
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタル放送を受信するための連鎖鍵放送受信システムであって、
　前記ディジタル放送における複数の番組を視聴した時に得られる鍵情報に基づいて予め
暗号化されたコンテンツを復号化するための鍵情報を得る手段を有
　

　

　

ことを特徴とする連鎖鍵放送受信システム。
【請求項２】
　 による連鎖鍵の受信と による復号化と

による保存との一連の処理と、その連鎖鍵を用いて
る処理とを独立して実行するよう構成したことを特徴とする 記載の連鎖鍵放送

受信システム。
【請求項３】
　任意の連鎖鍵の識別子を前記対象 識別子として指定するようにしたことを特徴とする
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し、
前記鍵情報を得る手段は、前記コンテンツを復号化するための第一の連鎖鍵と当該第一

の連鎖鍵の鍵識別子と当該第一の連鎖鍵を復号化する連鎖鍵を示す第二の連鎖鍵を示す対
象鍵識別子とを受信する連鎖鍵受信手段と、

前記対象鍵識別子を用いて既に保存されている前記第二の連鎖鍵を取出す連鎖鍵保存手
段と、

前記連鎖鍵保存手段から送られてくる前記第二の連鎖鍵を用いて前記連鎖鍵受信手段が
受信した前記第一の連鎖鍵を復号化して新たな連鎖鍵を生成する連鎖鍵復号化手段とを含
む

前記連鎖鍵受信手段 前記連鎖鍵復号化手段 前記連
鎖鍵保存手段 前記コンテンツを復号化
す 請求項１

鍵



請求項１ 記載の連鎖鍵放送受信システム。
【請求項４】
　ディジタル放送を受信するための連鎖鍵放送受信方法であって、
　前記ディジタル放送における複数の番組を視聴した時に得られる鍵情報に基づいて予め
暗号化されたコンテンツを復号化するための 連鎖鍵

　

　

ことを特徴とする連鎖鍵放送受信
方法。
【請求項５】
　 による連鎖鍵の受信と による復号化と

による保存との一連の処理と、その連鎖鍵を用いて
る処理とを独立して実行するようにしたことを特徴とする 記載の連鎖鍵放送受

信方法。
【請求項６】
　任意の連鎖鍵の識別子を前記対象 識別子として指定するようにしたことを特徴とする

記載の連鎖鍵放送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は連鎖鍵放送受信システム及び連鎖鍵放送受信方法に関し、特に暗号鍵を用いてデ
スクランブルされるディジタル放送におけるスクランブル放送の受信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、鍵放送システムとしては、ディジタル放送におけるスクランブル放送をデスクラン
ブルするための暗号鍵を受信して復号するために、ＣＡＳ（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍ：限定受信）カードを用いるものがある。
【０００３】
このＣＡＳカードの処理は、図６に示すように、作業鍵復号化モジュール２３が番組に先
立って放送されてくる暗号化されている作業鍵をＣＡＳカード内のマスタ鍵２４を用いて
復号化して作業鍵記憶部２１に格納する。
【０００４】
スクランブル鍵復号化モジュール２２は番組と同時に放送されてくる暗号化されているス
クランブル鍵を当該作業鍵記憶部２１に格納された作業鍵を用いて復号化してカード外に
出力する。尚、図示していないが、ＣＡＳカードの外ではスクランブルされている番組映
像をスクランブル鍵を用いて復号化して表示している。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の鍵放送システムでは、一つの番組の中でスクランブル鍵の復号化のために
毎回同じ作業鍵を用いているため、予め作業鍵を入手しておけば、番組放送時には途中か
ら視聴しても、また途中で視聴を一時中断しても、スクランブル鍵を生成することができ
るので、番組の最初から最後まで視聴した視聴者だけが鍵を使えるようにするといったサ
ービスを実施することができないという問題がある。
【０００６】
また、暗号化されているスクランブル鍵を受信すると、復号化したスクランブル鍵を出力
してしまうため、暗号化されているスクランブル鍵の受信と復号化したスクランブル鍵の
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または請求項２

