
プログラムを選択してから正当性の確認を行なう等の処理の煩雑性が解消される。
【０４９５】
（１５）コンテンツ構成および再生（伸長）処理
本発明のデータ処理装置では、上述したように記録再生器３００は、メディア５００また
は通信手段６００からコンテンツをダウンロード、あるいは記録デバイス４００から再生
処理を行う。上記の説明は、コンテンツのダウンロード、あるいは再生処理に伴う、暗号
化データの処理を中心として説明してきた。
【０４９６】
図３の記録再生器３００における制御部３０１は、コンテンツデータを提供するＤＶＤ等
のデバイス５００、通信手段６００、記録デバイスからのコンテンツデータのダウンロー
ド処理、または再生処理に伴う認証処理、暗号化、復号化処理全般を制御する。
【０４９７】
これらの処理結果として得られた再生可能なコンテンツは、例えば音声データ、画像デー
タ等である。復号データは制御部３０１から図２に示すメインＣＰＵの制御下に置かれ、
音声データ、画像データ等に応じてＡＶ出力部に出力される。しかし、コンテンツが例え
ば音声データであってＭＰ３圧縮がなされていれば、図２に示すＡＶ出力部のＭＰ３デコ
ーダによって音声データの復号処理がなされて出力される。また、コンテンツデータが画
像データであり、ＭＰＥＧ２圧縮画像であれば、ＡＶ処理部のＭＰＥＧ２デコーダによっ
て伸長処理が実行されて出力されることになる。このように、コンテンツデータに含まれ
るデータは、圧縮（符号化）処理がなされている場合もあり、また圧縮処理の施されてい
ないデータもあり、コンテンツに応じた処理を施して出力する。
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【０４９８】
しかしながら、圧縮処理、伸長処理プログラムには、様々な種類があり、コンテンツプロ
バイダから圧縮データを提供されても対応する伸長処理実行プログラムが無い場合は、こ
れを再生することができないという事態が発生する。
【０４９９】
そこで、本発明のデータ処理装置は、データコンテンツ中に、圧縮データとその復号（伸
長）処理プログラムを併せて格納する構成、あるいは圧縮データと復号（伸長）処理プロ
グラムとのリンク情報をコンテンツデータのヘッダ情報として格納する構成を開示する。
【０５００】
図２に示したデータ処理全体図から、本構成に関する要素および関連要素を簡潔にまとめ
た図を図６０に示す。記録再生器３００は、例えばＤＶＤ，ＣＤ等のデバイス５００、ま
たは通信手段６００、あるいはコンテンツを格納したメモリカード等の記録デバイス４０
０から様々なコンテンツの提供を受ける。これらのコンテンツは、音声データ、静止画像
、動画像データ、プログラムデータ等であり、また暗号化処理の施されているもの、施さ
れていないもの、また、圧縮処理がなされているもの、なされていないもの等、様々なデ
ータが含まれる。
【０５０１】
受領コンテンツが暗号化されている場合は、すでに上述した項目中で説明したような手法
によって制御部３０１の制御、および暗号処理部３０２の暗号処理によって復号処理が実
行される。復号されたデータはメインＣＰＵ１０６の制御下で、ＡＶ処理部に１０９に転
送されて、ＡＶ処理部１０９のメモリ３０９０に格納された後、コンテンツ解析部３０９
１においてコンテンツ構成の解析が実行される。例えばコンテンツ中にデータ伸長プログ
ラムが格納されていれば、プログラム記憶部３０９３にプログラムを格納し、音声データ
、画像データ等のデータが含まれていればこれらをデータ記憶部３０９２に記憶する。伸
長処理部３０９４では、プログラム記憶部に記憶された例えばＭＰ３等の伸長処理プログ
ラムを用いてデータ記憶部３０９２に記憶された圧縮データの伸長処理を実行して、スピ
ーカ３００１、モニタ３００２に出力される。
【０５０２】
次に、ＡＶ処理部１０９が制御部３０１を介して受領するデータの構成および処理のいく
つかの例について説明する。なお、ここでは、コンテンツの例として音声データを示し、
また圧縮プログラムの例としてＭＰ３を適用したものを代表して説明するが、本構成は、
音声データのみならず、画像データにも適用できるものであり、また、圧縮伸長処理プロ
グラムについてもＭＰ３のみならず、ＭＰＥＧ２，４等各種のプログラムを適用すること
が可能である。
【０５０３】
図６１にコンテンツ構成例を示す。図６１はＭＰ３によって圧縮された音楽データ６１０
２、ＭＰ３復号（伸長）処理プログラム６１０１を併せて１つのコンテンツとして構成し
た例である。これらのコンテンツは、１コンテンツとしてメディア５００、あるいは記録
デバイス４００に格納され、または通信手段６００から配信される。記録再生器３００は
、これらのコンテンツが先に説明した通り、暗号化されているものであれば、暗号処理部
３０３によって復号処理を実行した後、ＡＶ処理部１０９に転送される。
【０５０４】
ＡＶ処理部１０９のコンテンツ解析部３０９１では、受け取ったコンテンツを解析し、音
声データ伸長プログラム（ＭＰ３デコーダ）部と、圧縮音声データ部からなるコンテンツ
から、音声データ伸長プログラム（ＭＰ３デコーダ）部を取り出してプログラム記憶部３
０９３にプログラムを記憶し、圧縮音声データをデータ記憶部３０９２に記憶する。なお
、コンテンツ解析部３０９１は、コンテンツとは別に受領したコンテンツ名、コンテンツ
構成情報等の情報を受領したり、あるいはコンテンツ内に含まれるデータ名等の識別デー
タ、データ長、データ構成等を示すデータに基づいてコンテンツ解析を実行してもよい。
次に、圧縮伸長処理部３０９４は、プログラム記憶部３０９３に記憶された音声データ伸
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長プログラム（ＭＰ３デコーダ）に従ってデータ記憶部３０９２に記憶されたＭＰ３圧縮
音声データの伸長処理を実行して、ＡＶ処理部１０９は伸長した音声データをスピーカ３
００１に出力する。
【０５０５】
図６２に図６１のコンテンツ構成を持つデータの再生処理の一例を示すフローを示す。ス
テップＳ６７１は、ＡＶ処理部１０９のメモリ３０９０に格納されたデータ名、例えば音
楽データのコンテンツであれば曲名等の情報をコンテンツとは別に受領した情報、あるい
はコンテンツ内のデータから取り出し、モニタ３００２に表示する。ステップＳ６７２は
、ユーザの選択をスイッチ、キーボード等の各種入力手段から入力インタフェース１１０
を介して受領し、ＣＰＵ１０６の制御のもとにユーザ入力データに基づく再生処理命令を
ＡＶ処理部１０９に出力する。ＡＶ処理部１０９は、ステップＳ６７３においてユーザ選
択によるデータの抽出、伸長処理を実行する。
【０５０６】
次に図６３に、１つのコンテンツには圧縮音声データ、あるいは伸長処理プログラムのい
ずれか一方が含まれ、さらに各コンテンツのヘッダ情報としてコンテンツの内容を示すコ
ンテンツ情報が含まれる構成例を示す。
【０５０７】
図６３に示すように、コンテンツがプログラム６２０２である場合は、ヘッダ情報６２０
１としてプログラムであること、およびプログラム種類がＭＰ３伸長プログラムであるこ
とを示すコンテンツ識別情報が含まれる。一方、音声データ６２０４をコンテンツとして
含む場合は、ヘッダ６２０３のコンテンツ情報にはＭＰ３圧縮データであるとの情報が含
まれる。このヘッダ情報は、前述した例えば図４に示すコンテンツデータ構成の取扱方針
（図５参照）中に含まれるデータから再生に必要な情報のみを選択してＡＶ処理部１０９
へ転送するコンテンツに付加して構成することが可能である。具体的には、図５に示す「
取扱方針」中の各構成データに暗号処理部３０２において必要となる取扱方針データと、
ＡＶ処理部１０９における再生処理時に必要となるデータとの識別値を付加し、これら識
別値が、ＡＶ処理部１０９において必要であることを示すもののみを抽出してヘッダ情報
とすることができる。
【０５０８】
図６３に示す各コンテンツを受領したＡＶ処理部１０９のコンテンツ解析部３０９１は、
ヘッダ情報に従って、プログラムである場合はプログラムコンテンツをプログラム記憶部
３０９３に記憶し、データである場合は、データコンテンツをデータ記憶部３０９２に記
憶する。その後、圧縮伸長処理部３０９４は、データ記憶部からデータを取り出して、プ
ログラム記憶部３０９３に記憶したＭＰ３プログラムに従って伸長処理を実行して出力す
る。なお、プログラム記憶部３０９３にすでに同一プログラムが格納されている場合は、
プログラム格納処理は省略してもよい。
【０５０９】
図６４に図６３のコンテンツ構成を持つデータの再生処理の一例を示すフローを示す。ス
テップＳ６７５は、ＡＶ処理部１０９のメモリ３０９０に格納されたデータ名、例えば音
楽データのコンテンツであれば曲名等の情報をコンテンツとは別に受領した情報、あるい
はコンテンツ内のヘッダから取り出し、モニタ３００２に表示する。ステップＳ６７６は
、ユーザの選択をスイッチ、キーボード等の各種入力手段から入力インタフェース１１０
を介して受領する。
【０５１０】
次に、ステップＳ６７７では、ユーザ選択に対応するデータの再生用プログラム（例えば
ＭＰ３）を検索する。このプログラム検索対象は、記録再生機器３００のアクセス可能な
範囲を最大検索範囲とすることが好ましく、例えば図６０に示す、各メディア５００、通
信手段６００、記録デバイス４００等も検索範囲とする。
【０５１１】
ＡＶ処理部１０９に渡されるコンテンツはデータ部のみであり、プログラムコンテンツは
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記録再生器３００内の他の記録媒体に格納される場合もあり、ＤＶＤ、ＣＤ等のメディア
を介してコンテンツ提供業者から提供されることもある。従って、検索対象を記録再生機
器３００のアクセス格納な範囲を検索範囲とする。検索の結果として再生プログラムが見
つかると、ＣＰＵ１０６の制御のもとにユーザ入力データに基づく再生処理命令をＡＶ処
理部１０９に出力する。ＡＶ処理部１０９は、ステップＳ６７９においてユーザ選択によ
るデータの抽出、伸長処理を実行する。また、別の実施例として、プログラムの検索をス
テップＳ６７５より前に行い、ステップＳ６７５においては、プログラムが検出されたデ
ータのみを表示するようにしてもよい。
【０５１２】
次に図６５に、１つのコンテンツに圧縮音声データ６３０３、伸長処理プログラム６３０
２が含まれ、さらにコンテンツのヘッダ情報６３０１としてコンテンツの再生優先順位情
報が含まれる構成例を示す。これは、先の図６１のコンテンツ構成にヘッダ情報として再
生優先順位情報を付加した例である。これは、前述の「（１４）コンテンツデータにおけ
る取扱方針中の起動優先順位に基づくプログラム起動処理」と同様、ＡＶ処理部１０９が
受領したコンテンツ間において設定された再生優先順位に基づいて再生順を決定するもの
である。
【０５１３】
図６６に図６５のコンテンツ構成を持つデータの再生処理の一例を示すフローを示す。ス
テップＳ６８１は、ＡＶ処理部１０９のメモリ３０９０に格納されたデータ、すなわち再
生対象データのデータ情報を検索リストに設定する。検索リストはＡＶ処理部１０９内の
メモリの一部領域を使用して設定する。次に、ステップＳ６８２において、ＡＶ処理部１
０９のコンテンツ解析部３０９１において検索リストから優先順位の高いデータを選択し
、ステップＳ６８３において、選択されたデータの再生処理を実行する。
【０５１４】
次に図６７に、１つのコンテンツにヘッダ情報とプログラムデータ６４０２、あるいはヘ
ッダ情報６４０３と、圧縮データ６４０４のいずれかの組合せから成る例において、デー
タコンテンツのヘッダ６４０３にのみ、再生優先順位情報が付加されている構成例を示す
。
【０５１５】
図６８に図６７のコンテンツ構成を持つデータの再生処理の一例を示すフローを示す。ス
テップＳ６９１は、ＡＶ処理部１０９のメモリ３０９０に格納されたデータ、すなわち再
生対象データのデータ情報を検索リストに設定する。検索リストはＡＶ処理部１０９内の
メモリの一部領域を使用して設定する。次に、ステップＳ６９２において、ＡＶ処理部１
０９のコンテンツ解析部３０９１において検索リストから優先順位の高いデータを選択す
る。
【０５１６】
