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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを視聴可能に出力するコンテンツ視聴装置がコンテンツ提供装置を介して他
の装置と接続されるように構成された宅内ネットワークと、前記宅内ネットワークの利用
者が正当な利用者であるか否かを認証する認証サーバ装置と、前記利用者が正当な利用者
として認証されることを条件に前記コンテンツ提供装置を介して前記コンテンツ視聴装置
に前記コンテンツを提供するコンテンツサーバ装置とを、ネットワークを介して相互に通
信可能に接続して構成される通信システムであって、
　前記コンテンツ提供装置または前記コンテンツサーバ装置は、
　前記コンテンツ視聴装置からコンテンツの視聴を要求するコンテンツ要求を受信した場
合に、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセ
ッション情報要求を、前記認証サーバ装置に送信するセッション情報要求送信手段と、
　前記認証サーバ装置で発行されたセッション情報を受信した場合に、当該セッション情
報を前記コンテンツ視聴装置で視聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテンツ
を生成し、前記コンテンツ視聴装置に送信する認証用コンテンツ生成手段と、
　前記認証用コンテンツ生成手段により認証用コンテンツが前記コンテンツ視聴装置に送
信された後に、前記利用者が正当な利用者であるか否かを示す認証結果を問い合わせる認
証結果問い合わせ要求とともに、前記セッション情報を前記認証サーバ装置に送信する認
証結果問い合わせ手段と、
　前記認証サーバ装置は、
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　前記利用者を一意に識別する利用者認証情報に対応付けて、当該宅内ネットワークの利
用者が所有する利用者端末に記憶され、当該利用者の認証に用いられる利用者認証情報を
記憶する利用者認証情報記憶手段と、
　前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置からセッション情報要求を
受信した場合に、前記セッション情報を発行して前記コンテンツ提供装置もしくは前記コ
ンテンツサーバ装置に送信するとともに、所定のセッション情報記憶手段に格納するセッ
ション情報一時発行手段と、
　前記利用者端末から前記セッション情報を含んだ認証要求を前記利用者認証情報ととも
に受信した場合に、前記セッション情報が前記セッション情報記憶手段に記憶され、かつ
、前記利用者認証情報が前記利用者認証情報記憶手段に記憶されているときに限り、前記
利用者認証情報を前記利用者認証情報記憶手段から取得して、前記セッション情報に対応
付けて前記セッション情報記憶手段に格納するセッション情報正規発行手段と、
　前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置から、前記認証結果問い合
わせ要求とともに前記セッション情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認
証情報とが対応付けられて前記セッション情報記憶手段に記憶されているか否かを判定し
、前記利用者が正当な利用者であるか否かを認証する利用者認証手段と、
　を備えたことを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　前記コンテンツサーバ装置は、暗号化されたコンテンツを前記コンテンツ提供装置に送
信するものであって、
　前記利用者認証手段は、前記利用者が正当な利用者であると認証された場合に、前記コ
ンテンツを復号する復号鍵を前記コンテンツ提供装置に送信することを特徴とする請求項
１に記載の通信システム。
【請求項３】
　前記コンテンツ視聴装置は、前記コンテンツ要求とともに、前記宅内ネットワークに接
続される宅内端末装置に一意に割り当てられた識別番号を送信し、
　前記セッション情報要求送信手段は、前記コンテンツ視聴装置から前記コンテンツ要求
と前記識別番号とを受信した場合に、前記セッション情報要求と前記識別番号とを前記認
証サーバ装置に送信し、
　前記セッション情報記憶手段は、前記セッション情報と前記利用者認証情報と前記識別
番号とを記憶するものであって、
　前記セッション情報一時発行手段は、前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツ
サーバ装置から前記セッション情報要求と前記識別番号を受信した場合に、前記識別番号
に対応付けられたセッション情報が前記セッション情報記憶手段に記憶されているときは
、認証許可を示す認証結果を前記コンテンツサーバ装置もしくは前記コンテンツ提供装置
に送信し、前記識別番号に対応付けられたセッション情報が前記セッション情報記憶手段
に記憶されていないときは、セッション情報を発行して前記コンテンツ提供装置もしくは
前記コンテンツサーバ装置に送信するとともに、前記セッション情報と前記識別番号とを
対応付けて前記セッション情報記憶手段に格納し、
　前記セッション情報正規発行手段は、利用者端末から前記セッション情報を含んだ認証
要求を前記利用者認証情報と前記識別番号とともに受信した場合に、前記セッション情報
と前記識別番号とが前記セッション情報記憶手段に記憶され、かつ、前記利用者認証情報
が前記利用者認証情報記憶手段に記憶されているときに限り、前記利用者認証情報を前記
利用者認証情報記憶手段から取得して、前記セッション情報に対応付けて前記セッション
情報記憶手段に格納し、
　前記利用者認証手段は、前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置か
ら、前記認証結果問い合わせ要求とともに前記セッション情報を受信した場合に、当該セ
ッション情報と利用者認証情報と識別番号が対応付けられて前記セッション情報記憶手段
に記憶されているか否かを判定し、前記利用者が正当な利用者であるか否かを認証するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の通信システム。
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【請求項４】
　前記コンテンツ視聴装置は、前記コンテンツ要求とともに、前記宅内ネットワークに接
続される宅内端末装置に一意に割り当てられた識別番号を送信するものであって、
　前記コンテンツ提供装置は、
　前記コンテンツ要求を送信した宅内端末装置に一意に割り当てられた識別番号と、前記
コンテンツ要求を送信した前記宅内端末装置に対して発行された前記セッション情報とを
対応付けて記憶する識別番号記憶手段と、
　前記コンテンツサーバ装置から当該セッション情報と対応付けられたコンテンツが送信
された場合に、当該セッション情報に対応付けられて記憶される前記識別番号を前記識別
番号記憶手段から取得し、前記識別番号が割り振られた宅内端末装置にのみ、当該コンテ
ンツを送信するコンテンツ送信制御手段とをさらに備えたことを特徴とする請求項１また
は２に記載の通信システム。
【請求項５】
　前記コンテンツサーバ装置のセッション情報要求送信手段は、前記コンテンツ提供装置
から前記セッション情報要求を受信した場合に、前記コンテンツ視聴装置が視聴を希望す
るコンテンツに関するコンテンツ情報と前記セッション情報要求とを前記認証サーバ装置
に送信し、
　前記セッション情報一時発行手段は、前記コンテンツサーバ装置から前記セッション情
報要求と前記コンテンツ情報を受信した場合に、前記セッション情報を発行して前記コン
テンツ視聴装置もしくは前記コンテンツサーバ装置に送信するとともに、前記セッション
情報と前記コンテンツ情報とを対応付けて前記セッション情報記憶手段に格納し、
　前記セッション情報正規発行手段は、前記利用者端末から前記セッション情報を含んだ
認証要求を前記利用者認証情報とともに受信した場合に、前記セッション情報と前記コン
テンツ情報とが前記セッション情報記憶手段に記憶され、かつ、前記利用者認証情報が前
記利用者認証情報記憶手段に記憶されているときに限り、前記利用者認証情報を前記利用
者認証情報記憶手段から取得して、前記セッション情報と前記コンテンツ情報とに対応付
けて前記セッション情報記憶手段に格納し、
　前記利用者認証手段は、前記コンテンツサーバ装置から、前記認証結果問い合わせ要求
とともに前記セッション情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認証情報と
が対応付けられて前記セッション情報記憶手段に記憶され、かつ、前記利用者認証情報記
憶手段に記憶される利用者認証情報が前記コンテンツ情報の所定の条件を満たすか否かを
判定し、前記利用者が正当な利用者であるか否かを認証することを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の通信システム。
【請求項６】
　前記認証用コンテンツ生成手段は、前記認証サーバ装置で発行されたセッション情報を
受信した場合に、前記コンテンツ視聴装置が動画像コンテンツを視聴可能に出力するもの
であるときは、当該セッション情報を動画像コンテンツとして形成される認証用動画像コ
ンテンツを生成して前記コンテンツ視聴装置に送信し、前記コンテンツ視聴装置が音声コ
ンテンツを視聴可能に出力するものであるときは、当該セッション情報を音声コンテンツ
として形成される認証用音声コンテンツを生成して前記コンテンツ視聴装置に送信し、前
記コンテンツ視聴装置が静止画コンテンツを視聴可能に出力するものであるときは、当該
セッション情報を静止画コンテンツとして形成される認証用静止画コンテンツを生成して
前記コンテンツ視聴装置に送信することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載
の通信システム。
【請求項７】
　コンテンツを視聴可能に出力するコンテンツ視聴装置がコンテンツ提供装置を介して他
の装置と接続されるように構成された宅内ネットワークと、前記宅内ネットワークの利用
者が正当な利用者であるか否かを認証する認証サーバ装置と、前記利用者が正当な利用者
