
は じ め に

2012年に開始されるマルチメディア

放 送 （ ISDB-Tmm: Integrated

Services Digital Broadcasting-

Terrestrial Mobile Multi-Media）

は，コンテンツビジネスを支えるセキュ

リティ技術の観点，放送と通信を利用

する観点から，もっとも進んだ商用

サービスの１つと考えられます．

本稿は，コンテンツセキュリティ技

術に関し，従来技術の継承性，発展

性を含めて要求機能概要を中心に解説

します．併せて，総務省告示，関連標

準規格を示します．

コンテンツセキュリティ技術

健全なコンテンツ流通ビジネスには，

コンテンツが許諾された範囲で利用さ

れることを確保できることが必要です．

この要件を実現するのがコンテンツセ

キュリティ技術です．

マルチメディア放送のサービスでは，

有料放送が含まれることが予定されて

います．デジタル有料放送開始以降，

受信契約締結者が利用する受信機に

限り利用できるようにする限定受信方

式（CAS: Conditional Access Sys-

tems）が応用できます．

オンライン決済を用いた電子商取引

のセキュリティ技術を応用し，商品と

してデジタルコンテンツを扱うビジネス

が一般的になっています．デジタルコ

ンテンツは食品等と異なり利用後も商

品としての実態はそのまま残るため，

デジタルコンテンツが利用許可範囲内

で利用されることを管理する機能を併

せ持つことが必要です．電子商取引機

能に加えてコンテンツの利用管理機能

を有するデジタル権利管理（DRM:

Digital Rights Management） と

呼ばれる機能があります．

マルチメディア放送は総務省の一部

答申（1）に記載されるリアルタイム型放

送サービスと蓄積型放送サービスが想

定されています．これらの２つのサー

ビスにおいてコンテンツセキュリティ技

術の適用が有効です．それらはCAS，

DRM技術の特徴を生かしています．

２つのサービス要件とアクセス制御技

術要件を表１に示します．

ISDB-Tmmに関する告示，

標準規格

ISDB（統合デジタル放送サービス）

は，2000年にBSで開始されて以降，

広帯域CS（ISDB-S），地上デジタル

（ISDB-T）と体系化され拡張されて

います．これは，複数の放送メディア

を同一の受信機で有効に構成するため

には重要なことです．

それと同時に，セキュリティ技術は

コンピュータの演算能力の向上ととも

に新しい技術の適用が必要となります．

そこで，マルチメディア放送も

ISDB-Tの技術の継承，携帯電話，携

帯端末への実装の考慮，携帯電話等

ですでに普及しているセキュリティモ

ジュールの有効利用のバランス，を重

視し，総務省において「携帯端末向け

マルチメディア放送方式の技術的条

件」として一部答申がまとめられまし

た．それに基づき省令，告示改定が行

われました．そのコンテンツセキュリ

ティにかかわる結果と現行放送，

IPTVとの概要比較を表２に示します．

ISDB-Tmmは従来のデジタル放送

ベースに対して2010年４月に告示（2）

が改定されました．リアルタイム型放

送コンテンツのスクランブル方式に用

いる暗号アルゴリズムでは，鍵長64 bit

の共通鍵ブロック暗号MULTI2に加

え，特定の暗号化の危殆化リスクを低

減する128 bitブロック暗号から基本構

造が異なり，暗号強度分析が十分に
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してのアクセス制御技術とコンテンツ保護技術を解説します．
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行われているAES, Camelliaが加えら

