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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多重化されたディジタルデータを受信し、受信したディジタルデータを記憶し、記憶され
ているディジタルデータを再生するようにしたデータ受信装置において、
　受信信号中には、暗号化された複数の情報データと、暗号を解くために使用され、且つ
受信端末に共通の共通情報ＥＣＭと、暗号を解くために使用され、且つ受信端末で個別の
契約情報を有する個別情報ＥＭＭとが含まれ、
　上記暗号化された複数の情報データと上記共通情報ＥＣＭとを暗号を解けるか否かにか
かわらず記録する記録媒体と、
　上記記録媒体に記録されている複数の情報データの中で選択した情報データを再生する
場合に、上記記録媒体から上記選択した情報データと上記共通情報ＥＣＭを再生する手段
と、
　再生された上記共通情報ＥＣＭと最新の上記個別情報ＥＭＭとを使用して、再生された
情報データの暗号を解く手段と
からなり、
　記録媒体に上記暗号化された複数の情報データと上記共通情報ＥＣＭを記録した後に、
最新の上記個別情報ＥＭＭと共に、上記記録された内容を受信装置が備えるディスプレイ
上に選択可能に表示するための検索用のデータを受信し、上記ディスプレイ上の表示を使
用して再生する内容を視聴者が選択することを可能とすることを特徴とするデータ受信装
置。
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【請求項２】
請求項１において、
　上記記録媒体上における、上記複数の情報データのそれぞれの記録位置を指示する管理
手段を更に備え、
　上記再生手段は、上記記録媒体から上記管理手段を参照して所望の情報データと上記共
通情報ＥＣＭを再生する
　ことを特徴とするデータ受信装置。
【請求項３】
請求項１において、
　ディジタルテレビジョン放送により送信される多重化されたディジタルデータを受信す
ることを特徴とするデータ受信装置。
【請求項４】
多重化されたディジタルデータを受信し、受信したディジタルデータを記憶し、記憶され
ているディジタルデータを再生するようにしたデータ受信方法において、
　受信信号中には、暗号化された複数の情報データと、暗号を解くために使用され、且つ
受信端末に共通の共通情報ＥＣＭと、暗号を解くために使用され、且つ受信端末で個別の
契約情報を有する個別情報ＥＭＭとが含まれ、
　上記暗号化された複数の情報データと上記共通情報ＥＣＭとを暗号を解けるか否かにか
かわらず記録媒体に記録するステップと、
　上記記録媒体に記録されている複数の情報データの中で選択した情報データを再生する
場合に、上記記録媒体から上記選択した情報データと上記共通情報ＥＣＭを再生するステ
ップと、
　再生された上記共通情報ＥＣＭと最新の上記個別情報ＥＭＭとを使用して、再生された
情報データの暗号を解くステップと
からなり、
　記録媒体に上記暗号化された複数の情報データと上記共通情報ＥＣＭを記録した後に、
最新の上記個別情報ＥＭＭと共に、上記記録された内容を受信装置が備えるディスプレイ
上に表示するための検索用のデータを受信し、上記ディスプレイ上の表示を使用して再生
する内容を視聴者が選択することを可能とすることを特徴とするデータ受信方法。
【請求項５】
請求項４において、
　上記記録媒体上における、上記複数の情報データのそれぞれの記録位置を指示する管理
手段を参照して、上記再生手段が上記記録媒体から所望の情報データと上記共通情報ＥＣ
Ｍを再生する
　ことを特徴とするデータ受信方法。
【請求項６】
請求項４において、
　ディジタルテレビジョン放送により送信される多重化されたディジタルデータを受信す
ることを特徴とするデータ受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばディジタル衛星放送を経由して伝送されるディジタルデータを記憶媒