として認証されることを条件に前記コンテンツ提供装置を介して前記コンテンツ視聴装置
に前記コンテンツを提供するコンテンツサーバ装置とを、ネットワークを介して相互に通
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信可能に接続して構成することに適した通信方法であって、
　前記コンテンツ提供装置または前記コンテンツサーバ装置は、
　前記コンテンツ視聴装置からコンテンツの視聴を要求するコンテンツ要求を受信した場
合に、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセ
ッション情報要求を、前記認証サーバ装置に送信するセッション情報要求送信工程と、
　前記認証サーバ装置で発行されたセッション情報を受信した場合に、当該セッション情
報を前記コンテンツ視聴装置で視聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテンツ
を生成し、前記コンテンツ視聴装置に送信する認証用コンテンツ生成工程と、
　前記認証用コンテンツ生成工程により認証用コンテンツが前記コンテンツ視聴装置に送
信された後に、前記利用者が正当な利用者であるか否かを示す認証結果を問い合わせる認
証結果問い合わせ要求とともに、前記セッション情報を前記認証サーバ装置に送信する認
証結果問い合わせ工程と、
　前記認証サーバ装置は、
　前記利用者を一意に識別する利用者認証情報に対応付けて、当該宅内ネットワークの利
用者が所有する利用者端末に記憶され、当該利用者の認証に用いられる利用者認証情報を
記憶する利用者認証情報記憶手段と、
　前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置からセッション情報要求を
受信した場合に、前記セッション情報を発行して前記コンテンツ提供装置もしくは前記コ
ンテンツサーバ装置に送信するとともに、所定のセッション情報記憶手段に格納するセッ
ション情報一時発行工程と、
　前記利用者端末から前記セッション情報を含んだ認証要求を前記利用者認証情報ととも
に受信した場合に、前記セッション情報が前記セッション情報記憶手段に記憶され、かつ
、前記利用者認証情報が前記利用者認証情報記憶手段に記憶されているときに限り、前記
利用者認証情報を前記利用者認証情報記憶手段から取得して、前記セッション情報に対応
付けて前記セッション情報記憶手段に格納するセッション情報正規発行工程と、
　前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置から、前記認証結果問い合
わせ要求とともに前記セッション情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認
証情報とが対応付けられて前記セッション情報記憶手段に記憶されているか否かを判定し
、前記利用者が正当な利用者であるか否かを認証する利用者認証工程と、
　を含んだことを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、コンテンツを視聴可能に出力するコンテンツ視聴装置がコンテンツ提供装
置を介して他の装置と接続されるように構成された宅内ネットワークと、宅内ネットワー
クの利用者が正当な利用者であるか否かを認証する認証サーバ装置と、利用者が正当な利
用者として認証されることを条件にコンテンツ提供装置を介してコンテンツ視聴装置にコ
ンテンツを提供するコンテンツサーバ装置とを、ネットワークを介して相互に通信可能に
接続して構成される通信システムおよび通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、家庭にＰＣ（Personal　Computer）が普及するにつれて、インターネットの
利用も普及してきた。これに伴い、サービス提供者は、インターネットを介して様々なサ
ービス（コンテンツ）を提供している。これらのサービスを利用するために、利用者は、
まず、サービス提供者に対して利用者登録を行い、その後、サービス提供者が提供するサ
ービスを利用することができる。
【０００３】
　そして、最近では、情報家電の普及により、インターネットの利用者がさらに増加し、
利用者が使用する端末装置も、以前から使用されているＰＣの他に、ネットワーク対応Ｔ
Ｖなど情報家電も多く使用されるようになってきている。このような情報家電の接続には
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、ＤＬＮＡ（Digital  Living  Network　Alliance）規格が利用されている。
【０００４】
　このＤＬＮＡ規格は、情報家電同士でサービス（コンテンツ）を相互利用するものであ
り、利用者登録や利用者認証を行うことができない。つまり、ＤＬＮＡ規格を用いてイン
ターネット上のサービス提供者に接続して、利用者登録を行うことができない。そこで、
ネットワーク対応ＴＶなどの情報家電においても、ＰＣなどと同様に、サービス提供者が
提供するサービスを利用するための様々な利用者登録手法が提示されている。
【０００５】
　例えば、特許文献１（特開２００６－１７４３２０号公報）では、情報家電によりイン
ターネット上のサービス（コンテンツ）を利用する際にも、はじめに、インターネットブ
ラウザを有するＰＣを用いて利用者登録を行い、その後、情報家電を用いてサービスを利
用する技術が開示されている。
【０００６】
　また、非特許文献１では、ＰＣやネットワーク対応ＴＶなどサービスを利用する装置に
、サービス提供者が提供するサービスを利用するための専用アプリケーションをインスト
ールし、当該アプリケーションを用いてのみサービスを利用することができる技術が開示
されている。
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１７４３２０号公報
【非特許文献１】“会員登録不要の課金処理を実現　映像コンテンツの衝動買いを可能に
”、日経ニューメディア、２００６年４月３日、ｐ１６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、上記した従来の技術の特許文献１では、インターネットブラウザを使用でき
る情報家電では、従来のＰＣと同様に利用者登録を行うことができるが、インターネット
ブラウザを使用できない情報家電では、一度、ＰＣなどを用いて利用者登録を行う必要が
あるなど、情報家電の性能に応じて利用者登録の手法が異なるため、利便性が悪いという
課題があった。
【０００９】
　また、上記した非特許文献１では、インターネット上のサービス（コンテンツ）を利用
する情報家電全てに専用アプリケーションをインストールする必要があるため、利便性が
悪いという課題があった。
【００１０】
　そこで、この発明は、上述した従来技術の課題を解決するためになされたものであり、
情報家電でコンテンツを利用するのに際して、利便性の高い利用者認証を行うことが可能
である通信システムおよび通信方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１に係る発明は、コンテンツを視
聴可能に出力するコンテンツ視聴装置がコンテンツ提供装置を介して他の装置と接続され
るように構成された宅内ネットワークと、前記宅内ネットワークの利用者が正当な利用者
であるか否かを認証する認証サーバ装置と、前記利用者が正当な利用者として認証される
ことを条件に前記コンテンツ提供装置を介して前記コンテンツ視聴装置に前記コンテンツ
を提供するコンテンツサーバ装置とを、ネットワークを介して相互に通信可能に接続して
構成される通信システムであって、前記コンテンツ提供装置または前記コンテンツサーバ
装置は、前記コンテンツ視聴装置からコンテンツの視聴を要求するコンテンツ要求を受信
した場合に、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求
するセッション情報要求を、前記認証サーバ装置に送信するセッション情報要求送信手段
と、前記認証サーバ装置で発行されたセッション情報を受信した場合に、当該セッション
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情報を前記コンテンツ視聴装置で視聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテン
ツを生成し、前記コンテンツ視聴装置に送信する認証用コンテンツ生成手段と、前記認証
用コンテンツ生成手段により認証用コンテンツが前記コンテンツ視聴装置に送信された後
に、前記利用者が正当な利用者であるか否かを示す認証結果を問い合わせる認証結果問い
合わせ要求とともに、前記セッション情報を前記認証サーバ装置に送信する認証結果問い
合わせ手段と、前記認証サーバ装置は、前記利用者を一意に識別する利用者認証情報に対
応付けて、当該宅内ネットワークの利用者が所有する利用者端末に記憶され、当該利用者
の認証に用いられる利用者認証情報を記憶する利用者認証情報記憶手段と、前記コンテン
ツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置からセッション情報要求を受信した場合に
、前記セッション情報を発行して前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ
装置に送信するとともに、所定のセッション情報記憶手段に格納するセッション情報一時
発行手段と、前記利用者端末から前記セッション情報を含んだ認証要求を前記利用者認証
情報とともに受信した場合に、前記セッション情報が前記セッション情報記憶手段に記憶
され、かつ、前記利用者認証情報が前記利用者認証情報記憶手段に記憶されているときに
限り、前記利用者認証情報を前記利用者認証情報記憶手段から取得して、前記セッション
情報に対応付けて前記セッション情報記憶手段に格納するセッション情報正規発行手段と
、前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置から、前記認証結果問い合
わせ要求とともに前記セッション情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認
証情報とが対応付けられて前記セッション情報記憶手段に記憶されているか否かを判定し