れました．放送事業者が上記３つの暗

号アルゴリズムから選択実装すること

ができるようになります．また，民間

標準規格としてARIB STD-B25の第

４部に「セグメント連結伝送方式によ

る地上マルチメディア放送におけるア

クセス制御方式」が新規に策定されま

した．さらに，委託放送事業者の技術

仕様として，ARIB TR-B33の第５編

に「マルチメディア放送アクセス制御

方式（CAS）運用規定及び受信機仕

様」，第８編に，「マルチメディア放送

コンテンツ保護規定」が制定されま

した．

アクセス制御技術

多くのコンテンツは，放送事業者が

コンテンツを入手してから放送し（補

完的な通信の配信を含む），放送受信

した受信機に視聴・利用された後，消

去されるまでのすべての領域で，一定

以上のセキュリティ強度での保護が

表１　マルチメディア放送にかかわるアクセス制御技術

サービス要件 CAS/DRMの適用性

同報性

即時視聴性

コンテンツの保存

視聴販売の多様性

視聴条件設定

リアルタイム型放送 蓄積型放送 CAS DRM

◎
ユニキャストでの配信とな
りトランザクション量に応
じた設備が必要

映像配信システムは配信数
に依存しない

ダウンロード中はアクセス
制御は動作しない

◎
ただし，契約内容変更時は
除く

ライセンス発行にはある程
度の時間を要する

ストリーム選局後直ちに出
画動作が開始できる

蓄積完了後に復号し，視聴
するため，即時視聴要件は
ない

─ ◎
不要
（私的録画の範疇としては可能）

利用許可範囲内で，いつで
も，どこでも利用可能

○ ○チャンネルの番組単位 コンテンツ単位

○ ◎チャンネルの番組単位
コンテンツ単位に複数設定
可能

表２　コンテンツセキュリティ（アクセス制御）方式概要の比較

リ
ア
ル
タ
イ
ム
型

蓄
積
型

マルチメディア放送 現行放送（ISDB-T） IPTV（参考）※１

スクランブル方式

暗号
アルゴリズム

総務省・告示第40号
規格化団体　電波産業会（ARIB）

時変鍵（数秒～数10秒）MPEG2-TSパケット単位※2（IPTVはMPEG2-TTS）

総務省指定なし
民間仕様化団体 IPTVフォーラム

64 bitブロック暗号MULTI2
128 bitブロック暗号
AES，Camellia

エンクリプト方式

ITU国際標準化状況

主にコンテンツごと　通常ファイル単位

64 bitブロック暗号MULTI2
事業者が独自に定める
（放送の同時再送信は放送事業者
間との合意）多くはAESなど

総務省指定なし 該当サービス運用なし 総務省指定なし

民間仕様化団体 IPTVフォーラム

規定しない
ARIB STD-B25第４部
暗号アルゴリズムと同等の
方式を推奨

規定しない
ARIB STD-B25
DES相当以上を推奨

AES

エンクリプト
アルゴリズム

規格化団体　電波産業会（ARIB）

X.1191にて概要・要件を記載直接的ではないがBT.1306 System CにてARIB STD-B25参照可能

※1 IPTVはVODを含む　※2 IPTVはタイムスタンプ付きTS



必要です．

コンテンツセキュリティ技術ではコ

ンテンツ保護技術が必要となります．

■コンテンツ保護方法

コンテンツが放送設備から配信され

受信機内のメモリに蓄積されるまでの

コンテンツ保護方法を表３に示します．

受信機を所有する正規の受信契約者

であっても受信機にセキュリティ上の

脆弱性があれば，そこからコンテンツ

利用範囲外の利用を試みる可能性が

あります．それらの脅威の主な対象と

なるレンダラ（映像デコード処理等）

の実現技術がコンテンツ保護強度に大

きく依存します．

放送事業者と受信機製造者は，コ

ンテンツホルダからの利用許諾に基づ

きコンプライアンスルールを具体化し，

それに基づき受信機にコンテンツ保護

実現機能を実装します．

なおコンテンツの利用条件は，コン

テンツごとに選択できるように視聴期

間，再生回数などの利用保護条件

RMPI（ Right Management and

Protection Information）として組

み合わせて設定することができるよう

に考慮されています．

■アクセス制御の要件

放送は電波伝送されるため，放送エ

リア内では誰もが受信できます．有料

放送等の受信契約された受信機のみに

限定してコンテンツを受信し利用でき

るようにする技術が限定受信です．

限定受信方式は，図１に示すよう

に，コンテンツに同期（多重化）して

そのコンテンツの鍵を復号するための

スクランブル鍵KsをECM（Entitle-

ment Control Message）として暗

号化し放送します．ECMは，受信契

約情報とそれに対応する復号するため