第一の と当該第一の連鎖鍵の鍵識別子
と当該第一の連鎖鍵を復号化する連鎖鍵を示す第二の連鎖鍵を示す対象鍵識別子とを連鎖
鍵受信手段にて受信し、

前記対象鍵識別子を用いて既に保存されている前記第二の連鎖鍵を連鎖鍵保存手段にて
取出し、

前記連鎖鍵保存手段から送られてくる前記第二の連鎖鍵を用いて前記連鎖鍵受信手段が
受信した前記第一の連鎖鍵を連鎖鍵復号化手段にて復号化して新たな連鎖鍵を生成するこ
とで、前記コンテンツを復号化するための鍵情報を得る

前記連鎖鍵受信手段 前記連鎖鍵復号化手段 前記連
鎖鍵保存手段 前記コンテンツを復号化
す 請求項４

鍵
請求項４または請求項５



利用とを非同期に行うことができないという問題がある。
【０００７】
さらにまた、作業鍵の保管とスクランブル鍵の出力とが全く別処理であるため、復号化し
たスクランブル鍵を次回以降のスクランブル鍵の復号化に用いる作業鍵として用いること
ができないという問題がある。
【０００８】
そこで、本発明の目的は上記の問題点を解消し、復号化した鍵を次回以降の復号に用いる
処理を実現することができる連鎖鍵放送システム及び連鎖鍵放送方法を提供することにあ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明による連鎖鍵放送システムは、ディジタル放送を受信するための連鎖鍵放送受信
システムであって、
　前記ディジタル放送における複数の番組を視聴した時に得られる鍵情報に基づいて予め
暗号化されたコンテンツを復号化するための鍵情報を得る手段を備え
　

　

　

ている。
【００１０】
　本発明による連鎖鍵放送方法は、ディジタル放送を受信するための連鎖鍵放送受信方法
であって、
　前記ディジタル放送における複数の番組を視聴した時に得られる鍵情報に基づいて予め
暗号化されたコンテンツを復号化するための 連鎖鍵

　

　

【００１１】
すなわち、本発明の連鎖鍵放送システムは、放送を受信する装置において複数の番組を視
聴することによって、暗号化コンテンツを解く鍵を得ることができるようにしたことにあ
る。
【００１２】
より具体的に、本発明の連鎖鍵放送システムは、連鎖鍵とその鍵識別子とその鍵が復号化
する連鎖鍵を示す対象鍵識別子とを受信する連鎖鍵受信手段と、対象鍵識別子を用いて既
に保存されている連鎖鍵を取出す連鎖鍵保存手段と、連鎖鍵保存手段から送られてくる連
鎖鍵を用いて連鎖鍵受信手段が受信した連鎖鍵を復号化して新たな連鎖鍵を生成する連鎖
鍵復号化手段とを有している。
【００１３】
上記のような構成を採用することによって、一連の連鎖鍵を全て受信しないと最終的な連
鎖鍵の復号化ができないという仕組みを実現することが可能となり、放送事業者が自番組
を最初から最後まで視聴した、または自放送局の連続番組を欠かさず視聴した視聴者だけ
が最終的な連鎖鍵を入手することができるようなサービスを実施することが可能となる。
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、
前記鍵情報を得る手段は、前記コンテンツを復号化するための第一の連鎖鍵と当該第一

の連鎖鍵の鍵識別子と当該第一の連鎖鍵を復号化する連鎖鍵を示す第二の連鎖鍵を示す対
象鍵識別子とを受信する連鎖鍵受信手段と、

前記対象鍵識別子を用いて既に保存されている前記第二の連鎖鍵を取出す連鎖鍵保存手
段と、

前記連鎖鍵保存手段から送られてくる前記第二の連鎖鍵を用いて前記連鎖鍵受信手段が
受信した前記第一の連鎖鍵を復号化して新たな連鎖鍵を生成する連鎖鍵復号化手段とを具
備し