、前記利用者が正当な利用者であるか否かを認証する利用者認証手段と、を備えたことを
特徴とする。
【００１２】
　また、請求項２に係る発明は、上記の発明において、前記コンテンツサーバ装置は、暗
号化されたコンテンツを前記コンテンツ提供装置に送信するものであって、前記利用者認
証手段は、前記利用者が正当な利用者であると認証された場合に、前記コンテンツを復号
する復号鍵を前記コンテンツ提供装置に送信することを特徴とする。
【００１３】
　また、請求項３に係る発明は、上記の発明において、前記コンテンツ視聴装置は、前記
コンテンツ要求とともに、前記宅内ネットワークに接続される宅内端末装置に一意に割り
当てられた識別番号を送信し、前記セッション情報要求送信手段は、前記コンテンツ視聴
装置から前記コンテンツ要求と前記識別番号とを受信した場合に、前記セッション情報要
求と前記識別番号とを、前記認証サーバ装置に送信し、前記セッション情報記憶手段は、
前記セッション情報と前記利用者認証情報と前記識別番号とを記憶するものであって、前
記セッション情報一時発行手段は、前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサー
バ装置から前記セッション情報要求と前記識別番号を受信した場合に、前記識別番号に対
応付けられたセッション情報が前記セッション情報記憶手段に記憶されているときは、認
証許可を示す認証結果を前記コンテンツサーバ装置もしくは前記コンテンツ提供装置に送
信し、前記識別番号に対応付けられたセッション情報が前記セッション情報記憶手段に記
憶されていないときは、セッション情報を発行して前記コンテンツ提供装置もしくは前記
コンテンツサーバ装置に送信するとともに、前記セッション情報と前記識別番号とを対応
付けて前記セッション情報記憶手段に格納し、前記セッション情報正規発行手段は、利用
者端末から前記セッション情報を含んだ認証要求を前記利用者認証情報と前記識別番号と
ともに受信した場合に、前記セッション情報と前記識別番号とが前記セッション情報記憶
手段に記憶され、かつ、前記利用者認証情報が前記利用者認証情報記憶手段に記憶されて
いるときに限り、前記利用者認証情報を前記利用者認証情報記憶手段から取得して、前記
セッション情報に対応付けて前記セッション情報記憶手段に格納し、前記利用者認証手段
は、前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置から、前記認証結果問い
合わせ要求とともに前記セッション情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者
認証情報と識別番号が対応付けられて前記セッション情報記憶手段に記憶されているか否
かを判定し、前記利用者が正当な利用者であるか否かを認証することを特徴とする。
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【００１４】
　また、請求項４に係る発明は、上記の発明において、前記コンテンツ視聴装置は、前記
コンテンツ要求とともに、前記宅内ネットワークに接続される宅内端末装置に一意に割り
当てられた識別番号を送信するものであって、前記コンテンツ提供装置は、前記コンテン
ツ要求を送信した宅内端末装置に一意に割り当てられた識別番号と、前記コンテンツ要求
を送信した前記宅内端末装置に対して発行された前記セッション情報とを対応付けて記憶
する識別番号記憶手段と、前記コンテンツサーバ装置から当該セッション情報と対応付け
られたコンテンツが送信された場合に、当該セッション情報に対応付けられて記憶される
前記識別番号を前記識別番号記憶手段から取得し、前記識別番号が割り振られた宅内端末
装置にのみ、当該コンテンツを送信するコンテンツ送信手段とをさらに備えたことを特徴
とする。
【００１５】
　また、請求項５に係る発明は、上記の発明において、前記コンテンツサーバ装置のセッ
ション情報要求送信手段は、前記コンテンツ提供装置から前記セッション情報要求を受信
した場合に、前記コンテンツ視聴装置が視聴を希望するコンテンツに関するコンテンツ情
報と前記セッション情報要求とを前記認証サーバ装置に送信し、前記セッション情報一時
発行手段は、前記コンテンツサーバ装置から前記セッション情報要求と前記コンテンツ情
報を受信した場合に、前記セッション情報を発行して前記コンテンツ視聴装置もしくは前
記コンテンツサーバ装置に送信するとともに、前記セッション情報と前記コンテンツ情報
とを対応付けて前記セッション情報記憶手段に格納し、前記セッション情報正規発行手段
は、利用者端末から前記セッション情報を含んだ認証要求を前記利用者認証情報とともに
受信した場合に、前記セッション情報と前記コンテンツ情報とが前記セッション情報記憶
手段に記憶され、かつ、前記利用者認証情報が前記利用者認証情報記憶手段に記憶されて
いるときに限り、前記利用者認証情報を前記利用者認証情報記憶手段から取得して、前記
セッション情報と前記コンテンツ情報とに対応付けて前記セッション情報記憶手段に格納
し、前記利用者認証手段は、前記コンテンツサーバ装置から、前記認証結果問い合わせ要
求とともに前記セッション情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認証情報
とが対応付けられて前記セッション情報記憶手段に記憶され、かつ、前記利用者認証情報
記憶手段に記憶される利用者認証情報が前記コンテンツ情報の所定の条件を満たすか否か
を判定し、前記利用者が正当な利用者であるか否かを認証することを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項６に係る発明は、上記の発明において、前記認証用コンテンツ生成手段は
、前記認証サーバ装置で発行されたセッション情報を受信した場合に、前記コンテンツ視
聴装置が動画像コンテンツを視聴可能に出力するものであるときは、当該セッション情報
を動画像コンテンツとして形成される認証用動画像コンテンツを生成して前記コンテンツ
視聴装置に送信し、前記コンテンツ視聴装置が音声コンテンツを視聴可能に出力するもの
であるときは、当該セッション情報を音声コンテンツとして形成される認証用音声コンテ
ンツを生成して前記コンテンツ視聴装置に送信し、前記コンテンツ視聴装置が静止画コン
テンツを視聴可能に出力するものであるときは、当該セッション情報を静止画コンテンツ
として形成される認証用静止画コンテンツを生成して前記コンテンツ視聴装置に送信する
ことを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項７に係る発明は、コンテンツを視聴可能に出力するコンテンツ視聴装置が
コンテンツ提供装置を介して他の装置と接続されるように構成された宅内ネットワークと
、前記宅内ネットワークの利用者が正当な利用者であるか否かを認証する認証サーバ装置
と、前記利用者が正当な利用者として認証されることを条件に前記コンテンツ提供装置を
介して前記コンテンツ視聴装置に前記コンテンツを提供するコンテンツサーバ装置とを、
ネットワークを介して相互に通信可能に接続して構成することに適した通信方法であって
、前記コンテンツ提供装置または前記コンテンツサーバ装置は、前記コンテンツ視聴装置
からコンテンツの視聴を要求するコンテンツ要求を受信した場合に、当該コンテンツの視
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聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセッション情報要求を、前記
認証サーバ装置に送信するセッション情報要求送信工程と、前記認証サーバ装置で発行さ
れたセッション情報を受信した場合に、当該セッション情報を前記コンテンツ視聴装置で
視聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテンツを生成し、前記コンテンツ視聴
装置に送信する認証用コンテンツ生成工程と、前記認証用コンテンツ生成工程により認証
用コンテンツが前記コンテンツ視聴装置に送信された後に、前記利用者が正当な利用者で
あるか否かを示す認証結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、前記セッシ
ョン情報を前記認証サーバ装置に送信する認証結果問い合わせ工程と、前記認証サーバ装
置は、前記利用者を一意に識別する利用者認証情報に対応付けて、当該宅内ネットワーク
の利用者が所有する利用者端末に記憶され、当該利用者の認証に用いられる利用者認証情
報を記憶する利用者認証情報記憶手段と、前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテン
ツサーバ装置からセッション情報要求を受信した場合に、前記セッション情報を発行して
前記コンテンツ提供装置もしくは前記コンテンツサーバ装置に送信するとともに、所定の
セッション情報記憶手段に格納するセッション情報一時発行工程と、前記利用者端末から
前記セッション情報を含んだ認証要求を前記利用者認証情報とともに受信した場合に、前
記セッション情報が前記セッション情報記憶手段に記憶され、かつ、前記利用者認証情報
が前記利用者認証情報記憶手段に記憶されているときに限り、前記利用者認証情報を前記
利用者認証情報記憶手段から取得して、前記セッション情報に対応付けて前記セッション
情報記憶手段に格納するセッション情報正規発行工程と、前記コンテンツ提供装置もしく
は前記コンテンツサーバ装置から、前記認証結果問い合わせ要求とともに前記セッション
情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認証情報とが対応付けられて前記セ
ッション情報記憶手段に記憶されているか否かを判定し、前記利用者が正当な利用者であ
るか否かを認証する利用者認証工程と、を含んだことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　請求項１または７の発明によれば、コンテンツ提供装置またはコンテンツサーバ装置は
、コンテンツ視聴装置からコンテンツの視聴を要求するコンテンツ要求を受信した場合に
、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセッシ
ョン情報要求を、認証サーバ装置に送信し、認証サーバ装置で発行されたセッション情報