体に記録するためのデータ受信装置および受信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、通信衛星を使用して画像信号、オーディオ信号等マルチメディア・データを伝送す
るディジタル放送システムが実用化されつつある。この発明は、かかるディジタル放送シ
ステムに対して適用することができる。図４は、典型的なディジタル放送システムの概略
を示すものである。番組を送出する側は、アップリンク局、番組提供者、管理システムに
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より構成される。
【０００３】
番組提供者１０１からの映像・音声データがアップリンク局１０２のＭＰＥＧ(Moving Pi
ctures Expert Group)２のエンコーダ、マルチプレクサ１０３に供給される。ＭＰＥＧ２
エンコーダ、マルチプレクサ１０３において、映像・音声データが圧縮され、圧縮された
映像・音声データが１８８バイトの長さのパケットに詰め込まれる。複数の番組とそれぞ
れ対応した映像・音声データのパケットが多重化され、ＭＰＥＧ２のトランスポート・パ
ケットが形成される。トランスポート・パケットが連なって、トランスポート・ストリー
ムが形成される。トランスポート・ストリームの数は、通信衛星に搭載されているトラン
スポンダの数に対応している。
【０００４】
ＭＰＥＧ２トランスポート・ストリームが送信システム１０４に供給される。送信システ
ム１０４では、パケット毎のスクランブル処理、パケット毎のエラー訂正符号化、変調等
の処理がされ、変調出力が送信アンテナ１０５に供給される。スクランブル処理は、視聴
者毎に視聴の可否を制御するのに使用する条件付きアクセスを実現する上で必要とされる
。例えばある番組だけをそのつど有料で視聴するペイ・パー・ビューの契約が可能となる
。スクランブルを解く鍵は、鍵管理システム１０６からＭＰＥＧ２エンコーダ、マルチプ
レクサ１０３に供給され、映像・音声情報と同様、パケットの一つとしてトランスポート
・ストリーム中に挿入されている。
【０００５】
また、番組管理システム１０７によって、ＭＰＥＧ２パケットの統合的管理がなされる。
番組管理システム１０７と鍵管理システム１０６とが結合し、スクランブルを解く鍵を暗
号化するようになされる。さらに、顧客管理システム１０８が設けられ、視聴契約に関連
する事項等の管理がなされる。視聴者の家庭との間で、電話回線１０９を通じて視聴者情
報が伝送される。
【０００６】
送信アンテナ１０５から送出され、通信衛星１１０を介して各家庭の受信アンテナ１１１
により放送電波が受信される。受信アンテナ１１１に対して受信機１１２が接続される。
受信機１１２は、受信トランスポンダを指定するチューナ、復調部、スクランブルを解く
デスクランブル部、分離するパケットを指定するデマルチプレクサ、映像復号部、音声復
号部等により構成される。復号された映像・音声信号がテレビジョン受像機１１３に供給
される。
【０００７】
スクランブルを解く鍵は、暗号化され、関連情報として映像・音声とともに、伝送される
。この暗号を解く鍵は、受信機１１２に挿入されているＩＣカード１１４の中に格納され
ている。どの番組のスクランブルを解くことができるかは、各受信システムの契約情報を
もとに送信側から制御できるようにされている。条件付きアクセス機能を有する受信機は
、通常、ＩＲＤ(Integrated Receiver/Decoder) と称される。
【０００８】
上述のディジタル衛星放送システムは、単にテレビジョン放送を視聴するということにと
どまらず、多くのチャンネル数による大容量のディジタルデータの伝送システムとして利
用することが可能である。すなわち、ディジタル衛星放送の受信機は、映像・音声データ
、バーソナルコンピュータ用のデータ等のディジタルデータの受け口としての機能を持つ
ことができる。
【０００９】
ディジタル衛星放送の一つの利用方法として、受信機と、大容量の記録媒体とを組み合わ
せることにより、受信データを大量に蓄積することを可能とし、例えば比較的伝送回線が