次に、ステップＳ６９３では、選択されたデータに対応するデータ再生用プログラム（例
えばＭＰ３）を検索する。このプログラム検索対象は、先の図６４のフローにおける処理
と同様、記録再生機器３００のアクセス格納な範囲を最大検索範囲とすることが好ましく
、例えば図６０に示す各メディア５００、通信手段６００、記録デバイス４００等も検索
範囲とする。
【０５１７】
検索の結果として再生プログラムが見つかる（ステップＳ６９４でＹｅｓ）と、ステップ
Ｓ６９５において、選択されたデータを検索の結果得られたプログラムを用いて、伸長再
生処理を実行する。
【０５１８】
一方、検索結果としてプログラムが検出されなかった場合（ステップＳ６９４でＹｅｓ）
は、ステップＳ６９６に進み、ステップＳ６９１で設定した検索リスト中に含まれる他の
データにおいて、同一のプログラムを用いた再生処理が必要なものを削除する。これは、
新たにそのデータに対する再生プログラム検索を実行しても検出されないことが明らかで
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あるからである。さらに、ステップＳ６９７において検索リストが空であるかを判定し、
からでない場合は、ステップＳ６９２に戻り、さらに次の優先順位の高いデータを抽出し
て、プログラム検索処理を実行する。
【０５１９】
このように、本構成によれば、圧縮処理されたコンテンツは、その復号(伸長)ブログラム
と共に構成されるか、あるいはコンテンツが圧縮されたデータのみ、あるいは伸長処理プ
ログラムのみである場合は、それぞれのコンテンツにコンテンツがどのような圧縮データ
であるのか、あるいはどのような処理を実行するかを示すヘッダ情報を有しているので、
コンテンツを受領した処理部（例えばＡＶ処理部）は、圧縮データに付属する伸長処理プ
ログラムを用いて伸長再生処理を実行するか、あるいは伸長処理プログラムを圧縮データ
のヘッダ情報に基づいて検索して、検索の結果得られたプログラムにしたがって伸長再生
処理を実行するので、ユーザによるデータの伸長プログラムの選択、検索等の処理が不要
となりユーザ負担が軽減され、効率的なデータ再生が可能となる。さらに、ヘッダに再生
優先順位情報を有した構成によれば、再生順序を自動設定する構成が可能となり、ユーザ
による再生順設定の操作を省略することができる。
【０５２０】
なお、上述の実施例では、圧縮音声データコンテンツ、および音声圧縮データの伸長処理
プログラムとしてのＭＰ３を例として説明したが、圧縮データを含むコンテンツ、圧縮画
像データの伸長処理プログラムを有するコンテンツであっても本構成は同様に適用可能で
あり、同様の効果を奏するものである。
【０５２１】
（１６）セーブデータの生成および記録デバイスへの格納、再生処理
本発明のデータ処理装置は、例えば記録再生器３００において実行されるコンテンツがゲ
ームプログラム等である場合等、ゲームプログラムを途中で中断して、所定時間後、新た
に再開したい場合には、その中断時点のゲーム状態等をセーブ、すなわち記録デバイスに
格納し、これを再開時に読み出してゲームを続行することが可能な構成を持つ。
【０５２２】
従来のゲーム機器、パソコン等の記録再生器におけるセーブデータ保存構成は、例えば記
録再生器に内蔵、あるいは外付け可能なメモリカード、フロッピーディスク、ゲームカー
トリッジ、あるいはハードディスク等の記憶媒体にセーブデータを保存する構成を持つが
、特に、そのセーブデータに対するセキュリティ確保構成を有しておらず、例えばゲーム
アプリケーションプログラムに共通の仕様でデータのセーブ処理が行われる構成となって
いる。
【０５２３】
従って、例えばある１つの記録再生器Ａを用いてセーブされたセーブデータが別のゲーム
プログラムによって使用されたり、書換えられたりする事態が発生し、従来、セーブデー
タのセキュリティはほとんど考慮されていなかったのが実状である。
【０５２４】
本発明のデータ処理装置は、このようなセーブデータのセキュリティ確保を実現可能とし
た構成を提供する。例えばあるゲームプログラムのセーブデータは、そのゲームプログラ
ムのみが使用可能な情報に基づいて暗号化して記録デバイスに格納する。あるいは、記録
再生器固有の情報に基づいて暗号化して記録デバイスに格納する。これらの手法により、
セーブデータの利用を特定の機器、特定のプログラムのみに制限することができ、セーブ
データのセキュリティが確保される。以下、本発明のデータ処理装置における「セーブデ
ータの生成および記録デバイスへの格納、再生処理」について説明する。
【０５２５】
図６９に本発明のデータ処理装置におけるセーブデータ格納処理について説明するブロッ
ク図を示す。ＤＶＤ，ＣＤ等のメディア５００、あるいは通信手段６００からコンテンツ
が記録再生器３００に提供される。提供されるコンテンツは、先に説明したようにコンテ
ンツ固有の鍵であるコンテンツ鍵Ｋｃｏｎによって暗号化されており、記録再生器３００
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は、前述した「（７）記録再生器から記録デバイスへのダウンロード処理」の欄で説明（
図２２参照）した処理に従ってコンテンツ鍵を取得して、暗号化コンテンツを復号した後
、記録デバイス４００に格納する。ここでは、記録再生器３００がコンテンツプログラム
をメディア、通信手段から復号して再生、実行を行ない、実行の後、得られるセーブデー
タを外付け、あるいは内蔵のメモリカード、ハードディスク等の各種の記録デバイス４０
０Ａ、４００Ｂ、４００Ｃのいずれかに格納し、再生する処理、あるいはコンテンツを記
録デバイス４００Ａにダウンロードした後、記録デバイス４００Ａからコンテンツを再生
、実行して、そのセーブデータを外付け、あるいは内蔵のメモリカード、ハードディスク
等の各種の記録デバイス４００Ａ、４００Ｂ、４００Ｃのいずれかに格納する処理記録デ
バイス４００に格納し、再生する処理について説明する。
【０５２６】
記録再生器３００には、先に説明したように記録再生器識別子ＩＤｄｅｖ、システムに共
通な署名鍵であるシステム署名鍵Ｋｓｙｓ、個々の記録再生器に固有の署名鍵である記録
再生器署名鍵Ｋｄｅｖ、さらに各種の個別鍵を生成するマスタ鍵を有する。マスタ鍵につ
いては、「（１２）マスタ鍵に基づく暗号処理鍵生成構成」において、詳しく説明した通
り、例えば、配送鍵Ｋｄｉｓ、あるいは認証鍵Ｋａｋｅ等を生成する鍵である。ここでは
、特にマスタ鍵の種類を限定することなく記録再生器３００の有するマスタ鍵全般を代表
するものとしてＭＫｘとして示す。図６９の下段には、セーブデータの暗号鍵Ｋｓａｖの
例を示した。セーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖは、セーブデータを各種記録デバイス４００Ａ
～Ｃに格納する場合の暗号化処理、そして、各種記録デバイス４００Ａ～Ｃから再生する
際の復号処理に用いられる暗号鍵である。図７０以下を用いて、セーブデータの格納処理
および再生処理の例を説明する。
【０５２７】
図７０は、コンテンツ個有鍵、システム共通鍵のいずれかを用いてセーブデータを記録デ
バイス４００Ａ～Ｃいずれかに格納する処理のフロー図である。なお、各フローにおける
処理は記録再生器３００が実行する処理であり、各フローでセーブデータを格納する記録
デバイスは内蔵、外付け記録デバイス４００Ａ～Ｃのいずれかであればよく、いずれかに
限定さるものではない。
【０５２８】
ステップＳ７０１は、コンテンツ識別子、例えばゲームＩＤを記録再生器３００が読み出
す処理である。これは、先に説明した図４、２６、２７、３２～３５に示すコンテンツデ
ータ中の識別情報に含まれるデータであり、セーブデータの格納処理命令を図２に示す入
力インタフェース１１０を介して受領したメインＣＰＵ１０６がコンテンツ識別子の読み
取りを制御部３０１に指示する。
【０５２９】
制御部３０１は、実行プログラムがＤＶＤ、ＣＤ－ＲＯＭ等、読取部３０４を介して実行
されているコンテンツの場合は、読取部３０４を介してコンテンツデータ中のヘッダに含
まれる識別情報を取り出し、実行プログラムが、記録デバイス４００に格納されたコンテ
ンツである場合は、記録デバイスコントローラ３０３を介して識別情報を取り出す。なお
、記録再生器３００がコンテンツプログラムを実行中で、すでに記録再生器中のＲＡＭ、
その他のアクセス可能な記録媒体にコンテンツ識別子が格納済みである場合は、新たな読
み取り処理を実行せずに、読み込み済みデータに含まれる識別情報を利用してもよい。
【０５３０】
次に、ステップＳ７０２は、プログラムの使用制限を行なうか否かによって処理を変更す
るステップである。プログラム使用制限とは、保存するセーブデータをそのプログラムの
みに固有に利用可能とする制限を付するか否かを設定する制限情報であり、プログラムの
みに固有に利用可能とする場合は、「プログラム使用制限あり」とし、プログラムに利用
を拘束されないセーブデータとする場合を「プログラム使用制限なし」とする。これは、
ユーザが任意に設定できるようにしてもよいし、コンテンツ製作者が設定して、この情報
をコンテンツプログラム中に格納しておいてもよく、設定された制限情報は、図６９の記
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録デバイス４００Ａ～Ｃにデータ管理ファイルとして格納される。
【０５３１】
データ管理ファイルの例を図７１に示す。データ管理ファイルは項目としてデータ番号、
コンテンツ識別子、記録再生器識別子、プログラム使用制限を含むテーブルとして生成さ
れる。コンテンツ識別子は、セーブデータを格納する対象となったコンテンツプログラム
の識別データである。記録再生器識別子は、セーブデータを格納した記録再生器の識別子
、例えば図６９に示す［ＩＤｄｅｖ］である。プログラム使用制限は、上述したように保
存するセーブデータをそのプログラムのみに固有に利用可能とす場合、「する」の設定と
し、対応プログラムに制限されない利用を可能とする場合「しない」の設定となる。プロ
グラム使用制限は、コンテンツプログラムを利用するユーザが任意に設定できるようにし
てもよいし、コンテンツ製作者が設定して、この情報をコンテンツプログラム中に格納し
ておいてもよい。
【０５３２】
図７０に戻り、フローの説明を続ける。ステッブＳ７０２において、プログラム使用制限
について「する」の設定がされている場合は、ステップＳ７０３に進む。ステップＳ７０
３では、コンテンツデータからコンテンツ固有の鍵、例えば先に説明したコンテンツ鍵Ｋ
ｃｏｎを読み出してコンテンツ固有鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとするか、あるいは
コンテンツ固有鍵に基づいてセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖを生成する。
【０５３３】
一方、ステッブＳ７０２において、プログラム使用制限について「しない」の設定がされ
ている場合は、ステップＳ７０７に進む。ステップＳ７０７では、記録再生器３００内に
格納されたシステム共通鍵、例えばシステム署名鍵Ｋｓｙｓを記録再生器３００の内部メ
モリ３０７から読み出して、システム署名鍵Ｋｓｙｓをセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとす
るか、あるいはシステム署名鍵に基づいてセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖを生成する。また
は、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗
号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５３４】
次に、ステップＳ７０４において、ステップＳ７０３、またはステップＳ７０７で選択、
または生成されたセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖを用いてセーブデータの暗号化処理を実
行する。この暗号化処理は、図２における暗号処理部３０２が例えば前述のＤＥＳアルゴ