を受信した場合に、当該セッション情報をコンテンツ視聴装置で視聴可能なコンテンツと
して形成される認証用コンテンツを生成し、コンテンツ視聴装置に送信し、認証用コンテ
ンツがコンテンツ視聴装置に送信された後に、利用者が正当な利用者であるか否かを示す
認証結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッション情報を認証サーバ
装置に送信し、認証サーバ装置は、利用者を一意に識別する利用者認証情報に対応付けて
、当該宅内ネットワークの利用者が所有する利用者端末に記憶され、当該利用者の認証に
用いられる利用者認証情報を記憶し、コンテンツ提供装置もしくはコンテンツサーバ装置
からセッション情報要求を受信した場合に、セッション情報を発行してコンテンツ提供装
置もしくはコンテンツサーバ装置に送信するとともに、所定のセッション情報記憶手段に
格納し、利用者端末からセッション情報を含んだ認証要求を利用者認証情報とともに受信
した場合に、セッション情報が記憶され、かつ、利用者認証情報が記憶されているときに
限り、利用者認証情報を取得して、セッション情報に対応付けて格納し、コンテンツ提供
装置もしくはコンテンツサーバ装置から、認証結果問い合わせ要求とともにセッション情
報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認証情報とが対応付けられて記憶され
ているか否かを判定し、利用者が正当な利用者であるか否かを認証するので、情報家電で
コンテンツを利用するのに際して、利便性の高い利用者認証を行うことが可能である。
【００１９】
　例えば、ＤＬＮＡを利用した動画や静止画などとして認証画面をネットワーク対応ＴＶ
に出力することができるので、別途、ＰＣなどインターネットブラウザを用いて認証する
必要がない結果、利便性の高い利用者認証を行うことが可能である。また、携帯電話など
の個人端末装置を用いて認証するので、強固な認証を行うことが可能である。
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【００２０】
　また、請求項２の発明によれば、コンテンツサーバ装置は、暗号化されたコンテンツを
コンテンツ提供装置に送信するものであって、利用者が正当な利用者であると認証された
場合に、コンテンツを復号する復号鍵をコンテンツ提供装置に送信するので、契約者だけ
がコンテンツを視聴するようにすることが可能である。
【００２１】
　例えば、スクランブル放送のように、料金を払う契約者だけが受信できるようにコンテ
ンツサーバ装置（例えば、放送事業者）側で放送に電波を乱す暗号をかけて送信し、契約
者だけが復号鍵を受信して当該放送を視聴するようにすることが可能である。また、これ
に伴い、課金などを行うことも可能である。
【００２２】
　また、請求項３の発明によれば、コンテンツ視聴装置は、コンテンツ要求とともに、宅
内ネットワークに接続される宅内端末装置に一意に割り当てられた識別番号を送信し、コ
ンテンツ視聴装置からコンテンツ要求と識別番号とを受信した場合に、セッション情報要
求と識別番号とを、認証サーバ装置に送信し、セッション情報と利用者認証情報と識別番
号とを記憶するものであって、コンテンツ提供装置もしくはコンテンツサーバ装置からセ
ッション情報要求と識別番号を受信した場合に、識別番号に対応付けられたセッション情
報が記憶されているときは、認証許可を示す認証結果をコンテンツサーバ装置もしくはコ
ンテンツ提供装置に送信し、識別番号に対応付けられたセッション情報が記憶されていな
いときは、セッション情報を発行してコンテンツ提供装置もしくはコンテンツサーバ装置
に送信するとともに、セッション情報と識別番号とを対応付けて格納し、利用者端末から
セッション情報を含んだ認証要求を利用者認証情報と識別番号とともに受信した場合に、
セッション情報と識別番号とが記憶され、かつ、利用者認証情報が記憶されているときに
限り、利用者認証情報を取得して、セッション情報に対応付けて格納し、コンテンツ提供
装置もしくはコンテンツサーバ装置から、認証結果問い合わせ要求とともにセッション情
報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認証情報と識別番号が対応付けられて
記憶されているか否かを判定し、利用者が正当な利用者であるか否かを認証するので、宅
内ネットワークに接続される宅内端末装置（情報家電）ごとに、認証することができる結
果、より強固な認証を行うことが可能である。
【００２３】
　例えば、はじめに、宅内ネットワークに接続されるネットワーク対応ＴＶがコンテンツ
要求を送信して認証されてコンテンツが提供され、次に、ＨＤＤがコンテンツ要求を送信
すると、ＨＤＤがすでに認証されていると判定されてコンテンツを提供されることが起こ
りうるが、ネットワーク対応ＴＶの識別番号を「０１」、ＨＤＤの識別番号を「０２」と
して、はじめに「０１」のネットワーク対応ＴＶからコンテンツ要求を受信して認証しコ
ンテンツが提供されると、次に「０２」のＨＤＤがコンテンツ要求を送信しても認証され
ていると判定されることがなく、ＨＤＤもネットワーク対応ＴＶと同様に認証されること
が必要である結果、より強固な認証を行うことが可能である。
【００２４】
　また、請求項４の発明によれば、コンテンツ視聴装置は、コンテンツ要求とともに、宅
内ネットワークに接続される宅内端末装置に一意に割り当てられた識別番号を送信するも
のであって、コンテンツ提供装置は、コンテンツ要求を送信した宅内端末装置に一意に割
り当てられた識別番号と、コンテンツ要求を送信した宅内端末装置に対して発行されたセ
ッション情報とを対応付けて記憶し、コンテンツサーバ装置から当該セッション情報と対
応付けられたコンテンツが送信された場合に、当該セッション情報に対応付けられて記憶
される識別番号を取得し、識別番号が割り振られた宅内端末装置にのみ、当該コンテンツ
を送信するので、宅内ネットワークに接続される認証された宅内端末装置（情報家電）の
みにコンテンツを送信することができる結果、より強固な認証を行うことが可能である。
【００２５】
　また、請求項５の発明によれば、コンテンツサーバ装置は、コンテンツ提供装置からセ
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ッション情報要求を受信した場合に、コンテンツ視聴装置が視聴を希望するコンテンツに
関するコンテンツ情報とセッション情報要求とを認証サーバ装置に送信し、コンテンツサ
ーバ装置からセッション情報要求とコンテンツ情報を受信した場合に、セッション情報を
発行してコンテンツ視聴装置もしくはコンテンツサーバ装置に送信するとともに、セッシ
ョン情報とコンテンツ情報とを対応付けて格納し、利用者端末からセッション情報を含ん
だ認証要求を利用者認証情報とともに受信した場合に、セッション情報とコンテンツ情報
とが記憶され、かつ、利用者認証情報が記憶されているときに限り、利用者認証情報を取
得して、セッション情報とコンテンツ情報とに対応付けて格納し、コンテンツサーバ装置
から、認証結果問い合わせ要求とともにセッション情報を受信した場合に、当該セッショ
ン情報と利用者認証情報とが対応付けられて記憶され、かつ、記憶される利用者認証情報
がコンテンツ情報の所定の条件を満たすか否かを判定し、利用者が正当な利用者であるか
否かを認証するので、例えば、利用者認証情報として年齢情報を記憶する場合、年齢に応
じてコンテンツの視聴可否を判定できる結果、より細かな認証を行うことが可能である。
【００２６】
　例をあげると、２０歳未満の利用者からのセッション情報要求を拒否したり、受信した
利用者の年齢に応じて提供するコンテンツを変更したり、受信した利用者の年齢で許可で
きるコンテンツのみを提供するなど、より細かな認証を行うことが可能である。また、年
齢だけでなく、性別や職業などにより認証してもよい。
【００２７】
　また、請求項６の発明によれば、認証サーバ装置で発行されたセッション情報を受信し
た場合に、コンテンツ視聴装置が動画像コンテンツを視聴可能に出力するものであるとき
は、当該セッション情報を動画像コンテンツとして形成される認証用動画像コンテンツを
生成してコンテンツ視聴装置に送信し、コンテンツ視聴装置が音声コンテンツを視聴可能
に出力するものであるときは、当該セッション情報を音声コンテンツとして形成される認
証用音声コンテンツを生成してコンテンツ視聴装置に送信し、コンテンツ視聴装置が静止
画コンテンツを視聴可能に出力するものであるときは、当該セッション情報を静止画コン
テンツとして形成される認証用静止画コンテンツを生成してコンテンツ視聴装置に送信す
るので、情報家電でコンテンツを利用するのに際して、さらに利便性の高い利用者認証を
行うことが可能である。例えば、認証用コンテンツを動画や静止画だけでなく、音声出力
することができる結果、モニタなどがない端末装置に対しても利用者認証を行うことが可
能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る通信システムの実施例を詳細に説明する。
なお、以下の実施例で用いる主要な用語、実施例１に係る通信システムの概要および特徴
、実施例１に係る通信システムの構成および処理の手順、実施例１の効果を順に説明し、
続いて、他の実施例について説明する。
【実施例１】
【００２９】
［用語の説明］
　まず最初に、本実施例で用いる主要な用語を説明する。本実施例で用いる「通信システ
ム」とは、宅内ネットワークと認証サーバ装置とコンテンツサーバ装置とがインターネッ
トなどのネットワークを介して相互に通信可能に接続されて構成されるシステムである。
なお、本実施例では、一つの宅内ネットワークと一つの認証サーバ装置と一つのコンテン
ツサーバ装置とか構成されるシステムについて説明するが、本発明はこれに限定されるも
のではなく、それぞれが複数存在していてもよい。例えば、一つの宅内ネットワークと一
つの認証サーバ装置と三つのコンテンツサーバ装置とから構成されたり、二つの宅内ネッ
トワークと三つの認証サーバ装置と四つのコンテンツサーバ装置とから構成されるなど、
それぞれにおいて数的な制限はない。
【００３０】
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　また、本実施例で用いる「宅内ネットワーク」とは、家庭内ＬＡＮやホームネットワー