空いている夜間に受信データを記録し、後で記録したデータから希望する部分を再生する
ことが考えられる。大容量の記録媒体としては、ディジタルＶＣＲ、ハードディスク、光
ディスク、半導体メモリ等を使用することができる。
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【００１０】
ディジタル衛星放送は、チャンネル単位で視聴契約を結ぶ形態、視聴した番組の分だけ料
金を支払う形態（ペーパービュー）等が存在するが、有料放送であることが一般的であり
、条件付きアクセスが採用されている。従って、大容量メモリに予め受信データを格納し
ておき、後で希望する番組を再生する方法では、格納される全番組に課金されるのは、不
合理であり、メモリから選択的に読出して再生した番組に対して課金するようになされる
。
【００１１】
有料放送システムにおける視聴制御は、スクランブル・オーソライゼーション・システム
によりなされる。このシステムでは、視聴者に対して送信側で作成された受信端末に個別
の個別情報（ＥＭＭ:Entitlement Management Message)が送られ、受信端末では、自分と
同一のＩＤのＥＭＭの暗号が解かれ、ワーク鍵がＩＣカードに取り込まれる。ＥＭＭを復
号するための鍵は、各受信端末で個別の鍵とされ、ＩＣカードの中に予め記憶されている
。さらに、ＥＭＭの中には、ワーク鍵の他に契約したチャンネルＩＤ、契約タイプ（仮契
約、ペーパービュー等）が含まれている。
【００１２】
番組を視聴すると、番組に付随する、受信端末に共通の共通情報（ＥＣＭ:Entitlement C
ontrol Message) がＩＣカードに取り込まれ、このチャンネルに対応するワーク鍵が事前
に記憶されていれば、デスクランブルがされ、視聴することができる。個別情報および共
通情報（以下、ＥＣＭと称する）は、映像・音声データと同様に、ＭＰＥＧ２のトランス
ポート・ストリームのパケットの形態で伝送される。ペイ・パー・ビューの場合では、電
話回線を介して視聴情報を定期的にアップロードするようになされている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
上述した有料放送システムにおいて、受信機に対して記録媒体（大容量メモリ）を組み合
わせ、記録媒体に格納した番組の希望するものを選択的に再生し、再生した番組のみに対
して有料とする方法を実現するための一つの方法として、記録媒体に対して、ＥＭＭおよ
びＥＣＭも記録することが考えられる。記録媒体には、スクランブルされた状態（パケッ
トの形態）で、複数の番組の映像・音声データが記録され、選択的に再生された映像・音
声データを受信機のシステムによりデスクランブルし、さらに、復号される。このデスク
ランブルを可能とするために、ＥＭＭおよびＥＣＭを記録媒体に記録する。
【００１４】
しかしながら、記録媒体に受信データを記録する時と、後でこれを再生する時との間は、
時間的なずれが存在する。また、受信端末に個別のＥＭＭは、契約の変更等により変更さ
れる可能性がある。その結果、番組のデータと共に、その時点のＥＭＭを記録する方式で
は、条件付きアクセスの信頼性が損なわれるおそれが生じる。例えば記録時には、ＥＭＭ
において指示される顧客が記録された番組のランクに相当する権利を持っていたが、再生
する時点では、有効期限の経過のために、既にその権利が切れていたとしても、既に記録
されたＥＭＭ上ではその権利が承認されてしまう。また、極端な場合では、最新のＥＭＭ
で有効になった権利が再生された旧いＥＭＭで無効になってしまうようなことも生じる。
【００１５】
　従って、この発明の目的は、最新の個別情報によって記録されたデータの再生を制御す
ることによって、条件付きアクセスの信頼性が損なわれることを防止することができるデ
ータ受信装置および受信方法を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、上述した課題を解決するために、多重化されたディジタルデータを受信し