リズムを適用して実行する。
【０５３５】
ステップＳ７０４において暗号化処理されたセーブデータは、ステップＳ７０５において
記録デバイスに格納される。セーブデータを格納可能な記録デバイスが図６９に示すよう
に複数ある場合は、ユーザが記録デバイス４００Ａ～Ｃのいずれかをセーブデータ格納先
として予め選択する。さらに、ステップＳ７０６において先に図７１を用いて説明したデ
ータ管理ファイルに先にステップＳ７０２で設定したプログラム使用制限情報の書き込み
、すなわちプログラム使用制限「する」または「しない」の書き込みを実行する。
【０５３６】
以上で、セーブデータの格納処理が終了する。ステップＳ７０２においてＹｅｓ、すなわ
ち「プログラム使用制限する」の選択がなされ、ステップＳ７０３においてコンテンツ固
有鍵に基づいて生成されたセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖによって暗号化処理されたセー
ブデータは、コンテンツ固有鍵情報を持たないコンテンツプログラムによる復号処理が不
可能となり、セーブデータは同じコンテンツ鍵情報を有するコンテンツプログラムのみが
利用できることになる。ただし、ここでは、セーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖは記録再生器
固有の情報に基いて生成されたものではないので、例えばメモリカード等の着脱可能な記
録デバイスに格納されたセーブデータは異なる記録再生器においても対応するコンテンツ
プログラムと共に使用する限り再生可能となる。
【０５３７】
また、ステップＳ７０２においてＮｏ、すなわち「プログラム使用制限しない」の選択が
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なされ、ステップＳ７０７においてシステム共通鍵に基づくセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａ
ｖによって暗号化処理されたセーブデータは、コンテンツ識別子が異なるプログラムを用
いた場合でも、また、記録再生器が異なっていた場合でも再生して利用することが可能と
なる。
【０５３８】
図７２は、図７０のセーブデータ格納処理によって格納されたセーブデータを再生する処
理を示したフローである。
【０５３９】
ステップＳ７１１は、コンテンツ識別子、例えばゲームＩＤを記録再生器３００が読み出
す処理である。これは、先に説明した図７０のセーブデータ格納処理のステップＳ７０１
と同様の処理であり、コンテンツデータ中の識別情報に含まれるデータを読み出す処理で
ある。
【０５４０】
次に、ステップＳ７１２では、図６９に示す記録デバイス４００Ａ～Ｃから、図７１を用
いて説明したデータ管理ファイルを読み出し、ステップＳ７１１において読み出したコン
テンツ識別子、および対応して設定された使用プログラム制限情報を抽出する。データ管
理ファイルに設定されたプログラム使用制限が「する」であった場合は、ステップＳ７１
４に進み、「しない」であった場合には、ステップＳ７１７に進む。
【０５４１】
ステップＳ７１４では、コンテンツデータからコンテンツ固有の鍵、例えば先に説明した
コンテンツ鍵Ｋｃｏｎを読み出してコンテンツ固有鍵をセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖと
するか、あるいはコンテンツ固有鍵に基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを生成する
。この復号化鍵生成処理は、暗号化鍵生成処理に対応する処理アルゴリズムが適用され、
あるコンテンツ固有鍵に基づいて暗号化されたデータは、同一のコンテンツ固有鍵に基づ
いて生成された復号鍵によって復号可能なものとなる復号化鍵生成アルゴリズムが適用さ
れる。
【０５４２】
一方、ステッブＳ７１２において、データ管理ファイルの設定がプログラム使用制限につ
いて「しない」の設定であった場合は、ステップＳ７１７において、記録再生器３００内
に格納されたシステム共通鍵、例えばシステム署名鍵Ｋｓｙｓを記録再生器３００の内部
メモリ３０７から読み出して、システム署名鍵Ｋｓｙｓをセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖ
とするか、あるいはシステム署名鍵に基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを生成する
。または、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは
別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５４３】
次に、ステップＳ７１５において、ステップＳ７１４、またはステップＳ７１７で選択、
または生成されたセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを用いてセーブデータの復号化処理を実
行し、ステップＳ７１６において、復号したセーブデータを記録再生器３００において再
生、実行する。
【０５４４】
以上で、セーブデータの再生処理が終了する。上述のようにデータ管理ファイルに「プロ
グラム使用制限する」の設定がなされている場合は、コンテンツ固有鍵に基づいてセーブ
データ復号化鍵が生成され、「プログラム使用制限しない」の設定がある場合はシステム
共通鍵に基づいてセーブデータ復号化鍵が生成される。「プログラム使用制限する」の設
定がされている場合、使用しているコンテンツのコンテンツ識別子が同じものでないとセ
ーブデータの復号処理の可能な復号化鍵を得ることができないこととなり、セーブデータ
のセキュリティを高めることが可能となる。
【０５４５】
図７３、図７４は、コンテンツ識別子を用いてセーブデータの暗号化鍵、復号化鍵を生成
するセーブデータ格納処理フロー（図７３）、セーブデータ再生処理フロー（図７４）で
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ある。
【０５４６】
図７３において、ステップＳ７２１～Ｓ７２２は、図７０のステップＳ７０１～Ｓ７０２
と同様の処理であり、説明を省略する。
【０５４７】
図７３のセーブデータ格納処理フローは、ステップＳ７２２において「プログラム使用制
限する」の設定を行なった場合、ステップＳ７２３においてコンテンツデータからコンテ
ンツ識別子、すなわちコンテンツＩＤを読み出してコンテンツＩＤをセーブデータ暗号化
鍵Ｋｓａｖとするか、あるいはコンテンツＩＤに基づいてセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖ
を生成する。例えば、記録再生器３００の暗号処理部３０７はコンテンツデータから読み
出したコンテンツＩＤに、記録再生器３００の内部メモリに格納されたマスター鍵ＭＫｘ
を適用して、例えばＤＥＳ（ＭＫｘ，コンテンツＩＤ）によってセーブデータ暗号化鍵Ｋ
ｓａｖを得ることができる。または、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保
存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよ
い。
【０５４８】
一方、ステッブＳ７２２において、プログラム使用制限について「しない」の設定とした
場合は、ステップＳ７２７において、記録再生器３００内に格納されたシステム共通鍵、
例えばシステム署名鍵Ｋｓｙｓを記録再生器３００の内部メモリ３０７から読み出して、
システム署名鍵Ｋｓｙｓをセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖとするか、あるいはシステム署
名鍵に基づいてセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖを生成する。または、別途、記録再生器３
００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号
鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５４９】
ステップＳ７２４以下の処理は、前述の図７０の処理フローにおけるステップＳ７０４以
下の処理と同様であり、説明を省略する。
【０５５０】
さらに、図７４は、図７３のセーブデータ格納処理フローで記録デバイスに格納されたセ
ーブデータを再生、実行する処理フローであり、ステップＳ７３１～Ｓ７３３は前述の図
７２の対応処理と同様であり、ステップＳ７３４のみが異なる。ステップＳ７３４におい
ては、コンテンツデータからコンテンツ識別子、すなわちコンテンツＩＤを読み出してコ
ンテンツＩＤをセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖとするか、あるいはコンテンツＩＤに基づ
いてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを生成する。この復号化鍵生成処理は、暗号化鍵生成
処理に対応する処理アルゴリズムが適用され、あるコンテンツ識別子に基づいて暗号化さ
れたデータは、同一のコンテンツ識別子に基づいて生成された復号鍵によって復号可能な
ものとなる復号化鍵生成アルゴリズムが適用される。
【０５５１】
以下の処理、ステップＳ７３５、Ｓ７３６、Ｓ７３７は、図７２の対応処理と同様である
ので説明を省略する。図７３、図７４のセーブデータ格納および再生処理に従えば、プロ
グラム使用制限するの設定を行なった場合、コンテンツＩＤを使用してセーブデータ暗号
化鍵、復号化鍵を生成する構成としたので、先のコンテンツ固有鍵を使用したセーブデー
タ格納、再生処理と同様、対応するコンテンツプログラムが整合する場合以外は、セーブ
データを利用することができない構成となり、セーブデータセキュリティを高めた保存が
可能となる。
【０５５２】
図７５、図７７は、記録再生器固有鍵を用いてセーブデータの暗号化鍵、復号化鍵を生成
するセーブデータ格納処理フロー（図７５）、セーブデータ再生処理フロー（図７７）で
ある。
【０５５３】
図７５において、ステップＳ７４１は、図７０のステップＳ７０１と同様の処理であり、
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説明を省略する。ステップＳ７４２は、記録再生器の制限をするかしないかを設定するス
テップである。記録再生器制限は、セーブデータを利用可能な記録再生器を限定する場合
、すなわちセーブデータを生成し格納した記録再生器にのみ利用可能とする場合を「する
」と設定し、他の記録再生器でも利用可能とする場合を「しない」の設定とするものであ
る。ステップＳ７４２において「記録再生器制限する」の設定をすると、ステップＳ７４
３に進み、「しない」の設定をするとステップＳ７４７に進む。
【０５５４】
データ管理ファイルの例を図７６に示す。データ管理ファイルは項目としてデータ番号、
コンテンツ識別子、記録再生器識別子、記録再生器制限を含むテーブルとして生成される
。コンテンツ識別子は、セーブデータを格納する対象となったコンテンツプログラムの識
別データである。記録再生器識別子は、セーブデータを格納した記録再生器の識別子、例
えば図６９に示す［ＩＤｄｅｖ］である。記録再生器制限は、セーブデータを利用可能な
記録再生器を限定する場合、すなわちセーブデータを生成し格納した記録再生器にのみ利
用可能とする場合を「する」と設定し、他の記録再生器でも利用可能とする場合を「しな
い」の設定とするものである。記録再生器制限情報は、コンテンツプログラムを利用する
ユーザが任意に設定できるようにしてもよいし、コンテンツ製作者が設定して、この情報
をコンテンツプログラム中に格納しておいてもよい。
【０５５５】
図７５のセーブデータ格納処理フローにおいては、ステップＳ７４２において「記録再生
器制限する」の設定を行なった場合、ステップＳ７４３において記録再生器３００から記