クのことであり、具体的には、後述するコンテンツ提供装置、ネットワーク対応ＴＶ、Ｐ
Ｃ（Personal　Computer）、ＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）などの宅内端末装置がＤＬＮ
Ａ（Digital  Living  Network　Alliance）を用いて接続されて構成される。なお、上記
した宅内端末装置は、あくまで一例であり、Ｗｅｂカメラや電話機など様々な装置が接続
される。また、必ずしも宅内ネットワークである必要はなく、社内ネットワークなどのＬ
ＡＮであってもよい。
【００３１】
　また、「コンテンツ提供装置」とは、宅内ネットワークの各装置とインターネット上の
認証サーバ装置やコンテンツサーバ装置とを通信可能に接続する装置（例えば、ＨＧＷ：
ＨｏｍｅＧａｔｅＷａｙ）であり、アドレス変換やデータの載せ換えなどを行うことによ
り情報家電を相互接続し、コンテンツサーバ装置から送信されたコンテンツをコンテンツ
視聴装置に送信する。具体的には、インターネットと宅内ネットワークの間に配置され、
ホームルータ、プロトコル変換、ファイアウォール、ファイアウォールのルール動的変更
などの機能や放送受信機能などのセットトップボックスを備える。なお、本実施例では、
宅内ネットワークとインターネットとを接続するＨＧＷとして説明するが、本発明はこれ
に限定されるものではなく、インターネットに接続することができる宅内ネットワーク内
の装置であればいずれの装置であってもよい。例えば、Ｗｅｂ機能を備えるＨＤＤ、ＰＣ
、ネットワーク対応ＴＶであってもよい。また、「コンテンツ提供装置」は、特許請求の
範囲に記載の「コンテンツ提供装置」に対応する。
【００３２】
　また、「ネットワーク対応ＴＶ」は、インターネット接続をすることができるが、イン
ターネットブラウザを備えておらず、コンテンツサーバ装置から送信されたコンテンツを
視聴可能に出力する装置である。「ネットワーク対応ＴＶ」は、宅内ネットワーク内のコ
ンテンツを利用する場合には、宅内ネットワークに接続される他の装置にコンテンツ要求
を送信して利用することができ、宅内ネットワーク外のコンテンツを利用する場合には、
コンテンツ提供装置に対してコンテンツ要求を送信して、コンテンツサーバ装置からコン
テンツを提供されて利用することができる。なお、「ネットワーク対応ＴＶ」は、特許請
求の範囲に記載の「コンテンツ視聴装置」に対応するが、特許請求の範囲に記載の「コン
テンツ視聴装置」は、必ずしも「ネットワーク対応ＴＶ」である必要はなく、例えば、コ
ンテンツを利用することができるＨＤＤやＰＣなどの装置であってもよい。
【００３３】
　また、「ＨＤＤ」は、ハードディスクレコーダーなどの記録媒体であり、ネットワーク
対応ＴＶと接続することで、外部から録画予約などを受け付けることができる。「ＰＣ」
は、一般的なコンピュータ装置であり、インターネットブラウザ（Ｗｅｂブラウザ）を備
えてインターネット接続などを行うことができる。また、「携帯電話」とは、宅内ネット
ワークの利用者である利用者Ａに所持され、個体識別番号を記憶する通信端末であり、Ｑ
Ｒコード（登録商標）読み取り機能やインターネット接続機能を備えて構成される。また
、「携帯電話」は、認証用音声コンテンツを受信した場合、当該コンテンツからセッショ
ン情報を読み出す機能を備えている。
【００３４】
　また、「認証サーバ装置」とは、宅内ネットワークの利用者が正当な利用者であるか否
かを認証する装置である。具体的には、コンテンツ視聴装置であるネットワーク対応ＴＶ
から送信されたコンテンツ要求をコンテンツ提供装置から受信すると、「認証サーバ装置
」は、セッション情報を生成して当該セッション情報をコンテンツ提供装置に送信する。
その後、「認証サーバ装置」は、携帯電話などの端末装置などから利用者認証情報を受信
して、利用者認証を行う。例えば、「認証サーバ装置」は、セッション情報を送信した利
用者から利用者認証情報を受信した場合に、認証許可と判定して認証結果をコンテンツ提
供装置に送信し、セッション情報を送信した利用者とは異なる利用者認証情報を受信した
場合に、認証拒否と判定して認証結果をコンテンツ提供装置に送信する。認証許可された
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コンテンツ視聴装置は、視聴を希望するコンテンツを出力することができ、認証拒否され
たコンテンツ視聴装置は、視聴を希望するコンテンツを出力することができない。
【００３５】
　また、「コンテンツサーバ装置」とは、利用者が正当な利用者として認証されることを
条件にコンテンツ提供装置を介してコンテンツ視聴装置にコンテンツを提供する装置であ
る。例えば、認証サーバ装置によりネットワーク対応ＴＶが正当な利用者であると認証さ
れると、「コンテンツサーバ装置」は、ＶＯＤ（Video  On  Demand）、音楽ダウンロー
ド、漫画などの様々なコンテンツをネットワーク対応ＴＶに提供する。なお、本実施例で
は、コンテンツサーバ装置は、インターネット上に接続される装置として説明するが、本
発明はこれに限定されるものではなく、宅内ネットワーク内に接続されていてもよい。例
えば、ＨＤＤレコーダなどに実装されていてもよい。また、コンテンツ提供装置に組み込
まれていてもよく、つまり、コンテンツ提供装置自体がコンテンツを提供する機能を実装
していてもよい。また、「コンテンツサーバ装置」は、別の宅内ネットワーク上にあって
もよく、その場合、認証が許可（成功）すると、コンテンツサーバ装置が接続される宅内
ネットワークとコンテンツ提供装置との間にＶＰＮ接続されて、コンテンツ提供装置にコ
ンテンツを提供する。
【００３６】
［通信システムの概要および特徴］
　次に、図１を用いて、実施例１に係る通信システムの概要および特徴を説明する。図１
は、実施例１に係る通信システムの全体構成を示すシステム構成図である。
【００３７】
　図１に示すように、実施例１に係る通信システムは、宅内ネットワークと、認証サーバ
装置と、コンテンツサーバ装置とがインターネットを介して相互に通信可能に接続されて
構成される。宅内ネットワークは、コンテンツ提供装置と、ネットワーク対応ＴＶと、Ｐ
Ｃと、ＨＤＤとがＤＬＮＡを用いて相互に通信可能に接続されて構成される。そして、携
帯電話は、個体識別番号として、例えば「００－１１－ＦＦ」を記憶しており、宅内ネッ
トワークの利用者である利用者Ａにより所持されている。また、コンテンツサーバ装置は
、提供するコンテンツ一覧として、「ＶＯＤ、音楽、漫画」などを記憶する。
【００３８】
　このような構成のもと、実施例１に係る通信システムは、宅内ネットワークの利用者が
正当な利用者であるか否かを認証し、利用者が正当な利用者として認証されることを条件
にコンテンツ提供装置を介してコンテンツ視聴装置にコンテンツを提供することを概要と
するものであり、特に、情報家電でコンテンツを利用するのに際して、利便性の高い利用
者認証を行うことが可能である点に主たる特徴がある。
【００３９】
　この主たる特徴を具体的に説明すると、認証サーバ装置は、当該宅内ネットワークの利
用者が所有する利用者端末に記憶され、当該利用者の認証に用いられる利用者認証情報を
利用者認証情報ＤＢに記憶する。具体的に例を挙げると、利用者認証情報ＤＢは、『利用
者を示す「利用者名」、利用者が利用する携帯電話の個体識別番号を示す「個体識別番号
」』として「利用者Ａ、００－１１－ＦＦ」などと記憶する。
【００４０】
　また、認証サーバ装置は、利用者認証情報とセッション情報に対応付けてセッション情
報ＤＢに格納する。具体的に例を挙げれば、セッション情報ＤＢは、セッション情報が生
成されてコンテンツ提供装置に送信されて、携帯電話から認証要求と識別番号を受信する
と、『携帯電話から認証要求とともに送信され、利用者認証情報ＤＢに登録（記憶）され
ていることが確認された「個体識別番号」、生成し送信したセッション情報を示す「セッ
ション情報」として「００－１１－ＦＦ、１２３４５６７８９」と記憶する。
【００４１】
　このような状態において、ネットワーク対応ＴＶは、利用者の指示操作によりコンテン
ツの視聴を要求するコンテンツ要求をコンテンツ提供装置に送信する（図１の（１）参照
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）。具体的に例を挙げると、利用者の指示操作により、ネットワーク対応ＴＶは、コンテ
ンツ一覧をモニタに出力する（図６参照）。続いて、利用者により「オンライン」が選択
されると、ネットワーク対応ＴＶは、コンテンツ要求をコンテンツ提供装置に送信する。
ここでは、「オンライン」が選択されたのを受け付けると、コンテンツ要求を送信する場
合について説明するが、「オンライン」ではなく「コンテンツ名」（例えば、ＶＯＤや音
楽など）を出力して利用者からの選択を受け付けると、コンテンツ要求を送信するように
してもよく、ここで例示する「オンライン」や「コンテンツ名」などは、ネットワーク対
応ＴＶに表示されるコンテンツ表示を限定するものではない。
【００４２】
　そして、ネットワーク対応ＴＶからコンテンツ要求を受信した場合に、コンテンツ提供
装置は、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求する
セッション情報要求を、認証サーバ装置に送信する（図１の（２）参照）。続いて、認証
サーバ装置は、コンテンツ提供装置からセッション情報要求を受信した場合に、セッショ
ン情報を発行してコンテンツ提供装置に送信するとともに、所定のセッション情報ＤＢに
格納する（図１の（３）参照）。
【００４３】
　上記した例で具体的に説明すると、認証サーバ装置は、コンテンツ提供装置からセッシ
ョン情報要求を受信した場合に、セッション情報「１２３４５６７８９」を発行してコン
テンツ提供装置に送信するとともに、セッション情報「１２３４５６７８９」を一時的に
セッション情報ＤＢに格納する。なお、このとき、コンテンツ提供装置の識別番号や認証
情報をセッション情報と対応付けてセッション情報ＤＢに保存してもよい。
【００４４】
　その後、コンテンツ提供装置は、認証サーバ装置で発行されたセッション情報を受信し
た場合に、当該セッション情報をネットワーク対応ＴＶで視聴可能なコンテンツとして形
成される認証用コンテンツを生成し、ネットワーク対応ＴＶに送信する（図１の（４）参