、受信したディジタルデータを記憶し、記憶されているディジタルデータを再生するよう
にしたデータ受信装置において、
　受信信号中には、暗号化された複数の情報データと、暗号を解くために使用され、且つ
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受信端末に共通の共通情報ＥＣＭと、暗号を解くために使用され、且つ受信端末で個別の
契約情報を有する個別情報ＥＭＭとが含まれ、
　暗号化された複数の情報データと共通情報ＥＣＭとを暗号を解けるか否かにかかわらず
記録する記録媒体と、
　記録媒体に記録されている複数の情報データの中で選択した情報データを再生する場合
に、記録媒体から選択した情報データと共通情報ＥＣＭを再生する手段と、
　再生された共通情報ＥＣＭと最新の個別情報ＥＭＭとを使用して、再生された情報デー
タの暗号を解く手段と
からなり、
　記録媒体に暗号化された複数の情報データと共通情報ＥＣＭを記録した後に、最新の個
別情報ＥＭＭと共に、記録された内容を受信装置が備えるディスプレイ上に選択可能に表
示するための検索用のデータを受信し、ディスプレイ上の表示を使用して再生する内容を
視聴者が選択することを可能とすることを特徴とするデータ受信装置である。
【００１７】
　また、この発明は、多重化されたディジタルデータを受信し、受信したディジタルデー
タを記憶し、記憶されているディジタルデータを再生するようにしたデータ受信方法にお
いて、
　受信信号中には、暗号化された複数の情報データと、暗号を解くために使用され、且つ
受信端末に共通の共通情報ＥＣＭと、暗号を解くために使用され、且つ受信端末で個別の
契約情報を有する個別情報ＥＭＭとが含まれ、
　暗号化された複数の情報データと共通情報ＥＣＭとを暗号を解けるか否かにかかわらず
記録媒体に記録するステップと、
　記録媒体に記録されている複数の情報データの中で選択した情報データを再生する場合
に、記録媒体から選択した情報データと共通情報ＥＣＭを再生するステップと、
　再生された共通情報ＥＣＭと最新の個別情報ＥＭＭとを使用して、再生された情報デー
タの暗号を解くステップと
からなり、
　記録媒体に暗号化された複数の情報データと共通情報ＥＣＭを記録した後に、最新の個
別情報ＥＭＭと共に、記録された内容を受信装置が備えるディスプレイ上に表示するため
の検索用のデータを受信し、ディスプレイ上の表示を使用して再生する内容を視聴者が選
択することを可能とすることを特徴とするデータ受信方法である。
【００１９】
この発明による送信装置によれば、複数の情報データの検索用のデータと第２の制御デー
タＥＭＭとを送信するので、受信側において、複数の情報データの検索が容易となる。ま
た、受信側で、最新のＥＭＭにより暗号が解かれるので、条件付きアクセスの信頼性が損
なわれない。受信装置では、記録媒体に対して、受信された複数の情報データと第１の制
御データＥＣＭを記録し、選択的に再生した情報データの暗号を解くのに、再生された第
１の制御データＥＣＭと受信された第２の制御データＥＭＭとを使用するので、条件付き
アクセスの信頼性が損なわれることを防止できる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の一形態を、図面を参照しながら説明する。図１は、この実施の一
形態を示すブロック図である。１で示す受信アンテナは、通信衛星（または放送衛星）か
らの電波を受信する。アンテナ１に付属したコンバータは、受信信号を所定の周波数の第
１ＩＦ（中間周波）信号へダウンコンバートし、チューナ２に出力する。
【００２１】
チューナ２では、ユーザが設定した受信チャンネル（すなわち、受信トランスポンダ）が
選局され、第２ＩＦ信号が生成される。第２ＩＦ信号が復調部３に供給され、例えばＱＰ
ＳＫの復調がなされる。復調部３からの復調出力が誤り訂正部４に供給される。誤り訂正
部４は、誤り訂正符号例えばリード・ソロモン符号により伝送中に生じた誤りを訂正する