第一の と当該第一の連鎖鍵の鍵識別子
と当該第一の連鎖鍵を復号化する連鎖鍵を示す第二の連鎖鍵を示す対象鍵識別子とを連鎖
鍵受信手段にて受信し、

前記対象鍵識別子を用いて既に保存されている前記第二の連鎖鍵を連鎖鍵保存手段にて
取出し、

前記連鎖鍵保存手段から送られてくる前記第二の連鎖鍵を用いて前記連鎖鍵受信手段が
受信した前記第一の連鎖鍵を連鎖鍵復号化手段にて復号化して新たな連鎖鍵を生成するこ
とで、前記コンテンツを復号化するための鍵情報を得ている。



例えば、番組Ａと番組Ｂとを視聴した人が連鎖鍵Ｂを、番組Ａと番組Ｃとを視聴した人が
連鎖鍵Ｃをそれぞれ得られるというサービスが実現可能となる。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図１は本発明の実施の形態
による連鎖鍵放送システムの構成を示すブロック図である。図１において、本発明の実施
の形態による連鎖鍵放送システムは連鎖鍵受信手段１と、連鎖鍵復号化手段２と、連鎖鍵
保存手段３とから構成されている。
【００１５】
連鎖鍵受信手段１は連鎖鍵、その鍵識別子、及びその鍵が復号化する連鎖鍵を示す対象鍵
識別子を受信する。連鎖鍵保存手段３は連鎖鍵受信手段１で受信した対象鍵識別子を用い
て既に保存されている連鎖鍵を取出す。連鎖鍵復号化手段２は連鎖鍵保存手段３から送ら
れてくる連鎖鍵を用いて、連鎖鍵受信手段１が受信した連鎖鍵を復号化して新たな連鎖鍵
を生成する。
【００１６】
これによって、一連の連鎖鍵を全て受信しないと最終的な連鎖鍵の復号化ができないとい
う仕組みを実現することができ、放送事業者が自番組を最初から最後まで視聴した、また
は自放送局の連続番組を欠かさず視聴した視聴者だけが最終的な連鎖鍵を入手することが
できるようなサービスを実施することができる。
【００１７】
図２は本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムの構成を示すブロック図である。図２
において、本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムはデマックス１１と、映像デコー
ダ１２と、映像モニタ１３と、連鎖鍵ハンドラ１４と、連鎖鍵復号化モジュール１５と、
連鎖鍵管理モジュール１６と、コンテンツ復号化モジュール１７と、連鎖鍵メモリ１８と
、ハードディスク１９とから構成されている。
【００１８】
デマックス１１はディジタル放送信号を受信し、そのディジタル放送信号を動画・音声と
いったＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）データ
と、暗号化連鎖鍵と、鍵識別子と、対象鍵識別子とに分離する。
【００１９】
映像デコーダ１２はＭＰＥＧデータをデコードして映像データを生成する。映像モニタ１
３は映像デコーダ１２が生成した映像データをモニタ（図示せず）に表示・再生する。
【００２０】
連鎖鍵管理モジュール１６は連鎖鍵ハンドラ１４から鍵識別子と暗号化連鎖鍵とを受取る
と、暗号化連鎖鍵を連鎖鍵として識別子と対にして連鎖鍵メモリ１８に記録し、連鎖鍵ハ
ンドラ１４から対象鍵識別子を受取ると、連鎖鍵メモリ１８内で対象鍵識別子と対になっ
ている連鎖鍵を連鎖鍵復号化モジュール１５に送出する。
【００２１】
また、連鎖鍵管理モジュール１６は連鎖鍵復号化モジュール１５から鍵識別子と連鎖鍵と
を受取ると、それらを対にして連鎖鍵メモリに記録し、コンテンツ復号化モジュール１７
から鍵識別子を受取ると、連鎖鍵メモリ１８内で鍵識別子と対になっている連鎖鍵をコン
テンツ復号化モジュール１７に戻す。
【００２２】
連鎖鍵ハンドラ１４はデマックス１１から暗号化連鎖鍵と鍵識別子と対象鍵識別子とを受
取る。連鎖鍵ハンドラ１４は対象鍵識別子がヌルの場合、暗号化連鎖鍵が一連の最初の連