照）。上記した例で具体的に説明すると、コンテンツ提供装置は、認証サーバ装置で発行
されたセッション情報「１２３４５６７８９」を受信した場合に、当該セッション情報を
ネットワーク対応ＴＶで視聴可能なＱＲコードとして形成される認証用コンテンツ（図７
参照）を生成し、ネットワーク対応ＴＶに送信する。
【００４５】
　続いて、認証用コンテンツを受信したネットワーク対応ＴＶは、受信した認証用コンテ
ンツをモニタに出力し、携帯電話は、ネットワーク対応ＴＶに出力されたセッション情報
を含んだ認証要求を利用者認証情報とともに認証サーバ装置に送信する（図１の（５）と
（６）参照）。上記した例で具体的に説明すると、ネットワーク対応ＴＶは、受信した認
証用コンテンツであるＱＲコードをモニタに出力する。そして、携帯電話は、利用者の操
作によりネットワーク対応ＴＶに出力されるＱＲコードを読み取ると、自動的にセッショ
ン情報「１２３４５６７８９」を取得して認証要求とともに個体識別番号「００－１１－
ＦＦ」を認証サーバ装置に送信する。
【００４６】
　そして、認証サーバ装置は、携帯電話から、セッション情報を含んだ認証要求を利用者
認証情報とともに受信した場合に、セッション情報がセッション情報ＤＢに記憶され、か
つ、利用者認証情報が利用者認証情報ＤＢに記憶されているときに限り、利用者認証情報
を利用者認証情報ＤＢから取得して、セッション情報に対応付けてセッション情報ＤＢに
格納する（図１の（７）参照）。上記した例で具体的に説明すると、認証サーバ装置は、
携帯電話からセッション情報「１２３４５６７８９」を含んだ認証要求と個体識別番号「
００－１１－ＦＦ」とを受信した場合に、セッション情報「１２３４５６７８９」がセッ
ション情報ＤＢに記憶され、かつ、利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」が利用者認証情
報ＤＢに記憶されているときに限り、利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」を利用者認証
情報ＤＢから取得して、セッション情報「１２３４５６７８９」に対応付けてセッション
情報ＤＢに格納する。つまり、利用者認証情報ＤＢに記憶される携帯電話から、セッショ
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ン情報ＤＢに記憶されるセッション情報を受信した場合、認証サーバ装置は、利用者を正
当な利用者であると一時的に仮定して（利用者候補）、利用者認証情報とセッション情報
とを対応付けて、セッション情報ＤＢに格納する。
【００４７】
　その後、コンテンツ提供装置は、認証用コンテンツがネットワーク対応ＴＶに送信され
た後に、利用者が正当な利用者であるか否かを示す認証結果を問い合わせる認証結果問い
合わせ要求とともに、セッション情報を認証サーバ装置に送信する（図１の（８）参照）
。上記した例で具体的に説明すると、利用者からの指示操作により、認証用コンテンツが
ネットワーク対応ＴＶに送信された後に、利用者が正当な利用者であるか否かを示す認証
結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッション情報「１２３４５６７
８９」を認証サーバ装置に送信する。ここで、利用者の指示操作によって、コンテンツ提
供装置は、認証結果を問い合わせることとしたが、例えば、一定時間経過後自動的に問い
合わせをしてもよく、問い合わせる契機はいずれの契機であってもよい。なお、問い合わ
せを行った際に、まだ、認証が行われてなかった場合、認証サーバ装置は、応答しなかっ
たり、認証中などの応答をするようにしてもよい。
【００４８】
　続いて、認証サーバ装置は、コンテンツ提供装置から、認証結果問い合わせ要求ととも
にセッション情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認証情報とが対応付け
られてセッション情報ＤＢに記憶されているか否かを判定し、利用者が正当な利用者であ
るか否かを認証する（図１の（９）参照）。上記した例で具体的に説明すると、認証サー
バ装置は、認証結果問い合わせ要求とともにセッション情報「１２３４５６７８９」を受
信した場合に、当該セッション情報「１２３４５６７８９」と利用者認証情報「００－１
１－ＦＦ」とが対応付けられてセッション情報ＤＢに記憶されているか否かを判定し、利
用者が正当な利用者であるか否かを認証して、認証結果をコンテンツ提供装置に送信する
。
【００４９】
　この例の場合、セッション情報ＤＢにセッション情報「１２３４５６７８９」と利用者
認証情報「００－１１－ＦＦ」とが対応付けられて記憶されていることより、先に利用者
候補とした当該利用者を正当な利用者であると認証して、当該認証結果として認証許可応
答をコンテンツ提供装置に送信する。一方、受信したセッション情報と利用者認証情報と
が対応付けられて記憶されていない場合、認証中や未認証の応答を送信する。なお、送信
する認証結果の形式としては、例えば、電子証明書や電子チケットの形式でもよい。
【００５０】
　認証許可応答を受信したコンテンツ提供装置は、コンテンツサーバ装置にコンテンツ要
求を送信し、コンテンツサーバ装置は、コンテンツをコンテンツ提供装置に送信する（図
１の（１０）と（１１）参照）。上記した例で具体的に説明すると、コンテンツ提供装置
は、認証許可応答を受信すると、コンテンツサーバ装置にコンテンツ要求を送信する。コ
ンテンツ要求を受信したコンテンツサーバ装置は、コンテンツ要求を送信したコンテンツ
提供装置に指定されたコンテンツや記憶するコンテンツ一覧を送信する。なお、コンテン
ツ提供装置は、認証拒否応答を受信すると、コンテンツサーバ装置にコンテンツ要求を送
信することなく、認証が拒否された旨をネットワーク対応ＴＶに送信する。
【００５１】
　そして、コンテンツ提供装置は、コンテンツサーバ装置から受信したコンテンツをネッ
トワーク対応ＴＶに送信し、ネットワーク対応ＴＶは、受信したコンテンツを出力する（
図１の（１２）と（１３）参照）。上記した例で具体的に説明すると、コンテンツ提供装
置は、コンテンツサーバ装置から受信したコンテンツ一覧やＶＯＤなどのコンテンツをネ
ットワーク対応ＴＶに送信し、ネットワーク対応ＴＶは、受信したコンテンツを出力する
。
【００５２】
　このように、実施例１に係る通信システムは、ＤＬＮＡを利用した動画や静止画などと
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して認証画面をネットワーク対応ＴＶに出力することができるので、別途、ＰＣなどイン
ターネットブラウザを用いて認証する必要がない結果、上記した主たる特徴のごとく、情
報家電でコンテンツを利用するのに際して、利便性の高い利用者認証を行うことが可能で
ある。
【００５３】
［通信システムの構成］
　次に、図２を用いて、図１に示した通信システムの構成を説明する。図２は、実施例１
に係る通信システムの構成を示すブロック図である。図２に示すように、この通信システ
ムは、宅内ネットワークと、認証サーバ装置２０と、コンテンツサーバ装置３０とから構
成される。宅内ネットワークには、コンテンツ提供装置１０と、ＨＤＤと、ネットワーク
対応ＴＶと、ＰＣとが接続され、ＨＤＤと、ネットワーク対応ＴＶと、ＰＣとは、一般的
な機能を有するので、ここではその詳細な説明は省略し、コンテンツ提供装置１０の構成
について説明する。
【００５４】
（コンテンツ提供装置１０の構成）
　コンテンツ提供装置１０は、内部ネットワーク通信部１１と、外部ネットワーク通信部
１２と、記憶部１３と、制御部１４とから構成される。内部ネットワーク通信部１１は、
宅内ネットワーク内のＨＤＤと、ネットワーク対応ＴＶと、ＰＣとの間でやり取りする各
種情報に関する通信を制御する。具体的には、内部ネットワーク通信部１１は、ＤＬＮＡ
で接続されるＨＤＤ、ネットワーク対応ＴＶまたはＰＣからコンテンツ要求を受信したり
、コンテンツサーバ装置３０から受信したコンテンツをＨＤＤ、ネットワーク対応ＴＶま
たはＰＣに送信したりする。例えば、図６に示したように、ネットワーク対応ＴＶに出力
されたコンテンツ一覧から利用者によって「オンライン」が選択されると、ネットワーク
対応ＴＶからコンテンツ要求が送信され、内部ネットワーク通信部１１は、当該コンテン
ツ要求を受信する。なお、図６は、ネットワーク対応ＴＶに出力されるコンテンツ一覧の
出力例を示した図である。
【００５５】
　外部ネットワーク通信部１２は、インターネットに接続される認証サーバ装置２０やコ
ンテンツサーバ装置３０との間でやり取りする各種情報に関する通信を制御する。具体的
には、外部ネットワーク通信部１２は、内部ネットワーク通信部１１によりコンテンツ要
求が受信されると、認証サーバ装置２０にセッション情報要求を送信したり、認証サーバ
装置２０から認証許可応答を受信すると、コンテンツ要求をコンテンツサーバ装置３０に
送信したりする。
【００５６】
　記憶部１３は、制御部１４による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納した
り、通信を行うためのアドレス情報を格納したりする。例えば、記憶部１３は、認証サー
バ装置２０やコンテンツサーバ装置３０と通信を行うためのアドレス情報を記憶したり、
コンテンツサーバ装置３０から提供（送信）されたコンテンツを受信したり、内部ネット
ワーク通信部１１により受信されたコンテンツ要求を一時的に記憶したりする。
【００５７】
　制御部１４は、ＯＳ（Operating System）などの制御プログラム、各種の処理手順など
を規定したプログラムおよび所要データを格納するための内部メモリを有するとともに、
特に本発明に密接に関連するものとしては、セッション情報要求送信部１５と、認証用コ
ンテンツ生成部１６と、認証結果問い合わせ部１７と、コンテンツ送信部１８とを備え、
これらによって種々の処理を実行する。
【００５８】
　セッション情報要求送信部１５は、ネットワーク対応ＴＶからコンテンツの視聴を要求
するコンテンツ要求を受信した場合に、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いら
れるセッション情報を要求するセッション情報要求を、認証サーバ装置２０に送信する。
具体的には、セッション情報要求送信部１５は、ネットワーク対応ＴＶからコンテンツの