の鍵の情報を含んでいます．映像に同

期してスクランブル鍵が放送されるた

め，受信機は契約済みの映像は選局

後，すぐにその鍵を利用して映像を表

示できます．受信機ごとの契約情報

は，変更があるごとにEMM（Enti-

tlement Management Message）

として放送あるいは通信にて受信機に

送られます．このように，最新の受信

契約情報をEMMにて更新し，コンテ

ンツと同期して放送されるECMと照

合することにより，非常に多くの視聴

者の視聴制御を実現できます．

■開発運用コスト観点からの設計要件

一般消費者向け商用サービスに適用

するセキュリティ技術に共通したもっ

とも重要な点は，費用対効果です．コ

ンテンツ保護の観点から，コンテンツ

提供者の利益損失が起こらないように

するために，セキュリティ強度はより

強い方法が望まれます．一方，セキュ

リティ強度の高いシステムは，コスト

負担，セキュリティ機能を実行するた

めのパフォーマンス低下から使い勝手

の低下となり，結果的に提供サービス

コストが増加します．また，すべての

要件をセキュリティ技術のみで実現す

るのではなく，受信者とサービス提供

者の契約約款等の法的な側面を合わ

せて利用することが，結果的に低廉で

良質なサービス提供につながります．

実際の受信機機能の実装にはこのよう

なセキュリティバランスを考慮してい

ます．
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表３　コンテンツ保護方法

放送設備

電波伝搬中

通信路

受信機機能

蓄積メモリ

レンダラ

外部表示装置

コンテンツ保護方法

入退出管理など

コンテンツの暗号化

コンテンツの暗号化

コンテンツの暗号化

コンテンツの暗号化

受信機製造者へのコンプライアンス

HDCPなどのコンテンツ暗号化可能なディスプレイ表示規格の利用
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セキュリティ実装技術に関する課題

マルチメディア放送サービスでは有

料放送が想定されるため，BS放送や

広帯域CS放送の有料放送で現在利用

されている技術方式の標準規格である

ARIB STD-B25を基本として，主に

以下の点から工夫することで実現でき

ます．

・受信機実装の観点からは，物理

的な形状を特定しない実装方法と

する

・帯域の狭い１セグメントのみでの

有料放送を実現するため，加入者

ごとの個別情報であるEMMの配

信は主に通信機能を利用する

・携帯電話などにも実装されている

セキュリティ機能を共通化するこ

とで，受信機の低廉化を図る

マルチメディア放送で予定されるコ

ンテンツセキュリティのシステム概要を

図２に示します．上部がリアルタイム

型放送サービスを，下部が蓄積型放送

サービスを実現するシステムの概要

です．

現在の商用放送としては，蓄積型

放送サービスは利用されていませんが，

サーバ型放送サービスの検討結果が

ARIB TR-B27（3）として技術資料に

まとめられています．蓄積型放送サー

ビスは，サーバ型放送サービスの一部

の機能を具体化することにより実現で

きると考えられます．ダウンロードサー

ビスを利用するためには該当するコン

テンツの鍵の発行を受ける必要があり

ます．鍵の発行は，ライセンス発行と

呼ばれ，そのライセンスに含まれる主

な情報には，①対象コンテンツをリン

ク付ける情報，②コンテンツを復号す

るための鍵，③利用期間・回数等の

RMPI，が含まれます．

お わ り に

マルチメディア放送は，放送のデジ

タル化において映像配信としては最新

のサービスとなります．その技術方式

は，携帯電話機機能と受信機機能を

融合させることから，通信と放送機能

の長所を生かし融合させたサービスに

なると期待できます．さらに，ISDB

方式との技術継承性のみならず，

IPTV技術方式との互換性が高いため，

メディア横断的なサービスの実現も期

待できます．
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マルチメディア放送におけるコンテンツ
セキュリティ技術を軸に，マルチメディア
放送の普及に向け，研究開発と標準化活動
を今後も推進していきます．

◆問い合わせ先
NTTサイバーソリューション研究所

第二推進プロジェクト
TEL 046-859-2522
FAX 046-859-3495
E-mail info-mm lab.ntt.co.jp

図２　コンテンツセキュリティのシステム概要 
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