鎖鍵であるとして、鍵識別子とともに連鎖鍵管理モジュール１６に送出する。また、連鎖
鍵ハンドラ１４は対象鍵識別子がヌルではない場合、２番目以降の暗号化連鎖鍵であると
して、対象鍵識別子を連鎖鍵管理モジュール１６に送出し、暗号化連鎖鍵と鍵識別子とを
連鎖鍵復号化モジュール１５に送出する。
【００２３】
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連鎖鍵復号化モジュール１５は連鎖鍵管理モジュール１６から受取った連鎖鍵を用いて、
暗号化連鎖鍵を復号化し、新たな連鎖鍵を得て、鍵識別子とともに連鎖鍵管理モジュール
１６に送出する。
【００２４】
コンテンツ復号化モジュール１７は連鎖鍵管理モジュール１６に鍵識別子を送出し、連鎖
鍵管理モジュール１６から得た連鎖鍵を用いてハードディスク１９内の暗号化コンテンツ
を復号化して目的のコンテンツ（復号化コンテンツ）を得る。ハードディスク１９には予
め放送や通信、配布媒体等を経由して入手した暗号化コンテンツが保存されている。
【００２５】
図３は図２の連鎖鍵メモリ１８の構成を示す図である。図３において、連鎖鍵メモリ１８
には鍵識別子＃ｎ（ｎ＝１，２，３，４，５，…）と、鍵識別子＃ｎと対の連鎖鍵＃ｎと
が格納されている。
【００２６】
図４は本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムの連鎖鍵生成処理を示すフローチャー
トである。これら図２～図４を参照して本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムの連
鎖鍵生成処理について説明する。本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムでは連鎖鍵
ハンドラ１４と連鎖鍵管理モジュール１６と連鎖鍵復号化モジュール１６とによって連鎖
鍵が順次生成される。
【００２７】
暗号化連鎖鍵、その鍵識別子、及び対象鍵識別子が連鎖鍵ハンドラ１４に与えられると（
図４ステップＳ１）、連鎖鍵ハンドラ１４は対象鍵識別子を判定し、対象鍵識別子がヌル
であれば（図４ステップＳ２）、鍵識別子と暗号化連鎖鍵とを連鎖鍵管理モジュール１６
に送付し、連鎖鍵管理モジュール１６がこれらを対にして連鎖鍵メモリ１８に格納する（
図４ステップＳ７）。
【００２８】
連鎖鍵ハンドラ１４は対象鍵識別子がヌルでなければ（図４ステップＳ２）、次のように
暗号化連鎖鍵から新たな連鎖鍵を得て、連鎖鍵管理モジュール１６がそれらを連鎖鍵メモ
リ１８に格納する（図４ステップＳ６）。
【００２９】
暗号化連鎖鍵から新たな連鎖鍵を得る手順は、まず連鎖鍵ハンドラ１４が対象鍵識別子を
連鎖鍵管理モジュール１６に送り、連鎖鍵管理モジュール１６がその対の連鎖鍵を連鎖鍵
復号化モジュール１５に送出する（図４ステップＳ３）。同時に、連鎖鍵ハンドラ１４は
鍵識別子と暗号化連鎖鍵とを連鎖鍵復号化モジュール１５に送出する（図４ステップＳ４
）。
【００３０】
連鎖鍵復号化モジュール１５は連鎖鍵ハンドラ１４が得た暗号化連鎖鍵を、連鎖鍵管理モ
ジュール１６から得た連鎖鍵で復号化し、新たな連鎖鍵を得る（図４ステップＳ５）。連
鎖鍵復号化モジュール１５は新たな連鎖鍵と連鎖鍵管理モジュール１６から得た鍵識別子
とを連鎖鍵管理モジュール１６に送出し、連鎖鍵管理モジュール１６はこれらを対にして
連鎖鍵メモリ１８に格納する（図４ステップＳ６）。
【００３１】
図５は本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムの暗号化コンテンツの復号化処理を示
すフローチャートである。これら図２と図３と図５とを参照して本発明の一実施例による