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視聴を要求するコンテンツ要求が内部ネットワーク通信部１１により受信されると、当該
コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセッション情
報要求を、認証サーバ装置２０に送信する。例えば、図６に示すように、モニタに出力さ
れたコンテンツ画面から「オンライン」が利用者により選択されたネットワーク対応ＴＶ
は、コンテンツ一覧を要求するコンテンツ要求をコンテンツ提供装置１０に送信し、コン
テンツ要求を受信したコンテンツ提供装置１０のセッション情報要求送信部１５は、当該
コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセッション情
報要求を、認証サーバ装置２０に送信する。なお、受信するコンテンツ要求は、コンテン
ツ一覧だけでなく、音楽や映画などのコンテンツごとに受信してもよい。また、セッショ
ン情報要求送信部１５は、特許請求の範囲に記載の「セッション情報要求送信手段」に対
応する。
【００５９】
　認証用コンテンツ生成部１６は、認証サーバ装置２０で発行されたセッション情報を受
信した場合に、当該セッション情報をネットワーク対応ＴＶで視聴可能なコンテンツとし
て形成される認証用コンテンツを生成し、ネットワーク対応ＴＶに送信する。具体的に例
を挙げれば、認証用コンテンツ生成部１６は、認証サーバ装置２０で発行されたセッショ
ン情報「１２３４５６７８９」を受信した場合に、当該セッション情報をネットワーク対
応ＴＶで視聴可能なコンテンツとして形成されるＱＲコード（例えば、図７に示すような
ＱＲコード）を生成して、ネットワーク対応ＴＶに送信する。なお、ここでは、認証用コ
ンテンツとしてＱＲコードを生成した場合について説明したが、セッション情報そのまま
を出力したり、動画像コンテンツや音声コンテンツなどのコンテンツとして生成してもよ
い。また、図７は、認証用コンテンツとして生成されたＱＲコードの例を示す図である。
また、認証用コンテンツ生成部１６は、特許請求の範囲に記載の「認証用コンテンツ生成
手段」に対応する。
【００６０】
　認証結果問い合わせ部１７は、認証用コンテンツ生成部１６により認証用コンテンツが
ネットワーク対応ＴＶに送信された後に、利用者が正当な利用者であるか否かを示す認証
結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッション情報を認証サーバ装置
２０に送信する。具体的に例を挙げれば、認証結果問い合わせ部１７は、認証用コンテン
ツ生成部１６により認証用コンテンツがネットワーク対応ＴＶに送信された後に、利用者
が正当な利用者であるか否かを示す認証結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とと
もに、セッション情報「１２３４５６７８９」を認証サーバ装置２０に送信する。つまり
、利用者Ａが所有する携帯電話が、認証サーバ装置２０に記憶される正当な利用者が所有
する携帯電話であるか否かを問い合わせることで、利用者Ａが正当な利用者であるか否か
を問い合わせる。なお、認証結果問い合わせ部１７は、特許請求の範囲に記載の「認証結
果問い合わせ手段」に対応する。
【００６１】
　コンテンツ送信部１８は、コンテンツサーバ装置３０から受信したコンテンツをネット
ワーク対応ＴＶに送信する。具体的には、後述する認証サーバ装置２０の利用者認証部２
８によりネットワーク対応ＴＶが正当な利用者であると認証されて、コンテンツサーバ装
置からコンテンツを受信した場合に、コンテンツ送信部１８は、利用者認証が許可された
ネットワーク対応ＴＶに受信したコンテンツを送信する。一方、認証が拒否されて、拒否
された旨のメッセージなどを受信した場合、当該メッセージをネットワーク対応ＴＶに送
信する。
【００６２】
（認証サーバ装置２０の構成）
　次に、認証サーバ装置２０の構成について説明する。認証サーバ装置２０は、通信制御
Ｉ／Ｆ部２１と、記憶部２２と、制御部２５とから構成される。通信制御Ｉ／Ｆ部２１は
、コンテンツ提供装置１０やコンテンツサーバ装置３０との間でやり取りする各種情報に
関する通信を制御する。具体的には、通信制御Ｉ／Ｆ部２１は、インターネットを介して
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コンテンツ提供装置１０からセッション情報要求や認証結果の問い合わせを受信したり、
携帯電話から送信された認証要求を受信したりする。
【００６３】
　記憶部２２は、制御部２５による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納する
とともに、特に本発明に密接に関連するものとしては、利用者認証情報ＤＢ２３と、セッ
ション情報ＤＢ２４とを備える。利用者認証情報ＤＢ２３は、宅内ネットワークの利用者
が所有する携帯電話に記憶され、当該利用者の認証に用いられる利用者認証情報を記憶す
る。具体的に例を挙げると、利用者認証情報ＤＢ２３は、図３に示すように、『利用者を
示す「利用者名」、利用者が利用する携帯電話の個体識別番号を示す「個体識別番号」』
として「利用者Ａ、００－１１－ＦＦ」などと記憶する。なお、利用者認証情報ＤＢ２３
は、特許請求の範囲に記載の「利用者認証情報記憶手段」に対応する。また、図３は、利
用者認証情報ＤＢに記憶される情報の例を示す図である。
【００６４】
　セッション情報ＤＢ２４は、セッション情報と利用者認証情報とを対応付けて記憶する
。例えば、図４に示すように、取得した個体識別番号「００－１１－ＦＦ」とセッション
情報「１２３４５６７８９」とを対応付けて記憶する。上記した例で説明すると、コンテ
ンツ提供装置１０からセッション情報要求を受信した場合に、後述するセッション情報一
時発行部２６によりセッション情報が発行されるとともに、セッション情報ＤＢ２４に当
該セッション情報が格納される。そして、携帯電話からセッション情報を含んだ認証要求
を利用者認証情報とともに受信した場合に、セッション情報がセッション情報ＤＢ２４に
記憶され、かつ、利用者認証情報が利用者認証情報ＤＢ２３に記憶されているときに限り
、後述するセッション情報正規発行部２７によって、利用者認証情報が利用者認証情報Ｄ
Ｂ２３から取得され、セッション情報に対応付けてセッション情報ＤＢ２４に格納される
。なお、セッション情報ＤＢ２４は、特許請求の範囲に記載の「セッション情報記憶手段
」に対応する。また、図４は、セッション情報ＤＢに記憶される情報の例を示す図である
。
【００６５】
　制御部２５は、ＯＳ（Operating System）などの制御プログラム、各種の処理手順など
を規定したプログラムおよび所要データを格納するための内部メモリを有するとともに、
特に本発明に密接に関連するものとしては、セッション情報一時発行部２６と、セッショ
ン情報正規発行部２７と、利用者認証部２８とを備え、これらによって種々の処理を実行
する。
【００６６】
　セッション情報一時発行部２６は、コンテンツ提供装置１０からからセッション情報要
求を受信した場合に、セッション情報を発行してコンテンツ提供装置１０に送信するとと
もに、セッション情報ＤＢ２４に格納する。具体的に例を挙げると、セッション情報一時
発行部２６は、コンテンツ提供装置１０からセッション情報要求を受信した場合に、セッ
ション情報「１２３４５６７８９」を発行してコンテンツ提供装置１０に送信するととも
に、当該セッション情報「１２３４５６７８９」をセッション情報ＤＢ２４に格納する。
ここでは、利用者認証情報（例えば、識別番号）は格納されない。なお、セッション情報
一時発行部２６は、特許請求の範囲に記載の「セッション情報一時発行手段」に対応する
。
【００６７】
　セッション情報正規発行部２７は、携帯電話からセッション情報を含んだ認証要求を利
用者認証情報とともに受信した場合に、セッション情報がセッション情報ＤＢ２４に記憶
され、かつ、利用者認証情報が利用者認証情報ＤＢ２３に記憶されているときに限り、利
用者認証情報を利用者認証情報ＤＢ２３から取得して、セッション情報に対応付けてセッ
ション情報ＤＢ２４に格納する。上記した例で具体的に説明すると、セッション情報正規
発行部２７は、携帯電話からセッション情報「１２３４５６７８９」を含んだ認証要求と
個体識別番号「００－１１－ＦＦ」とを受信した場合に、セッション情報「１２３４５６
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７８９」がセッション情報ＤＢ２４に記憶され、かつ、利用者認証情報「００－１１－Ｆ
Ｆ」が利用者認証情報ＤＢ２３に記憶されているときに限り、利用者認証情報「００－１
１－ＦＦ」を利用者認証情報ＤＢ２３から取得して、セッション情報「１２３４５６７８
９」に対応付けてセッション情報ＤＢ２４に格納する。つまり、利用者認証情報ＤＢ２３
に記憶される携帯電話から、セッション情報ＤＢ２４に記憶されるセッション情報を受信
した場合、セッション情報正規発行部２７は、セッション情報を送信してきた利用者を正
当な利用者であると一時的に仮定して（利用者候補）、利用者認証情報とセッション情報
を対応付けて、セッション情報ＤＢ２４に格納する。なお、セッション情報正規発行部２
７は、特許請求の範囲に記載の「セッション情報正規発行手段」に対応する。
【００６８】
　利用者認証部２８は、コンテンツ提供装置１０から認証結果問い合わせ要求とともにセ
ッション情報を受信した場合に、当該セッション情報と利用者認証情報とが対応付けられ
てセッション情報ＤＢ２４に記憶されているか否かを判定し、利用者が正当な利用者であ
るか否かを認証する。具体的に説明すると、セッション情報ＤＢ２４に「利用者認証情報
（個体識別番号）、セッション情報」として「００－１１－ＦＦ、１２３４５６７８９」
が記憶されている場合に、コンテンツ提供装置１０から認証結果問い合わせ要求とともに
、セッション情報「１２３４５６７８９」を受信すると、利用者認証部２８は、受信した
セッション情報「１２３４５６７８９」と利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」とがセッ
ション情報ＤＢ２４に対応付けられて記憶されていることより、利用者Ａを正当な利用者
と認証する。つまり、利用者認証部２８は、セッション情報ＤＢ２４にセッション情報「