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。誤り訂正部４の出力（トランスポート・ストリーム）がデスクランブル部５に供給され
る。デスクランブル部５では、スクランブルを解除するデスクランブルがなされる。
【００２２】
デスクランブル部５の出力にＭＰＥＧ２のトランスポート・ストリームが得られ、これが
分離化部６に供給される。分離化部６では、トランスポート・ストリームから所望のチャ
ンネルのパケットが分離され、また、ヘッダ部の情報に基づき映像データ、音声データお
よび制御データ（ＥＣＭ、ＥＭＭ等が含まれる）に分離される。さらに、受信された番組
のデータと、記録媒体から選択的に再生された番組のデータとの切り換えもなされる。
【００２３】
分離化部６からの映像データが映像復号部７Ｖにより復号され、受信映像信号が発生する
。音声データが音声復号部７Ａにより復号され、受信音声信号が発生する。制御データ（
ＥＭＭ、ＥＣＭを含む）は、機器制御部１０に供給される。復号された映像信号は、加算
器１６において表示用信号が加算され、加算器１６の出力映像信号がディスプレイ（図示
せず）に映出される。同様に、復号された音声信号は、例えばアンプで増幅されスピーカ
（図示せず）から出力される。トランスポート・パケットには、ＰＩＤが付される。この
ＰＩＤによりそのパケットの送出先（映像復号部７Ｖ、音声復号部７Ａ、または機器制御
部１０）が指示される。
【００２４】
機器制御部１０は、受信機全体の動作を制御するもので、マイクロコンピュータにより構
成される。機器制御部１０に対して、チューナ２、ＩＣカード１１、フラッシュメモリ１
２、ＲＡＭ１３、ユーザインターフェース１４および画面表示生成部１５が結合される。
さらに、機器制御部１０には、誤り訂正部４からビットエラーレート情報が供給される。
ビットエラーレートは、Ｃ／Ｎと相関を有するので、機器制御部１０は、ビットエラーレ
ート情報から電波状況（Ｃ／Ｎ）を知ることができる。Ｃ／Ｎの程度を表す表示がディス
プレイの管面上に表示することが可能とされている。それによって、アンテナの向きの調
整、プログラムのダウンロードの可否等が制御可能とされている。
【００２５】
ユーザインターフェース１４は、フロントパネル上のキー、管面表示およびマウス等のポ
インティングデバイス、リモートコントロールシステム等である。なお、図示が省略され
ているが、機器制御部１０に対して、モデムが接続され、電話回線を介して視聴者情報を
伝送するようになされている。
【００２６】
フラッシュメモリ１２には、通常動作制御用のプログラムが格納される。機器制御部１０
によって行われる通常動作の制御がフラッシュメモリ１２に記憶されているプログラムに
基づいてなされる。ＲＡＭ１３は、フラッシュメモリ１２を書き換える際の一時的記憶部
として使用される。画面表示生成部１５は、機器制御部１０の制御によって、種々の表示
信号を生成する。表示信号が加算器１６に供給され、復号された映像信号に重畳される。
【００２７】
上述のような受信機により夜間等の空いた時間を利用して受信された複数の番組のデータ
を記録し、後でその中の所望の番組を選択的に再生するために、受信機に対してディジタ
ルインターフェース２２を介して記録媒体２０が接続される。記録媒体２０としては、大
容量のものが好ましく、ディジタルＶＣＲ（ビデオカセットテープレコーダ）、ハードデ
ィスク、光ディスク等を使用できる。また、記録媒体２０と関連して管理テーブル２１が
使用される。管理テーブル２１は、記録されたデータ例えば番組のＩＤ（プログラム番号
）とその記録位置の情報との対応関係を示すものである。なお、記録媒体２０と関連して
制御部、機構部等が設けられているが、簡単のためのその図示が省略されている。
【００２８】
管理テーブル２１は、記録媒体２０と同一の媒体上の領域を利用しても良く、他の媒体上
の領域を使用しても良い。例えばディジタルＶＣＲの場合では、カセット内に組み込まれ
た半導体メモリに管理テーブルを構成することができる。半導体メモリの場合であれば、