録再生器固有鍵、例えば記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖを記録再生器３００の内部メモリ３０
７から読み出して記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖをセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖとするか、
あるいは記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖに基づいてセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖを生成する
。または、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは
別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５５６】
一方、ステッブＳ７４２において、記録再生器制限について「しない」の設定とした場合
は、ステップＳ７４７において、記録再生器３００内に格納されたシステム共通鍵、例え
ばシステム署名鍵Ｋｓｙｓを記録再生器３００の内部メモリ３０７から読み出して、シス
テム署名鍵Ｋｓｙｓをセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖとするか、あるいはシステム署名鍵
に基づいてセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖを生成する。または、別途、記録再生器３００
の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋ
ｓａｖとして使用してもよい。
【０５５７】
ステップＳ７４４、Ｓ７４５の処理は、前述の図７０の処理フローにおける対応処理と同
様であり、説明を省略する。
【０５５８】
ステップＳ７４６では、データ管理ファイル（図７６参照）にコンテンツ識別子、記録再
生器識別子、そしてステップ７４２でユーザが設定した記録再生器制限情報「する／しな
い」を書き込む。
【０５５９】
さらに、図７７は、図７５のセーブデータ格納処理フローで記録デバイスに格納されたセ
ーブデータを再生、実行する処理フローであり、ステップＳ７５１は前述の図７２の対応
処理と同様、コンテンツ識別子を読み出す。次に、ステップＳ７５２においては、記録再
生器３００内のメモリに格納された記録再生器識別子（ＩＤｄｅｖ）を読み出す。
【０５６０】
ステップＳ７５３では、データ管理ファイル（図７６参照）からコンテンツ識別子、記録
再生器識別子、設定済みの記録再生器制限情報「する／しない」の各情報を読み出す。デ
ータ管理ファイル中のコンテンツ識別子が一致するエントリにおいて、記録再生器制限情
報が「する」に設定されている場合、テーブルエントリの記録再生器識別子がステップＳ
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７５２で読み取られた記録再生器識別子と異なる場合は処理を終了する。
【０５６１】
次に、ステップＳ７５４でデータ管理ファイルの設定が「記録再生器制限する」である場
合は、ステップＳ７５５に進み、「しない」である場合は、ステップＳ７５８に進む。
【０５６２】
ステップＳ７５５においては、記録再生器３００から記録再生器固有鍵、例えば記録再生
器署名鍵Ｋｄｅｖを記録再生器３００の内部メモリ３０７から読み出して記録再生器署名
鍵Ｋｄｅｖをセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖとするか、あるいは記録再生器署名鍵Ｋｄｅ
ｖに基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを生成する。この復号化鍵生成処理は、暗号
化鍵生成処理に対応する処理アルゴリズムが適用され、ある記録再生器固有鍵に基づいて
暗号化されたデータは、同一の記録再生器固有鍵に基づいて生成された復号鍵によって復
号可能なものとなる復号化鍵生成アルゴリズムが適用される。または、別途、記録再生器
３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗
号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５６３】
一方ステップＳ７５８においては、記録再生器３００内に格納されたシステム共通鍵、例
えばシステム署名鍵Ｋｓｙｓを記録再生器３００の内部メモリ３０７から読み出して、シ
ステム署名鍵Ｋｓｙｓをセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖとするか、あるいはシステム署名
鍵に基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを生成する。または、別途、記録再生器３０
０の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵
Ｋｓａｖとして使用してもよい。以下のステップＳ７５６，Ｓ７５７は、前述のセーブデ
ータ再生処理フローの対応ステップと同様の処理である。
【０５６４】
図７５、図７７に示すセーブデータ格納、再生処理フローによれば、「記録再生器制限す
る」の選択がなされたセーブデータは、記録再生器固有鍵によって暗号化、復号化処理が
実行されるため、同一の記録再生器個有鍵を持つ記録再生器、すなわち同一の記録再生器
によってのみ復号して利用することが可能となる。
【０５６５】
次に、図７８、図７９に記録再生器識別子を用いてセーブデータの暗号化、復号化鍵を生
成して格納、再生する処理フローを示す。
【０５６６】
図７８は、記録再生器識別子を用いてセーブデータの暗号化を行い記録デバイスに格納す
る。ステップＳ７６１～Ｓ７６３は、先の図７５と同様の処理である。ステップＳ７６４
では、記録再生器から読み出した記録再生器識別子（ＩＤｄｅｖ）を用いてセーブデータ
の暗号化鍵Ｋｓａｖを生成する。ＩＤｄｅｖをセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖとして適用
するか、あるいは記録再生器３００の内部メモリに格納されたマスター鍵ＭＫｘを適用し
て、ＤＥＳ（ＭＫｘ，ＩＤｄｅｖ）によってセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖを得る等、Ｉ
Ｄｄｅｖに基づいてセーブデータ暗号化鍵ｋｓａｖを生成する。または、別途、記録再生
器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ
暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５６７】
以下の処理ステップＳ７６５～Ｓ７６８は、前述の図７５の対応処理と同様であり、説明
を省略する。
【０５６８】
図７９は、図７８の処理によって記録デバイスに格納されたセーブデータを再生、実行す
る処理フローである。ステップＳ７７１～Ｓ７７４は、前述の図７７の対応処理と同様で
ある。
【０５６９】
ステップＳ７７５では、記録再生器から読み出した記録再生器識別子（ＩＤｄｅｖ）を用
いてセーブデータの復号化鍵Ｋｓａｖを生成する。ＩＤｄｅｖをセーブデータ復号化鍵Ｋ
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ｓａｖとして適用するか、あるいは記録再生器３００の内部メモリに格納されたマスター
鍵ＭＫｘを適用して、ＤＥＳ（ＭＫｘ，ＩＤｄｅｖ）によってセーブデータ復号化鍵Ｋｓ
ａｖを得る等、ＩＤｄｅｖに基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを生成する。この復
号化鍵生成処理は、暗号化鍵生成処理に対応する処理アルゴリズムが適用され、ある記録
再生器識別子に基づいて暗号化されたデータは、同一の記録再生器識別子に基づいて生成
された復号鍵によって復号可能なものとなる復号化鍵生成アルゴリズムが適用される。ま
たは、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の
暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５７０】
以下の処理ステップＳ７７６～Ｓ７７８は前述の図７６の対応ステップの処理と同様であ
る。
【０５７１】
この図７８、図７９に示すセーブデータ格納、再生処理フローによれば、「記録再生器制
限する」の選択がなされたセーブデータは、記録再生器識別子によって暗号化、復号化処
理が実行されるため、同一の記録再生器識別子を持つ記録再生器、すなわち同一の記録再
生器によってのみ復号して利用することが可能となる。
【０５７２】
次に図８０～８２を用いて、上述のプログラム使用制限、および記録再生器使用制限を併
せて実行するセーブデータ格納、再生処理について説明する。
【０５７３】
図８０は、セーブデータ格納処理フローである。ステップＳ７８１において、コンテンツ
識別子をコンテンツデータから読み出し、ステップＳ７８２において、プログラム使用制
限判定を行ない、ステップＳ７８３において記録再生器制限判定を行なう。
【０５７４】
「プログラム使用制限あり」、かつ「記録再生器制限あり」の場合は、ステップＳ７８５
において、コンテンツ固有鍵（ｅｘ．Ｋｃｏｎ）と、記録再生器固有鍵（Ｋｄｅｖ）の双
方に基づいてセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖが生成される。これは、例えばＫｓａｖ＝（
Ｋｃｏｎ　ＸＯＲ　Ｋｄｅｖ）、あるいは記録再生器３００の内部メモリに格納されたマ
スタ鍵ＭＫｘを適用してＫｓａｖ＝ＤＥＳ（ＭＫｘ，Ｋｃｏｎ　ＸＯＲ　Ｋｄｅｖ）等に
よって得ることができる。または、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存
しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい
。
【０５７５】
「プログラム使用制限あり」、かつ「記録再生器制限なし」の場合は、ステップＳ７８６
において、コンテンツ固有鍵（ｅｘ．Ｋｃｏｎ）をセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖとする
か、あるいはコンテンツ固有鍵（ｅｘ．Ｋｃｏｎ）に基づいてセーブデータ暗号化鍵Ｋｓ
ａｖを生成する。
【０５７６】
「プログラム使用制限なし」、かつ「記録再生器制限あり」の場合は、ステップＳ７８７
において、記録再生器固有鍵（Ｋｄｅｖ）をセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖとするか、あ
るいは記録再生器固有鍵（Ｋｄｅｖ）に基づいてセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖが生成さ
れる。または、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵
とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５７７】
さらに、「プログラム使用制限なし」、かつ「記録再生器制限なし」の場合は、ステップ
Ｓ７８７において、システム共通鍵、例えばシステム署名鍵Ｋｓｙｓをセーブデータ暗号
化鍵Ｋｓａｖとするか、あるいはシステム署名鍵Ｋｓｙｓに基づいてセーブデータ暗号化
鍵Ｋｓａｖを生成する。または、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存し
ておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５７８】



(82) JP 4524829 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

ステップＳ７８９では、ステップＳ７８５～Ｓ７８８のいずれかで生成されたセーブデー
タ暗号化鍵Ｋｓａｖによってセーブデータが暗号化され、記録デバイスに格納される。