連鎖鍵放送システムの暗号化コンテンツの復号化処理について説明する。本発明の一実施
例による連鎖鍵放送システムではコンテンツ復号化モジュール１７及び連鎖鍵管理モジュ
ール１６によって、連鎖鍵を用いて暗号化コンテンツを復号化している。
【００３２】
この場合、コンテンツ復号化モジュール１７は鍵識別子を指定して連鎖鍵管理モジュール
１６から連鎖鍵を取出す（図５ステップＳ１１）。コンテンツ復号化モジュール１７は連
鎖鍵管理モジュール１６から得た連鎖鍵を用いて暗号化コンタンツを復号化する（図５ス
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テップＳ１２）。
【００３３】
このように、前回に受信した鍵で次に受信した鍵を順次復号化することによって、番組を
最初から最後まで視聴したり、連続ドラマを全回視聴したりして一連の鍵を全て受信した
視聴者だけが最終的な鍵を得ることができる。例えば、所望のコンテンツを復号化して入
手できるような放送サービスを実現することができる。
【００３４】
また、連鎖鍵の受信・復号化・保存の一連の処理と、その連鎖鍵を用いる処理、例えば暗
号化コンテンツの復号化処理とを独立して実施させることによって、連鎖鍵の受信・復号
化・保存を行っていない時（例えば、番組を視聴していない時）でも、鍵を用いて蓄積媒
体等に保存された暗号化コンテンツを復号化することができる。
【００３５】
さらに、任意の連鎖鍵の識別子を対象識別子として指定することによって、必ずしも連鎖
鍵を順番に放送する必要はなく、例えば番組Ａで連鎖鍵Ａを放送し、番組Ｂで送る連鎖鍵
Ｂの対象鍵識別子を連鎖鍵Ａ、番組Ｃで送る連鎖鍵Ｃの対象鍵識別子も同じく連鎖鍵Ａと
することで、番組Ａと番組Ｂとを視聴した人は連鎖鍵Ｂを、番組Ａと番組Ｃとを視聴した
人は連鎖鍵Ｃを得ることができるといったサービスを柔軟に実施することができる。した
がって、復号化した鍵を次回以降の復号に用いる処理を実現することができる。
【００３６】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、ディジタル放送を受信するための連鎖鍵放送受信シ
ステムにおいて、ディジタル放送における複数の番組を視聴した時に得られる鍵情報に基
づいて予め暗号化されたコンテンツを復号化するための鍵情報を得ることによって、復号
化した鍵を次回以降の復号に用いる処理を実現することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態による連鎖鍵放送システムの構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムの構成を示すブロック図である。
【図３】図２の連鎖鍵メモリの構成を示す図である。
【図４】本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムの連鎖鍵生成処理を示すフローチャ
ートである。
【図５】本発明の一実施例による連鎖鍵放送システムの暗号化コンテンツの復号化処理を
示すフローチャートである。
【図６】従来例による鍵放送システムの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　連鎖鍵受信手段
２　連鎖鍵復号化手段
３　連鎖鍵保存手段
１１　デマックス
１２　映像デコーダ
１３　映像モニタ
１４　連鎖鍵ハンドラ
１５　連鎖鍵復号化モジュール
１６　連鎖鍵管理モジュール
１７　コンテンツ復号化モジュール
１８　連鎖鍵メモリ
１９　ハードディスク
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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