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メモリ上のディレクトリ領域を使用することができる。
【００２９】
記録媒体２０には、デスクランブル部５の前からのデータ、すなわち、スクランブルされ
た状態の映像・音声データがディジタルインターフェース２２を介して記録される。また
、機器制御部１０とディジタルインターフェース２２とが接続され、記録される番組の映
像・音声データと付随するＥＣＭも記録される。ＥＣＭおよびＥＭＭは、制御のための情
報であるので、スクランブルが施されない。但し、受信機に個別の制御データである、Ｅ
ＭＭは、記録されない。
【００３０】
さらに、機器制御部１０からディジタルインターフェース２２を介して記録媒体２０に対
するデータの記録、並びにデータの再生のために必要な制御情報も伝送される。再生され
たデータ、すなわち、選択された番組の映像データおよび音声データがディジタルインタ
ーフェース２２を介してデスクランブル部５に供給され、選択された番組に付随する再生
されたＥＣＭがディジタルインターフェース２２を介して機器制御部１０に供給される。
再生されたＥＣＭと、受信された現在（すなわち、最新）のＥＭＭとを使用して、機器制
御部１０が再生された映像・音声データのデスクランブルに必要なスクランブル鍵を発生
する。それによって、デスクランブルされた映像・音声データが得られる。
【００３１】
ディジタル衛星放送システムは、図４に示す構成と同様にされているが、有料放送におけ
る視聴制御を中心としたより詳細な構成を図２に示す。図２には、送信側システムと受信
側システムとが示される。両システムは、通信衛星、放送衛星等を含む伝送路３１と視聴
情報のアップロードのための電話回線３２とにより結合される。
【００３２】
送信側システムについて説明する。エンコーダ３３は、映像信号、音声信号をディジタル
化し、ディジタル化された信号を圧縮する。具体的には、ＭＰＥＧ２エンコーダが使用さ
れる。エンコーダ３３の出力が多重化部３４に供給される。多重化部３４では、エンコー
ダ３３の出力、制御情報が時分割多重化される。スクランブル部３５は、スクランブル鍵
によりディジタル情報にスクランブルを施す。制御情報である、ＥＭＭおよびＥＣＭは、
スクランブルが施されない。
【００３３】
ＥＭＭは、個別の受信機に送信され、ＥＣＭは、番組に付随する情報で、番組受信者に共
通に送信される信号である。スクランブル鍵は、関連情報送出部３６において、ワーク鍵
により暗号化され、ＥＣＭの一部として伝送される。ワーク鍵は、受信機に固有の個別鍵
によりスクランブル管理システム３７において暗号化され、ＥＭＭの一部として伝送され
る。個別鍵は、スクランブル管理システム３７において、全ての受信機に対応して記憶さ
れている。すなわち、スクランブル管理システム３７は、顧客管理システム３８からのＥ
ＭＭのデータを受け取り、このデータを暗号化する。スクランブル管理システム３７では
、カードＩＤ、個別鍵、流通している全てのワーク鍵を記憶している。また、カードＩＤ
と個別鍵を新規に発生し、ＩＣカード発行業者に渡して、ＩＣカードを作成させる。
【００３４】
顧客管理システム３８は、多数の受信機からアップリンクされる視聴情報や視聴者からの
契約要求を処理し、契約情報をスクランブル管理システム３７に渡す。番組管理システム
３９は、制御信号により番組に応じてエンコーダ３３を制御し、また、プログラム番号等
を発生し、関連情報送出部３６に与える。関連情報送出部３６では、主としてＥＣＭを受
け取り、暗号化を行う。
【００３５】
受信機側では、予めＥＭＭをセキュリティモジュールの一つである、ＩＣカード４１（図
１では、参照符号１１で示される）に取り込み、ＩＣカード４１内に記録されているＥＭ
Ｍにより復号してワーク鍵を取り出し、ＩＣカード４１内に記憶しておく。また、ＥＭＭ
内の契約情報を記憶しておく。
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【００３６】