【０５７９】
さらに、ステップＳ７９０では、ステップＳ７８２、Ｓ７８３において設定した制限情報
がデータ管理ファイルに格納される。データ管理ファイルは、例えば図８１に示す構成と
なり、項目としてデータ番号、コンテンツ識別子、記録再生器識別子、プログラム使用制
限、記録再生器制限を含む。
【０５８０】
図８２は、図８０の処理によって記録デバイスに格納されたセーブデータを再生、実行す
る処理フローである。ステップＳ７９１では、実行プログラムのコンテンツ識別子、記録
再生器識別子を読み出し、ステップＳ７９２において、図８１に示すデータ管理ファイル
からコンテンツ識別子、記録再生器識別子、プログラム使用制限、記録再生器制限情報を
読み出す。この場合、プログラム使用制限が「する」でコンテンツ識別子が不一致である
場合、または記録再生器制限情報が「する」で記録再生器識別子が不一致である場合は、
処理を終了する。
【０５８１】
次に、ステップＳ７９３、Ｓ７９４、Ｓ７９５では、データ管理ファイルの記録データに
したがって復号鍵生成処理をステップＳ７９６～Ｓ７９９の４態様のいずれかに設定する
。
【０５８２】
「プログラム使用制限あり」、かつ「記録再生器制限あり」の場合は、ステップＳ７９６
において、コンテンツ固有鍵（ｅｘ．Ｋｃｏｎ）と、記録再生器固有鍵（Ｋｄｅｖ）の双
方に基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖが生成される。または、別途、記録再生器３
００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号
鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。「プログラム使用制限あり」、かつ「記録再生器制限
なし」の場合は、ステップＳ７９７において、コンテンツ固有鍵（ｅｘ．Ｋｃｏｎ）をセ
ーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖとするか、あるいはコンテンツ固有鍵（ｅｘ．Ｋｃｏｎ）に
基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを生成する。または、別途、記録再生器３００の
内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓ
ａｖとして使用してもよい。
【０５８３】
「プログラム使用制限なし」、かつ「記録再生器制限あり」の場合は、ステップＳ７９８
において、記録再生器固有鍵（Ｋｄｅｖ）をセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖとするか、あ
るいは記録再生器固有鍵（Ｋｄｅｖ）に基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖが生成さ
れる。または、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵
とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。さらに、「プログ
ラム使用制限なし」、かつ「記録再生器制限なし」の場合は、ステップＳ７９９において
、システム共通鍵、例えばシステム署名鍵Ｋｓｙｓをセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖとす
るか、あるいはシステム署名鍵Ｋｓｙｓに基づいてセーブデータ復号化鍵Ｋｓａｖを生成
する。または、別途、記録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵
とは別の暗号鍵をセーブデータ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０５８４】
これらの復号化鍵生成処理は、暗号化鍵生成処理に対応する処理アルゴリズムが適用され
、同一のコンテンツ固有鍵、記録再生器固有鍵に基づいて暗号化されたデータは、同一の
コンテンツ固有鍵、記録再生器固有鍵に基づいて生成された復号鍵によって復号可能なも
のとなる復号化鍵生成アルゴリズムが適用される。
【０５８５】
ステップＳ８００では、上述のステップＳ７９６～Ｓ７９９のいずれかにおいて生成され
たセーブデータ復号化鍵を用いて復号処理が実行され、復号セーブデータが記録再生器３
００において再生、実行される。
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【０５８６】
この図８０、８２において示したセーブデータ格納、再生処理フローによれば、「プログ
ラム使用制限する」の選択がなされたセーブデータはコンテンツ固有鍵によって暗号化、
復号化処理が実行されるため、同一のコンテンツ固有鍵を持つコンテンツデータを使用す
る場合のみ復号して利用することが可能となる。また、「記録再生器制限する」の選択が
なされたセーブデータは、記録再生器識別子によって暗号化、復号化処理が実行されるた
め、同一の記録再生器識別子を持つ記録再生器、すなわち同一の記録再生器によってのみ
復号して利用することが可能となる。従って、コンテンツ、記録再生器両者によって利用
制限を設定することが可能となり、セーブデータのセキュリテイをさらに高めることが可
能となる。
【０５８７】
なお、図８０、８２においては、コンテンツ固有鍵、記録再生器個有鍵を用いたセーブデ
ータ暗号化鍵、復号化鍵の生成構成を示したが、コンテンツ個有鍵の代わりにコンテンツ
識別子、また記録再生器固有鍵の代わりに記録再生器識別子を用いて、これら識別子に基
づいてセーブデータ暗号化鍵、復号化鍵の生成を実行する構成としてもよい。
【０５８８】
次に、図８３～８５を用いてユーザの入力したパスワードに基づいてセーブデータの暗号
化鍵、復号化鍵を生成する構成について説明する。
【０５８９】
図８３はユーザの入力したパスワードに基づいてセーブデータの暗号化鍵を生成して記録
デバイスに格納する処理フローである。
【０５９０】
ステップＳ８２１は、コンテンツデータからコンテンツ識別子を読み出す処理であり、前
述の各処理と同様である。ステップＳ８２２は、ユーザによるプログラム使用制限の設定
を行なうか否かを決定するステップである。本構成において設定されるデータ管理ファイ
ルは、例えば図８４に示す構成を持つ。
【０５９１】
図８４に示すように、データは、データ番号、コンテンツ識別子、記録再生器識別子、さ
らにユーザによるプログラム使用制限情報が含まれる。「ユーザによるプログラム使用制
限情報」はプログラムを使用するユーザを制限するかしないかを設定する項目である。
【０５９２】
図８３における処理フローにおけるステップＳ８２２において使用制限するの設定がなさ
れると、ステップＳ８２３においてユーザパスワードの入力がなされる。この入力は、図
２に示す例えばキーボード等の入力手段から入力される。
【０５９３】
入力されたパスワードは、メインＣＰＵ１０６、制御部３０１の制御のもとに暗号処理部
３０２に出力され、ステップＳ８２４における処理、すなわち入力ユーザパスワードに基
づくセーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖが生成される。セーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖ生成処
理としては、例えばパスワード自体を暗号化鍵Ｋｓａｖとしてもよいし、あるいは記録再
生器のマスタ鍵ＭＫｘを用いて、セーブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖ＝ＤＥＳ（ＭＫｘ，パス
ワード）によって生成してもよい。また、パスワードを入力として一方向性関数を適用し
て、その出力に基づいて暗号化鍵を生成してもよい。
【０５９４】
ステップＳ８２２におけるユーザ制限がＮｏとされている場合は、ステップＳ８２８にお
いて、記録再生器３００のシステム共通鍵に基づいてセーブデータ暗号化鍵が生成される
。
【０５９５】
さらに、ステップＳ８２５でステップＳ８２４、またはステップＳ８２８で生成したセー
ブデータ暗号化鍵Ｋｓａｖを用いてセーブデータの暗号化処理がなされ、ステップＳ８２
６において暗号化処理のなされたセーブデータが記録デバイスに格納される。
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【０５９６】
さらに、ステップＳ８２７において、図８４のデータ管理ファイルにステップＳ８２２で
設定したユーザによるフログラム使用制限情報が、コンテンツ識別子と記録再生器識別子
に対応付けられて書き込まれる。
【０５９７】
図８５は、図８３の処理によって格納されたセーブデータの再生処理フローを示した図で
ある。ステップＳ８３１において、コンテンツデータからコンテンツ識別子を読み出し、
ステップＳ８３２において図８４に示したデータ管理ファイルからコンテンツ識別子、ユ
ーザによるプログラム使用制限情報を読み出す。
【０５９８】
ステップＳ８３３において、データ管理ファイル中のデータに基づく判定を実行し、「ユ
ーザによるプログラム使用制限する」が設定されている場合は、ステップＳ８３４におい
て、パスワード入力を求め、ステップＳ８３５において、入力パスワードに基づく復号化
鍵を生成する。この復号化鍵生成処理は、暗号化鍵生成処理に対応する処理アルゴリズム
が適用され、あるパスワードに基づいて暗号化されたデータは、同一のパスワードに基づ
いて生成された復号鍵によって復号可能なものとなる復号化鍵生成アルゴリズムに設定さ
れる。
【０５９９】
ステップＳ８３３の判定がユーザによるプログラム使用制限なしの場合は、ステップＳ８
３７において記録再生器３００の内部メモリに格納されたシステム共通鍵、例えばシステ
ム署名鍵Ｋｓｙｓを用いてセーブデータ復号鍵Ｋｓａｖが生成される。または、別途、記
録再生器３００の内部メモリ３０７内に保存しておいた、他の鍵とは別の暗号鍵をセーブ
データ暗号鍵Ｋｓａｖとして使用してもよい。
【０６００】
ステップＳ８３６では、ステップＳ８３５、ステップＳ８３７のいずれかにおいて生成さ
れた復号化鍵Ｋｓａｖを用いて記録デバイスに格納されたセーブデータの復号が実行され
、ステップＳ８３６において記録再生器においてセーブデータの再生、実行がなされる。
【０６０１】
図８３、図８５において示したセーブデータ格納、再生処理フローによれば、「ユーザに
よるプログラム使用制限する」の選択がなされたセーブデータはユーザ入力パスワードに
基づく鍵によって暗号化、復号化処理が実行されるため、同一のパスワードを入力した場
合のみ復号して利用することが可能とり、セーブデータのセキュリテイを高めることが可
能となる。
【０６０２】
以上、いくつかのセーブデータの格納処理、再生処理態様について説明してきたが、上述
した処理を融合した処理、例えばパスワードと、記録再生器識別子、コンテンツ識別子等
を任意に組み合わせて使用してセーブデータ暗号化鍵、復号化鍵を生成する態様も可能で
ある。
【０６０３】
（１７）不正機器の排除（リボケーション）構成
すでに説明してきたように、本発明のデータ処理装置においては、メディア５００（図３
参照）、通信手段６００から提供される様々なコンテンツデータを記録再生器３００にお
いて、認証、暗号化処理等を実行し、記録デバイスに格納する構成によって提供コンテン
ツのセキュリティを高めるとともに、また、正当な利用者のみが利用可能とする構成を持
つ。
【０６０４】
上述の説明から理解されるように、入力コンテンツは、記録再生器３００の暗号処理部３
０２に構成される内部メモリ３０７に格納された様々な署名鍵、マスター鍵、チェック値
生成鍵（図１８参照）を用いて、認証処理、暗号化処理、復号化処理がなされる。この鍵
情報を格納する内部メモリ３０７は、先に説明したように、基本的に外部からアクセスし
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にくい構造を持った半導体チップで構成され、多層構造を有し、その内部のメモリはアル
ミニュウム層等のダミー層に挟まれるか、最下層に構成され、また、動作する電圧または