ある番組を受信する場合、番組に付随するＥＣＭをＩＣカード４１内に読み込んで、予め
取り込まれている契約情報との照合を行い、契約した番組であれば、ワーク鍵を使用して
ＥＣＭ内のスクランブル鍵を復号してデコーダ４２に与える。デコーダ４２では、その内
部のデスクランブル部によりデスクランブルがなされる。
【００３７】
ペイパービュー契約の場合では、視聴履歴がＩＣカード４１内に記憶される。視聴履歴は
、一定期間経過後、デコーダ４２内の電話モデムを通じて視聴情報として送信側システム
の顧客管理システム３８へアップリンクされる。ＩＣカードは、例えば１チップの８ビッ
トＣＰＵを使用したもので、個別鍵、ＩＤは、このチップ内のＥＥＰＲＯＭの中に書込ま
れており、ユーザが書き換えることができない。視聴情報もＥＥＰＲＯＭの中に書込まれ
る。
【００３８】
上述した有料放送における視聴制御システムの制御について説明すると、スクランブルの
解除は、３段階の処理からなる。まず、受信機の個別鍵を使用してＥＭＭからワーク鍵を
復号する。次に、ワーク鍵を使用してＥＣＭからスクランブル鍵を復号する。そして、こ
の復号されたスクランブル鍵を使用して映像データ、音声データのスクランブルを解除す
る。
【００３９】
より詳細に説明すると、正常に契約した視聴者に対してＥＭＭが伝送され、第１の復号器
により暗号が解かれ、ワーク鍵がＩＣカード４１に記憶される。この復号に使用される鍵
は、各受信機に個別の鍵であり、個別の鍵がＩＣカード４１内に予め記憶されている。送
信側システムでは、上述したように、受信機の個別鍵およびＩＤ番号を全て記憶しており
、送りこみたい受信機のＩＤ番号に対応した個別鍵を使用して、暗号化されたＥＭＭを送
出する。ＥＭＭの非暗号部分には、ＩＤ番号が付加されており、受信機において、そのＩ
Ｄ番号とＩＣカード４１内のＩＤを比較し、一致したＥＭＭのみをＩＣカード４１内に取
り込んで使用する。
【００４０】
番組を視聴する時には、番組に付随するＥＣＭがＩＣカード４１に取り込まれる。このチ
ャンネルに対応するワーク鍵が事前に記憶されていれば、第２の復号器が動作し、スクラ
ンブル鍵が得られる。そして、スクランブルされた番組信号は、デスクランブル部でデス
クランブルされ、正常に視聴可能な信号として出力される。
【００４１】
なお、ＥＭＭの中にワーク鍵、契約したチャンネルＩＤ、契約タイプ（仮契約、ペイパー
ビュー等）の情報を含んでいる。ワーク鍵は、鍵番号とともに送られ、複数のワーク鍵を
使い分けることが可能とされている。
【００４２】
この発明の実施の一形態では、受信された複数の番組データの内、スクランブルされた情
報の映像のパケットおよび音声のパケットと、番組に付随するＥＣＭとがディジタルイン
ターフェース２２を介して記録媒体２０に記憶される。この場合、記録媒体２０と関連す
る管理テーブル２１には、番組のＩＤとしてのプログラム番号と、その番組の記録媒体２
０上の記録位置との対応関係も記録される。契約内容の変更等により、将来、変更される
可能性のあるＥＭＭは、記録媒体２０には、記録されない。
【００４３】
記録媒体２０に対する記録後において、アップリンク局から記録された情報データの検索
（ブラウジング）のためのデータを受信機に対して送信する。それと共に、番組を記録し
た視聴者に個別の情報である、ＥＭＭも添付して送信する。図３を参照して、記録媒体２
０から希望する番組を選択的に再生する時の処理を説明する。
【００４４】
アップリンク局から視聴者に対して送られたブラウジングのためのデータによって、その
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視聴者のディスプレイ上には、図３において、５１で示すような表示がなされる。すなわ
ち、記録されている複数の番組の内容を示す文字と、選択するためのボタンとが含まれる
。図３に示す表示５１は、一例であって、それ以外に、記録された番組の内容を示す表示
がされ、記録された番組の中で所望のものを選択することが可能な表示であれば、種々の