／かつ周波数の幅が狭い等、外部から不正にデータの読み出しが難しい特性とした構成と
されるのが望ましいが、万が一内部メモリの不正な読み取りが実行され、これらの鍵デー
タ等が流出し、正規なライセンスのされていない記録再生器にコピーされた場合、コピー
された鍵情報によって不正なコンテンツ利用がなされる可能性がある。
【０６０５】
ここでは、これらの不正コピーによる鍵の複製によるコンテンツの不正利用を防止する構
成について説明する。
【０６０６】
図８６に、本構成「（１７）不正機器の排除構成」を説明するブロック図を示す。記録再
生器３００は、前述の図２，３に示す記録再生器と同様であり、内部メモリを有し、先に
説明した（図１８）各種の鍵データ、さらに、記録再生器識別子を有している。なお、こ
こでは、第三者によって複製されている記録再生器識別子、鍵データ等は図３に示す内部
メモリ３０７に格納されるとは限らず、図８６に示す記録再生器３００の鍵データ等は、
暗号処理部３０２（図２，３参照）によってアクセス可能なメモリ部にまとめて、あるい
は分散して格納されている構成であるとする。
【０６０７】
不正機器の排除構成を実現するため、コンテンツデータのヘッダ部の不正な記録再生器識
別子リストを記憶した構成とした。図８６に示すように、コンテンツデータには、不正な
記録再生器識別子（ＩＤｄｅｖ）リストとしてのリボケーション(Revocation)リストを保
有している。さらに、リボケーションリストの改竄チェック用のリストチェック値ＩＣＶ
ｒｅｖを設けている。不正な記録再生器識別子（ＩＤｄｅｖ）リストは、コンテンツ提供
者、または管理者が、例えば不正コピーの流通状態等から判明した不正な記録再生器の識
別子ＩＤｄｅｖをリスト化したものである。このリボケーションリストは例えば配送鍵Ｋ
ｄｉｓによって暗号化されて格納してもよい。記録再生器による復号処理については、例
えば先の図２２のコンテンツダウンロード処理の態様と同様である。
【０６０８】
なお、ここでは、理解を容易にするため、リボケーションリストを単独のデータとして図
８６のコンテンツデータ中に示してあるが、例えば先に説明したコンテンツデータのヘッ
ダ部の構成要素である取扱方針（例えば図３２～３５参照）中にリボケーションリストを
含ませてもよい。この場合は、先に説明したチェック値ＩＣＶａによってリボケーション
リストを含む取扱方針データの改竄チェックがなされる。リボケーションリストが取扱方
針中に含まれる場合は、チェック値Ａ：ＩＣＶａのチェックによって代替され、記録再生
器内のチェック値Ａ生成鍵Ｋｉｃｖａが利用され、チェック値生成鍵Ｋｉｃｖ－ｒｅｖを
格納する必要はない。
【０６０９】
リボケーションリストを単独のデータとしてコンテンツデータ中に含ませる場合は、リボ
ケーションリストの改竄チェック用のリストチェック値ＩＣＶｒｅｖによるリボケーショ
ンリストのチェックを実行するとともに、リストチェック値ＩＣＶｒｅｖとコンテンツデ
ータ中の他の部分チェック値とから中間チェック値を生成して中間チェック値の検証処理
を行なう構成とする。
【０６１０】
リボケーションリストの改竄チェック用のリストチェック値ＩＣＶｒｅｖによるリボケー
ションリストのチェック手法は、前述の図２３、図２４等で説明したＩＣＶａ、ＩＣＶｂ
等のチェック値生成処理と同様の方法で実行可能である。すなわち、記録再生器暗号処理
部３０２の内部メモリ３０７に保存したチェック値生成鍵Ｋｉｃｖ－ｒｅｖを鍵とし、コ
ンテンツデータ中に含まれるリボケーションリストをメッセージとして図２３、図２４等
で説明したＩＣＶ計算方法に従って計算される。計算したチェック値ＩＣＶ－ｒｅｖ’と
ヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶ－ｒｅｖを比較し、一致していた場
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合には、改竄が無いと判定する。
【０６１１】
リストチェック値ＩＣＶｒｅｖを含む中間チェック値は、例えば、図２５に示すように、
記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７に保存されている総チェック値生成鍵Ｋ
ｉｃｖｔを鍵とし、検証したHeader内のチェック値Ａ、チェック値Ｂ、リストチェック値
ＩＣＶｒｅｖ、さらにフォーマットに応じてコンテンツチェック値を加えたメッセージ列
に図７他で説明したＩＣＶ計算方法を適用して生成する。
【０６１２】
これらのリボケーションリスト、リストチェック値は、ＤＶＤ，ＣＤ等のメデイア５００
、通信手段６００を介して、あるいはメモリカード等の記録デバイス４００を介して記録
再生器３００に提供される。ここで記録再生器３００は、正当な鍵データを保有する記録
再生器である場合と、不正に複製された識別子ＩＤを有する場合とがある。
【０６１３】
このような構成における不正な記録再生器の排除処理の処理フローを図８７および図８８
に示す。図８７は、ＤＶＤ，ＣＤ等のメディア５００、あるいは通信手段６００からコン
テンツが提供される場合の不正記録再生器排除（リボケーション）処理フローであり、図
８８は、メモリカード等の記録デバイス４００からコンテンツが提供される場合の不正記
録再生器排除（リボケーション）処理フローである。
【０６１４】
まず、図８７の処理フローについて説明する。ステップ９０１は、メディアを装着して、
コンテンツの提供、すなわち再生処理あるいはダウンロードの要求を行なうステップであ
る。この図８７に示す処理は、例えば記録再生器にＤＶＤ等のメディアを装着してダウン
ロード処理等を実行する前のステップとして実行される。ダウンロード処理については、
先に図２２を用いて説明している通りであり、図２２の処理フローの実行の前ステップと
して、あるいは図２２の処理フロー中に挿入される処理としてこの図８７の処理が実行さ
れる。
【０６１５】
記録再生器３００がネットワーク等の通信手段を介してコンテンツ提供を受ける場合は、
ステップＳ９１１においてコンテンツ配信サービス側との通信セッションを確立し、その
後、ステップＳ９０２へ進む。
【０６１６】
ステップＳ９０２では、コンテンツデータのヘッダ部からリボケーションリスト(図８６
参照)を取得する。このリスト取得処理は、コンテンツがメディア内にある場合は、図３
に示す制御部３０１が読取部３０４を介してメデイアから読み出し、コンテンツが通信手
段からである場合は、図３に示す制御部３０１が通信部３０５を介してコンテンツ配信側
から受信する。
【０６１７】
次にステップＳ９０３において、制御部３０１は、暗号処理部３０２にメディア５００ま
たは通信手段６００から取得したリボケーションリストを暗号処理部３０２に渡し、チェ
ック値生成処理を実行させる。記録再生器３００は、内部にリボケーションチェック値生
成鍵Ｋｉｃｖ－ｒｅｖを有し、受領したリボケーションリストをメッセージとしてリボケ
ーションチェック値生成鍵Ｋｉｃｖ－ｒｅｖを適用して、例えば図２３、図２４等で説明
したＩＣＶ計算方法に従ってチェック値ＩＣＶ－ｒｅｖ’を計算し、計算結果とコンテン
ツデータのヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶ－ｒｅｖを比較し、一致
していた場合には改竄が無い（ステップＳ９０４でＹｅｓ）と判定する。一致しない場合
は、改竄されていると判定され、ステップＳ９０９に進み処理エラーとして処理を終了す
る。
【０６１８】
次に、ステップＳ９０５において、記録再生器暗号処理部３０２の制御部３０６は、記録
再生器暗号処理部３０２の暗号／復号化部３０８に総チェック値ＩＣＶｔ’の計算をさせ



(87) JP 4524829 B2 2010.8.18

10

20

30

40

50

る。総チェック値ＩＣＶｔ’は、図２５に示すように、記録再生器暗号処理部３０２の内
部メモリ３０７に保存されているシステム署名鍵Ｋｓｙｓを鍵とし、中間チェック値をＤ
ＥＳで暗号化して生成する。なお、各部分チェック値、例えばＩＣＶａ、ＩＣＶｂ等の検
証処理は、この図８７に示す処理フロー中では省略してあるが、先に説明した図３９～図
４５の処理フローと同様の各データフォーマットに応じた部分チェック値の検証が行なわ
れる。
【０６１９】
次に、ステップＳ９０６において、生成した総チェック値ＩＣＶｔ’とヘッダ（Header）
内のＩＣＶｔを比較し、一致していた場合（ステップＳ９０６でＹｅｓ）には、ステップ
Ｓ９０７へ進む。一致しない場合は、改竄されていると判定され、ステップＳ９０９に進
み処理エラーとして処理を終了する。
【０６２０】
先に説明したように、総チェック値ＩＣＶｔは、ＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、さらに、データフ
ォーマットに応じて各コンテンツブロックのチェック値等、コンテンツデータに含まれる
部分チェック値全体をチェックするものであるが、ここでは、これらの部分チェック値に
さらに、リボケーションリストの改竄チェック用のリストチェック値ＩＣＶｒｅｖを部分
チェック値として加えて、これら全ての改竄を検証する。上述の処理によって生成された
総チェック値がヘッダ（Header）内に格納されたチェック値：ＩＣＶｔと一致した場合に
は、ＩＣＶａ、ＩＣＶｂ、各コンテンツブロックのチェック値、およびリストチェック値
ＩＣＶｒｅｖ全ての改竄はないと判断される。
【０６２１】
さらにステップＳ９０７では、改竄無しと判定されたリボケーションリストと、自己の記
録再生器３００に格納された記録再生器識別子（ＩＤｄｅｖ）との比較がなされる。
【０６２２】
コンテンツデータから読み出された不正な記録再生器識別子ＩＤｄｅｖのリストに自己の
記録再生器の識別子ＩＤｄｅｖが含まれている場合は、その記録再生器３００は、不正に
複製された鍵データを有していると判定され、ステップＳ９０９に進み、以後の手続きは
中止される。例えば図２２のコンテンツダウンロード処理の手続きの実行を不可能とする
。
【０６２３】
ステップＳ９０７において、不正な記録再生器識別子ＩＤｄｅｖのリストに自己の記録再
生器の識別子ＩＤｄｅｖが含まれていないと判定された場合には、その記録再生器３００
は、正当な鍵データを有していると判定され、ステップＳ９０８に進み、以後の手続き、
例えば、プログラム実行処理、あるいは図２２等のコンテンツダウンロード処理等が実行
可能となる。
【０６２４】
図８８は、メモリカード等の記録デバイス４００に格納したコンテンツデータを再生する
場合の処理を示す。先に説明したように、メモリカード等の記録デバイス４００と記録再
生器３００は、図２０で説明した相互認証処理（ステップＳ９２１）が実行される。ステ
ップＳ９２２おいて、相互認証ＯＫである場合にのみ、ステップＳ９２３以降の処理に進
み、相互認証に失敗した場合は、ステップＳ９３０のエラーとなり、以降の処理は実行さ
れない。
【０６２５】
ステップＳ９２３では、コンテンツデータのヘッダ部からリボケーションリスト(図８６
参照)を取得する。以降のステップＳ９２４～Ｓ９３０の処理は、先の図８７における対
応処理と同様の処理である。すなわち、リストチェック値によるリストの検証（Ｓ９２４
，Ｓ９２５）、総チェック値による検証（Ｓ９２６，Ｓ９２７）、リストのエントリと自
己の記録再生器識別子ＩＤｄｅｖとの比較（Ｓ９２８）を実行し、コンテンツデータから
読み出された不正な記録再生器識別子ＩＤｄｅｖのリストに自己の記録再生器の識別子Ｉ
Ｄｄｅｖが含まれている場合は、その記録再生器３００は、不正に複製された鍵データを
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有していると判定され、ステップＳ９３０に進み、以後の手続きは中止される。例えば図
２８に示すコンテンツの再生処理を実行不可能とする。一方、不正な記録再生器識別子Ｉ
Ｄｄｅｖのリストに自己の記録再生器の識別子ＩＤｄｅｖが含まれていないと判定された
場合には、その記録再生器３００は、正当な鍵データを有していると判定され、ステップ
Ｓ９２９に進み、以後の手続きが実行可能となる。
【０６２６】