表示を使用できる。また、ブラウザ（ソフトウェア）は、予めプログラムとして受信機の
ＲＯＭに格納されているか、または放送波を介して伝送され、機器制御部１０と結合する
メモリにダウンロードされる。
【００４５】
視聴者は、このブラウジングのための表示５１において、再生を希望する番組をマウス等
によって指定する。ある番組が指定されると、その番組に対応するプログラム番号が機器
制御部１０からディジタルインターフェース２２を介して管理テーブル２１に与えられる
。管理テーブル２１には、図３に示すように、記録媒体２０に記録されている番組のプロ
グラム番号Ｘ１，Ｘ２，・・・のそれぞれの記録媒体２０上の記録位置（開始アドレスＳ
Ｔ１，ＳＴ２，・・・およびエンドアドレスＥＮ１，ＥＮ２，・・・・）が書かれている
。従って、管理テーブル２１を参照することによって、ブラウジングの表示５１において
指定されたプログラム番号の記録位置が分かる。
【００４６】
記録媒体２０（より具体的には、読出しあるいは再生制御部）に対して所望のプログラム
番号と対応する記録位置の情報が与えられる。それによって、所望のプログラム番号の番
組の映像パケット、音声パケットおよびＥＣＭが再生される。再生されたこれらの情報が
ディジタルインターフェース２２を介して機器制御部１０に与えられる。機器制御部１０
では、受信された最新のＥＭＭと、再生されたＥＣＭとを使用して、上述したように、ス
クランブル鍵を発生する。デスクランブル部５において、スクランブル鍵を使用して選択
された番組の映像パケット、音声パケットがデスクランブルされる。また、機器制御部１
０によって、分離化部６が再生された番組のデータを選択するように選択される。このよ
うにして、通常の受信された番組と同様に、記録媒体２０の再生データによる番組を視聴
することができる。
【００４７】
なお、以上の説明では、放送波を介して映像・音声データを送信する例について述べたが
、放送波以外の無線伝送により映像・音声データを送信するシステムに対してもこの発明
を適用することができる。また、映像データおよび音声データの一方のみを伝送するよう
にしても良い。さらに、映像・音声データに限らず、コンピュータプログラムのデータを
伝送するようにしても良い。
【００４８】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明では、複数の番組のデータを予め記録媒体に対して記録し
、後で、その中の希望する番組を選択的に再生する時に、番組に付随する共通の情報（Ｅ
ＣＭ）は、番組のデータと共に記録し、視聴者に個別の情報（ＥＭＭ）は、受信された最
新のものを使用するようになされている。従って、記録の時点と、再生の時点とで、視聴
者に個別の情報が変更された場合でも、記録されている番組を問題なく再生することがで
きる。言い換えると、条件付きアクセスの信頼性を向上することができる。
【００４９】
また、記録後に視聴者に対して検索用のデータを送信することによって、視聴者は、希望
する番組の選択操作を容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の一形態の構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の実施の一形態における視聴制御を中心とする構成を示すブロック図で
ある。
【図３】この発明の実施の一形態における検索動作を説明するための略線図である。
【図４】典型的なディジタル放送システムの概略を示す略線図である。
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【符号の説明】
３・・・復調部、５・・・デスクランブル部、６・・・分離化部、１０・・・機器制御部
、１１・・・ＩＣカード、２０・・・記録媒体、２１・・・管理テーブル、２２・・・デ
ィジタルインターフェース

【図１】 【図２】
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