このように、本発明のデータ処理装置においては、コンテンツ提供者、または管理者が提
供するコンテンツに併せて不正な記録再生器を識別するデータ、すなわち不正な記録再生
器識別子ＩＤｄｅｖをリスト化したリボケーションリストをコンテンツデータのヘッダ部
の構成データとして含ませて記録再生器利用者に提供し、記録再生器利用者は、記録再生
器によるコンテンツの利用に先立って、自己の記録再生器のメモリに格納された記録再生
器識別子ＩＤｄｅｖと、リストの識別子との照合を実行して一致するデータが存在した場
合には、以後の処理を実行させない構成としたので鍵データを複製してメモリに格納した
不正な記録再生器によるコンテンツ利用を排除することが可能となる。
【０６２７】
（１８）セキュアチップ構成および製造方法
先に説明したように、記録再生器暗号処理部３０２の内部メモリ３０７、あるいは記録デ
バイス４００の内部メモリ４０５は、暗号鍵などの重要な情報を保持しているため、外部
から不正に読み出しにくい構造にしておく必要がある。従って、記録再生器暗号処理部３
０２、記録デバイス暗号処理部４０１は、例えば外部からアクセスしにくい構造を持った
半導体チップで構成され、多層構造を有し、その内部のメモリはアルミニュウム層等のダ
ミー層に挟まれるか、最下層に構成され、また、動作する電圧または／かつ周波数の幅が
狭い等、外部から不正にデータの読み出しが難しい特性を有する耐タンパメモリとして構
成される。
【０６２８】
しかしながら、上述の説明で理解されるように、例えば記録再生器暗号処理部３０２の内
部メモリ３０７には記録再生器署名鍵Ｋｄｅｖ等の記録再生器毎に異なるデータを書き込
むことが必要となる。また、チップ内の不揮発性の記憶領域、例えばフラッシュメモリ、
ＦｅＲＡＭ等にチップ毎の個別情報、例えば識別情報（ＩＤ）や暗号鍵情報を書き込んだ
後、例えば製品出荷後におけるデータの再書き込み、読み出しを困難とすることが必要と
なる。
【０６２９】
従来の書き込みデータの読み出し、再書き込み処理を困難とするための手法には、例えば
データ書き込みのコマンドプロトコルを秘密にする。あるいは、チップ上のデータ書き込
みコマンドを受け付ける信号線と、製品化した後に利用される通信用の信号線を分離して
構成し、基板上のチップに直接信号を送らない限りデータ書き込みコマンドが有効となら
ないようにする等の手法がある。
【０６３０】
しかしながら、このような従来手法を採用しても、記憶素子の専門知識を有するものにと
っては、回路を駆動させる設備と技術があれば、チップのデータ書き込み領域に対する信
号出力が可能であり、また、たとえデータ書き込みのコマンドプロトコルが秘密であった
としても、プロトコルの解析可能性は常に存在する。
【０６３１】
このような、秘密データの改変可能性を保持した暗号処理データの格納素子を流通させる
ことは、暗号処理システム全体を脅かす結果となる。また、データの読み出しを防止する
ために、データ読み出しコマンド自体を実装しない構成とすることも可能であるが、その
場合、正規のデータ書き込みを実行した場合であっても、メモリに対するデータ書き込み
が実際に行われたか否かを確認したり、書き込まれたデータが正確に書き込まれているか
否かを判定することが不可能となり、不良なデータ書き込みの行われたチップが供給され
る可能性が発生する。
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【０６３２】
これらの従来技術に鑑み、ここでは、、例えばフラッシュメモリ、ＦｅＲＡＭ等の不揮発
性メモリに正確なデータ書き込みを可能とするとともに、データの読み出しを困難にする
セキュアチップ構成およびセキュアチップ製造方法を提供する。
【０６３３】
図８９に、例えば、前述の記録再生器暗号処理部３０２または記録デバイス４００の暗号
処理部４０１に適用可能なセキュリティチップ構成を示す。図８９（Ａ）はチップの製造
過程、すなわちデータの書き込み過程におけるセキュリティチップ構成を示し、図８９（
Ｂ）は、データを書き込んだセキュリティチップを搭載した製品の構成例、例えば記録再
生器３００、記録デバイス４００の例を示す。
【０６３４】
製造過程にあるセキュリティチップは、処理部８００１にモード指定用信号線８００３、
および各種コマンド信号線８００４が接続され、処理部８００１は、モード指定用信号線
８００３で設定されたモード、例えばデータ書き込みモードまたはデータ読み出しモード
に応じて不揮発性メモリである記憶部８００２へのデータ書き込み処理、または記憶部８
００２からのデータ読み出し処理を実行する。
【０６３５】
一方、図８９（Ｂ）のセキュリティチップ搭載製品においては、セキュリティチップと外
部接続インタフェース、周辺機器、他の素子等とが汎用信号線で接続されるが、モード信
号線８００３は、非接続状態とされる。具体的な処理は、例えばモード信号線８００３を
グランド接続する、Ｖｃｃに釣り上げる、信号線をカットする、あるいは絶縁体樹脂で封
印する等である。このような処理により、製品出荷後は、セキュリティチップのモード信
号線に対するアクセスが困難になり、外部からチップのデータを読み出したり書き込みを
行なったりすることの困難性を高めることができる。
【０６３６】
さらに、本構成のセキュリティチップ８０００は、データの記憶部８００２に対する書き
込み処理、および記憶部８００２に書き込まれたデータの読み出し処理を困難にする構成
を持ち、たとえ第三者がモード信号線８００３のアクセスに成功した場合であっても不正
なデータ書き込み、読み出しを防止可能である。図９０に本構成を有するセキュリティチ
ップにおけるデータ書き込みまたは読み出し処理フローを示す。
【０６３７】
ステップＳ９５１は、モード信号線８００３をデータ書き込みモードまたはデータ読み出
しモードに設定するステップである。
【０６３８】
ステップＳ９５２は、チップから認証用情報を取り出すステップである。本構成のセキュ
リティチップには、例えばワイヤ（Ｗｉｒｅ）、マスクＲＯＭ構成により、予めパスワー
ド、暗号技術における認証処理用の鍵情報等、認証処理に必要な情報が格納される。ステ
ップＳ９５２は、この認証情報を読み出して認証処理を実行する。例えば正規なデータ書
き込み治具、データ読み出し装置を汎用信号線に接続して認証処理を実行した場合には、
認証ＯＫ（ステップＳ９５３においてＹｅｓ）の結果が得られるが、不正なデータ書き込
み治具、データ読み出し装置を汎用信号線に接続して認証処理を実行した場合には、認証
に失敗（ステップＳ９５３においてＮｏ）し、その時点で処理が中止される。認証処理は
、例えば先に説明した図１３の相互認証処理手続きに従って実行可能である。図８９に示
す処理部８００１は、これらの認証処理を実行可能な構成を有する。これは、例えば先に
説明した図２９に示す記録デバイス４００の暗号処理部４０１の制御部４０３に組み込ま
れたコマンドレジスタと同様の構成により実現可能である。例えば図８９のチップの処理
部は、図２９に示す記録デバイス４００の暗号処理部４０１の制御部４０３に組み込まれ
たコマンドレジスタと同様の構成を持ち、各種コマンド信号線８００４に接続された機器
から所定のコマンドＮｏが入力されると、対応する処理を実行し、認証処理シーケンスを
実行することが可能となる。
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【０６３９】
処理部８００１は認証処理において認証がなされた場合にのみ、データの書き込みコマン
ド、またはデータの読み出しコマンドを受け付けてデータの書き込み処理（ステップＳ９
５５）、またはデータの読み出し処理（ステップＳ９５６）を実行する。
【０６４０】
このように本構成のセキュリティチップにおいては、データの書き込み時、読み出し時に
認証処理を実行する構成としたので、正当な権利を持たない第三者によるセキュリティチ
ップの記憶部からデータの読み出し、または記憶部へのデータ書き込みを防止することが
できる。
【０６４１】
次に、さらに、セキュリティの高い素子構成とした実施例を図９１に示す。この例では、
セキュリティチップの記憶部８２００が２つの領域に分離され、一方はデータの読み書き
が可能な読み出し書き込み併用領域(ＲＷ：ＲｅａｄＷｒｉｔｅ領域)８２０１であり、他
方はデータの書き込みのみが可能な書き込み専用領域（ＷＯ：ＷｒｉｔｅＯｎｌｙ領域）
８２０２である。
【０６４２】
この構成において、書き込み専用領域（ＷＯ：ＷｒｉｔｅＯｎｌｙ領域）８２０２には、
暗号鍵データ、識別子データ等のセキュリテイ要請の高いデータを書き込み、一方セキュ
リティ度のさほど高くない、例えばチェック用のデータ等を読み出し書き込み併用領域(
ＲＷ：ＲｅａｄＷｒｉｔｅ領域)８２０１に書き込む。
【０６４３】
処理部８００１は、読み出し書き込み併用領域(ＲＷ：ＲｅａｄＷｒｉｔｅ領域)８２０１
からのデータ読み出し処理は、前述の図９０で説明した認証処理を伴うデータ読み出し処
理を実行する。しかし、データ書き込み処理は、図９２のフローに従って実行する。
【０６４４】
図９２のステップＳ９６１は、モード信号線８００３を書き込みモードに設定するステッ
プであり、ステップ９６２では、先の図９０で説明したと同様の認証処理を実行する。認
証処理で認証がなされると、ステップＳ９６３に進み、コマンド信号線８００４を介して
、書き込み専用（ＷＯ）領域８２０２にセキュリテイの高い鍵データ等の情報の書き込み
、読み出し書き込み併用領域(ＲＷ：ＲｅａｄＷｒｉｔｅ領域)８２０１にセキュリティ度
のさほど高くない、例えばチェック用データ書き込むコマンドを処理部８００１に対して
出力する。
【０６４５】
ステップＳ９６４ではコマンドを受領した処理部８００１が、コマンドに応じたデータ書
き込み処理をそれぞれ書き込み専用（ＷＯ）領域８２０２、読み出し書き込み併用領域(
ＲＷ：ＲｅａｄＷｒｉｔｅ領域)８２０１に対して実行する。
【０６４６】
また、書き込み専用（ＷＯ）領域８２０２に書き込まれたデータの検証処理フローを図９
３に示す。
【０６４７】
図９３のステツプＳ９７１は、処理部８００１において、書き込み専用（ＷＯ）領域８２
０２に書き込まれたデータに基づく暗号処理を実行させる。これらの実行構成は、先の認
証処理実行構成と同様、コマンドレジスタに格納された暗号処理シーケンスを順次実行す
る構成によって実現される。また、処理部８００１において実行される暗号処理アルゴリ
ズムは特に限定されるものではなく、例えば先に説明したＤＥＳアルゴリズムを実行する
構成とすることができる。
【０６４８】
次に、ステップＳ９７２で、セキュリティチップに接続された検証装置が処理部８００１
から暗号処理結果を受信する。次に、ステップＳ９７３において、先に記憶部に書き込み
処理を行なった正規な書き込みデータに対して処理部８００１において実行されたアルゴ
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リズムと同様の暗号化処理を適用して得た結果と、処理部８００１からの暗号化結果とを
比較する。
【０６４９】
比較した結果が同一であれば、書き込み専用（ＷＯ）領域８２０２に書き込まれたデータ
は正しいことが検証される。
【０６５０】
この構成では、認証処理が破られて読み出しコマンドが万が一実行可能となっても、デー
タの読み出し可能領域は、読み出し書き込み併用領域(ＲＷ：ＲｅａｄＷｒｉｔｅ領域)８
２０１に限定され、書き込み専用（ＷＯ）領域８２０２に書き込まれたデータの読み出し
は、不可能であり、さらにセキュリティの高い構成となる。また、全く読み出しを不可能
としたチップと異なり、読み出し書き込み併用領域(ＲＷ：ＲｅａｄＷｒｉｔｅ領域)８２
０１が構成されているのでメモリアクセスの正否チェックが可能である。
【０６５１】
以上、特定の実施例を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、本発
明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施例の修正や代用を成し得ることは自明である
。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、限定的に解釈されるべき
ではない。また、上記した実施例ではコンテンツの記録、再生を可能な記録再生器を例に
して説明してきたが、データ記録のみ、データ再生のみ可能な装置においても本発明の構
成は適用可能なものであり、本発明はパーソナルコンピュータ、ゲーム機器、その他の各
種データ処理装置一般において実施可能なものである。本発明の要旨を判断するためには
、冒頭に記載した特許請求の範囲の欄を参酌すべきである。
【０６５２】
【発明の効果】
上述したように、本発明のデータ処理システム、記録デバイス、およびデータ処理方法に
おいては、記録デバイスに単回数共通鍵暗号処理、例えばシングルＤＥＳ処理を適用した
暗号処理を実行する構成を設け、シングルＤＥＳ処理シーケンスを複数回繰り返して実行
させることにより、複回数共通鍵暗号処理であるトリプルＤＥＳを適用した暗号処理と同
様の処理を実行可能とし、コンテンツに応じた暗号強度を変更した暗号処理が可能となる
。
【０６５３】
さらに、本発明のデータ処理システム、記録デバイス、およびデータ処理方法によれば、
記録デバイスには、単回数共通鍵暗号処理部としてのシングルＤＥＳ処理部を構成するの
みであるので、暗号処理部構成が複雑化することが防止される。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のデータ処理システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の適用されるデータ処理装置の構成を示す図である。
【図３】本発明の適用されるデータ処理装置の構成を示す図である。
【図４】メディア上、通信路上におけるコンテンツデータのデータフォーマットを示す図
である。
【図５】コンテンツデータ中のヘッダに含まれる取扱方針を示す図である。
【図６】コンテンツデータ中のヘッダに含まれるブロック情報を示す図である。
【図７】ＤＥＳを用いた電子署名生成方法を示す図である。
【図８】トリプルＤＥＳを用いた電子署名生成方法を示す図である。
【図９】トリプルＤＥＳの態様を説明する図である。
【図１０】一部にトリプルＤＥＳを用いた電子署名生成方法を示す図である。
【図１１】電子署名生成における処理フローを示す図である。
【図１２】電子署名検証における処理フローを示す図である。
【図１３】対称鍵暗号技術を用いた相互認証処理の処理シーケンスを説明する図である。
【図１４】公開鍵証明書を説明する図である。
【図１５】非対称鍵暗号技術を用いた相互認証処理の処理シーケンスを説明する図である
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。
【図１６】楕円曲線暗号を用いた暗号化処理の処理フローを示す図である。
【図１７】楕円曲線暗号を用いた復号化処理の処理フローを示す図である。
【図１８】記録再生器上のデータ保持状況を示す図である。
【図１９】記録デバイス上のデータ保持状況を示す図である。
【図２０】記録再生器と記録デバイスとの相互認証処理フローを示す図である。
【図２１】記録再生器のマスタ鍵と記録デバイスの対応鍵ブロックとの関係を示す図であ
る。
【図２２】コンテンツのダウンロード処理における処理フローを示す図である。
【図２３】チェック値Ａ：ＩＣＶａの生成方法を説明する図である。
【図２４】チェック値Ｂ：ＩＣＶｂの生成方法を説明する図である。
【図２５】総チェック値、記録再生器固有チェック値の生成方法を説明する図である。
【図２６】記録デバイスに保存されたコンテンツデータのフォーマット（利用制限情報＝
０）を示す図である。
【図２７】記録デバイスに保存されたコンテンツデータのフォーマット（利用制限情報＝
１）を示す図である。
【図２８】コンテンツの再生処理における処理フローを示す図である。
【図２９】記録デバイスにおけるコマンド実行方法について説明する図である。
【図３０】記録デバイスにおけるコンテンツ格納処理におけるコマンド実行方法について
説明する図である。
【図３１】記録デバイスにおけるコンテンツ再生処理におけるコマンド実行方法について
説明する図である。
【図３２】コンテンツデータフォーマットのフォーマット・タイプ０の構成を説明する図
である。
【図３３】コンテンツデータフォーマットのフォーマット・タイプ１の構成を説明する図
である。
【図３４】コンテンツデータフォーマットのフォーマット・タイプ２の構成を説明する図
である。
【図３５】コンテンツデータフォーマットのフォーマット・タイプ３の構成を説明する図
である。
【図３６】フォーマット・タイプ０におけるコンテンツチェック値ＩＣＶｉの生成処理方
法を説明する図である。
【図３７】フォーマット・タイプ１におけるコンテンツチェック値ＩＣＶｉの生成処理方
法を説明する図である。
【図３８】フォーマット・タイプ２，３における総チェック値、記録再生器固有チェック
値の生成処理方法を説明する図である。
【図３９】フォーマット・タイプ０，１におけるコンテンツダウンロード処理の処理フロ
ーを示す図である。
【図４０】フォーマット・タイプ２におけるコンテンツダウンロード処理の処理フローを
示す図である。
【図４１】フォーマット・タイプ３におけるコンテンツダウンロード処理の処理フローを
示す図である。
【図４２】フォーマット・タイプ０におけるコンテンツ再生処理の処理フローを示す図で
ある。
【図４３】フォーマット・タイプ１におけるコンテンツ再生処理の処理フローを示す図で
ある。
【図４４】フォーマット・タイプ２におけるコンテンツ再生処理の処理フローを示す図で
ある。
【図４５】フォーマット・タイプ３におけるコンテンツ再生処理の処理フローを示す図で
ある。
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【図４６】コンテンツ生成者と、コンテンツ検証者におけるチェック値の生成、検証方法
を説明する図(その１)である。
【図４７】コンテンツ生成者と、コンテンツ検証者におけるチェック値の生成、検証方法
を説明する図（その２）である。
【図４８】コンテンツ生成者と、コンテンツ検証者におけるチェック値の生成、検証方法
を説明する図（その３）である。
【図４９】マスタ鍵を用いて各種の鍵を個別に生成する方法について説明する図である。
【図５０】マスタ鍵を用いて各種の鍵を個別に生成する方法について、コンテンツプロバ
イダと、ユーザにおける処理例を示す図（例１）である。
【図５１】マスタ鍵を用いて各種の鍵を個別に生成する方法について、コンテンツプロバ
イダと、ユーザにおける処理例を示す図（例２）である。
【図５２】マスタ鍵の使い分けにより、利用制限を実行する構成について説明する図であ
る。
【図５３】マスタ鍵を用いて各種の鍵を個別に生成する方法について、コンテンツプロバ
イダと、ユーザにおける処理例を示す図（例３）である。
【図５４】マスタ鍵を用いて各種の鍵を個別に生成する方法について、コンテンツプロバ
イダと、ユーザにおける処理例を示す図（例４）である。
【図５５】マスタ鍵を用いて各種の鍵を個別に生成する方法について、コンテンツプロバ
イダと、ユーザにおける処理例を示す図（例５）である。
【図５６】トリプルＤＥＳを適用した暗号鍵をシングルＤＥＳアルゴリズムを用いて格納
する処理フローを示す図である。
【図５７】優先順位に基づくコンテンツ再生処理フロー（例１）を示す図である。
【図５８】優先順位に基づくコンテンツ再生処理フロー（例２）を示す図である。
【図５９】優先順位に基づくコンテンツ再生処理フロー（例３）を示す図である。
【図６０】コンテンツ再生処理における圧縮データの復号（伸長）処理を実行する構成に
ついて説明する図である。
【図６１】コンテンツの構成例（例１）を示す図である。
【図６２】コンテンツの構成例１における再生処理フローを示す図である。
【図６３】コンテンツの構成例（例２）を示す図である。
【図６４】コンテンツの構成例２における再生処理フローを示す図である。
【図６５】コンテンツの構成例（例３）を示す図である。
【図６６】コンテンツの構成例３における再生処理フローを示す図である。
【図６７】コンテンツの構成例（例４）を示す図である。
【図６８】コンテンツの構成例４における再生処理フローを示す図である。
【図６９】セーブデータの生成、格納処理について説明する図である。
【図７０】セーブデータの格納処理例(例１)に関する処理フローを示す図である。
【図７１】セーブデータの格納、再生処理において使用されるデータ管理ファイル構成（
例１）を示す図である。
【図７２】セーブデータの再生処理例(例１)に関する処理フローを示す図である。
【図７３】セーブデータの格納処理例(例２)に関する処理フローを示す図である。
【図７４】セーブデータの再生処理例(例２)に関する処理フローを示す図である。
【図７５】セーブデータの格納処理例(例３)に関する処理フローを示す図である。
【図７６】セーブデータの格納、再生処理において使用されるデータ管理ファイル構成（
例２）を示す図である。
【図７７】セーブデータの再生処理例(例３)に関する処理フローを示す図である。
【図７８】セーブデータの格納処理例(例４)に関する処理フローを示す図である。
【図７９】セーブデータの再生処理例(例４)に関する処理フローを示す図である。
【図８０】セーブデータの格納処理例(例５)に関する処理フローを示す図である。
【図８１】セーブデータの格納、再生処理において使用されるデータ管理ファイル構成（
例３）を示す図である。
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【図８２】セーブデータの再生処理例(例５)に関する処理フローを示す図である。
【図８３】セーブデータの格納処理例(例６)に関する処理フローを示す図である。
【図８４】セーブデータの格納、再生処理において使用されるデータ管理ファイル構成（
例４）を示す図である。
【図８５】セーブデータの再生処理例(例６)に関する処理フローを示す図である。
【図８６】コンテンツ不正利用者排除（リボケーション）構成を説明する図である。
【図８７】コンテンツ不正利用者排除（リボケーション）の処理フロー（例１）を示す図
である。
【図８８】コンテンツ不正利用者排除（リボケーション）の処理フロー（例２）を示す図
である。
【図８９】セキュリティチップの構成（例１）を説明する図である。
【図９０】セキュリティチップの製造方法における処理フローを示す図である。
【図９１】セキュリティチップの構成（例２）を説明する図である。
【図９２】セキュリティチップ（例２）におけるデータ書き込み処理における処理フロー
を示す図である。
【図９３】セキュリティチップ（例２）における書き込みデータチェック処理における処
理フローを示す図である。
【符号の説明】
１０６　メインＣＰＵ
１０７　ＲＡＭ
１０８　ＲＯＭ
１０９　ＡＶ処理部
１１０　入力処理部
１１１　ＰＩＯ
１１２　ＳＩＯ
３００　記録再生器
３０１　制御部
３０２　暗号処理部
３０３　記録デバイスコントローラ
３０４　読み取り部
３０５　通信部
３０６　制御部
３０７　内部メモリ
３０８　暗号／復号化部
４００　記録デバイス
４０１　暗号処理部
４０２　外部メモリ
４０３　制御部
４０４　通信部
４０５　内部メモリ
４０６　暗号／復号化部
４０７　外部メモリ制御部
５００　メディア
６００　通信手段
２１０１，２１０２，２１０３　記録再生器
２１０４，２１０５，２１０６　記録デバイス
２９０１　コマンド番号管理部
２９０２　コマンドレジスタ
２９０３，２９０４　認証フラグ
３００１　スピーカ
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３００２　モニタ
３０９０　メモリ
３０９１　コンテンツ解析部
３０９２　データ記憶部
３０９３　プログラム記憶部
３０９４　圧縮伸長処理部
７７０１　コンテンツデータ
７７０２　リボケーションリスト
７７０３　リストチェック値
８０００　セキュリティチップ
８００１　処理部
８００２　記憶部
８００３　モード信号線
８００４　コマンド信号線
８２０１　読み出し書き込み併用領域
８２０２　書き込み専用領域

【図１】 【図２】
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