１２３４５６７８９」と利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」とが対応付けられて記憶さ
れていることより、先に利用者候補とした当該利用者を正当な利用者であると認証して、
当該認証結果として認証許可応答をコンテンツ提供装置１０に送信する。
【００６９】
　一方、利用者認証部２８は、受信したセッション情報「１２３４５６７８９」と利用者
認証情報「００－１１－ＦＦ」とがセッション情報ＤＢ２４に対応付けられて記憶されて
いない場合、利用者候補とした利用者Ａを正当な利用者と認証せずに、認証中や未認証の
応答を送信する。なお、利用者認証部２８は、特許請求の範囲に記載の「利用者認証手段
」に対応する。
【００７０】
（コンテンツサーバ装置３０の構成）
　次に、コンテンツサーバ装置３０の構成について説明する。コンテンツサーバ装置３０
は、通信制御Ｉ／Ｆ部３１と、記憶部３２と、制御部３４とから構成される。通信制御Ｉ
／Ｆ部３１は、コンテンツ提供装置１０や認証サーバ装置２０との間でやり取りする各種
情報に関する通信を制御する。具体的には、通信制御Ｉ／Ｆ部３１は、インターネットを
介してコンテンツ提供装置１０からコンテンツ要求を受信したり、コンテンツ提供装置１
０にコンテンツを送信したりする。
【００７１】
　記憶部３２は、制御部３４による各種処理に必要なデータおよびプログラムを格納する
とともに、特に本発明に密接に関連するものとしては、コンテンツＤＢ３３を備える。具
体的に例を挙げれば、コンテンツＤＢ３３は、図５に示すように、コンテンツサーバ装置
３０が提供するコンテンツ一覧として「ＶＯＤ、音楽、漫画」などを記憶する。なお、図
５は、コンテンツＤＢに記憶される情報の例を示す図である。
【００７２】
　制御部３４は、ＯＳ（Operating System）などの制御プログラム、各種の処理手順など
を規定したプログラムおよび所要データを格納するための内部メモリを有するとともに、
特に本発明に密接に関連するものとしては、コンテンツ送信部３５を備え、これらによっ
て種々の処理を実行する。
【００７３】
　コンテンツ送信部３５は、ネットワーク対応ＴＶにコンテンツを送信する。具体的には
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、認証サーバ装置２０から認証許可応答を受信したコンテンツ提供装置１０から送信され
たコンテンツ要求を受信すると、コンテンツ送信部３５は、コンテンツ要求に対応したコ
ンテンツをコンテンツ提供装置１０送信する。例えば、コンテンツ一覧の取得を要求して
いるコンテンツ要求の場合、コンテンツ送信部３５は、コンテンツＤＢ３３に記憶される
コンテンツ一覧「ＶＯＤ、音楽、漫画」を送信し、「音楽」コンテンツの取得を要求して
いるコンテンツ要求の場合、コンテンツ送信部３５は、コンテンツＤＢ３３から「音楽」
コンテンツを取得して送信する。
【００７４】
　なお、上記では、セッション情報要求送信部１５と、認証用コンテンツ生成部１６と、
認証結果問い合わせ部１７とをコンテンツ提供装置１０が備える場合について説明したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、セッション情報要求送信部１５と、認証用コ
ンテンツ生成部１６と、認証結果問い合わせ部１７とをコンテンツサーバ装置３０が備え
ていてもよく、コンテンツ提供装置１０とコンテンツサーバ装置３０との両方の装置が備
えていてもよい。
【００７５】
［通信システムによる処理］
　次に、図８を用いて、通信システムによる処理を説明する。図８は、実施例１に係る通
信システムによる処理の流れを示すシーケンス図である。
【００７６】
（通信システムによる処理の流れ）
　図８に示すように、コンテンツを要求する指示操作を受け付けたネットワーク対応ＴＶ
は、コンテンツ提供装置１０にコンテンツ要求を送信する（ステップＳ８０１）。そして
、コンテンツ要求を受信したコンテンツ提供装置１０のセッション情報要求送信部１５は
、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセッシ
ョン情報要求を認証サーバ装置２０に送信する（ステップＳ８０２）。
【００７７】
　具体的に例を挙げると、利用者によりコンテンツ一覧を要求する「オンライン」の選択
を受け付けたネットワーク対応ＴＶは（図６参照）、コンテンツ提供装置１０にコンテン
ツ要求を送信する。そして、コンテンツ要求を受信したコンテンツ提供装置１０のセッシ
ョン情報要求送信部１５は、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッシ
ョン情報を要求するセッション情報要求を認証サーバ装置２０に送信する。
【００７８】
　続いて、セッション情報要求を受信した認証サーバ装置２０のセッション情報一時発行
部２６は、セッション情報を発行してコンテンツ提供装置１０に送信するとともに、セッ
ション情報を発行してコンテンツ提供装置１０に送信するとともに、セッション情報ＤＢ
２４に格納する（ステップＳ８０３～ステップＳ８０４）。
【００７９】
　具体的に例を挙げると、セッション情報要求を受信した認証サーバ装置２０のセッショ
ン情報一時発行部２６は、セッション情報「１２３４５６７８９」を発行してコンテンツ
提供装置１０に送信するとともに、セッション情報ＤＢ２４に格納する。
【００８０】
　その後、認証サーバ装置２０で発行されたセッション情報を受信した場合に、コンテン
ツ提供装置１０の認証用コンテンツ生成部１６は、当該セッション情報をネットワーク対
応ＴＶで視聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテンツを生成し、ネットワー
ク対応ＴＶに送信する（ステップＳ８０５～Ｓ８０６）。具体的に例を挙げると、認証サ
ーバ装置２０で発行されたセッション情報「１２３４５６７８９」を受信した場合に、コ
ンテンツ提供装置１０の認証用コンテンツ生成部１６は、当該セッション情報「１２３４
５６７８９」をネットワーク対応ＴＶで視聴可能なコンテンツとして形成されるＱＲコー
ドを生成し、ネットワーク対応ＴＶに送信する。
【００８１】
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　そして、認証用コンテンツを受信したネットワーク対応ＴＶは、受信した認証用コンテ
ンツをモニタなどに出力し、携帯電話は、認証用コンテンツに出力されているセッション
情報が利用者により入力されると、認証要求を認証サーバ装置２０に送信する（ステップ
Ｓ８０７～ステップＳ８０８）。上記した例で具体的に説明すると、ＱＲコードを受信し
たネットワーク対応ＴＶは、受信した認証用コンテンツをモニタなどに出力し、携帯電話
は、このＱＲコードを読み取ると、認証要求と個体識別番号「００－１１－ＦＦ」を認証
サーバ装置２０に送信する。
【００８２】
　続いて、認証サーバ装置２０のセッション情報正規発行部２７は、携帯電話からセッシ
ョン情報を含んだ認証要求を利用者認証情報とともに受信した場合に、セッション情報が
セッション情報ＤＢ２４に記憶され、かつ、利用者認証情報が利用者認証情報ＤＢ２３に
記憶されているときに限り、利用者認証情報を利用者認証情報ＤＢ２３から取得して、セ
ッション情報に対応付けてセッション情報ＤＢ２４に格納して、格納した結果を携帯電話
に送信する（ステップＳ８０９～ステップＳ８１０）。
【００８３】
　上記した例で具体的に説明すると、ネットワーク対応ＴＶに出力されたセッション情報
「１２３４５６７８９」を含んだ認証要求を利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」ととも
に受信した場合に、セッション情報正規発行部２７は、当該セッション情報「１２３４５
６７８９」がセッション情報ＤＢ２４に記憶され、かつ、利用者認証情報「００－１１－
ＦＦ」が利用者認証情報ＤＢ２３に記憶されていることより、正当な利用者が所有する携
帯電話から認証要求があったと認証し、利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」を利用者認
証情報ＤＢ２３から取得し、セッション情報「１２３４５６７８９」と利用者認証情報「
００－１１－ＦＦ」とを対応付けてセッション情報ＤＢ２４に格納して、その結果を携帯
電話に送信する。なお、ステップＳ８１０の処理である認証結果の送信処理は、必須の処
理ではない。
【００８４】
　その後、コンテンツ提供装置１０の認証結果問い合わせ部１７は、利用者が正当な利用
者であるか否かを示す認証結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッシ
ョン情報を認証サーバ装置２０に送信し（ステップＳ８１１）、認証サーバ装置２０の利
用者認証部２８は、セッション情報と利用者認証情報とが対応付けられてセッション情報
ＤＢ２４に記憶されているか否かを判定し、利用者が正当な利用者であるか否かを認証す
る認証結果を応答する（ステップＳ８１２）。
【００８５】
　上記した例で具体的に説明すると、コンテンツ提供装置１０から認証結果問い合わせ要
求とともに、セッション情報「１２３４５６７８９」を受信した認証サーバ装置２０は、
セッション情報「１２３４５６７８９」と利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」とが対応
付けられてセッション情報ＤＢ２４に記憶されていることより、認証結果として認証許可
を応答する。
【００８６】
　そして、認証結果を受信したコンテンツ提供装置１０は、コンテンツ要求をコンテンツ
サーバ装置３０に送信し、コンテンツサーバ装置３０は、コンテンツを送信し、コンテン
ツを受信したコンテンツ提供装置１０のコンテンツ送信部１８は、コンテンツをネットワ
ーク対応ＴＶに送信する（ステップＳ８１３～ステップＳ８１５）。上記した例で具体的
に説明すると、認証許可を受信したコンテンツ提供装置１０は、ステップＳ８０１で受け
付けたコンテンツ一覧を要求するコンテンツ要求をコンテンツサーバ装置３０に送信する
。コンテンツ要求を受信したコンテンツサーバ装置３０は、コンテンツＤＢ３３に記憶す
るコンテンツ一覧「ＶＯＤ、音楽、漫画」をコンテンツ提供装置１０に送信する。そして
、コンテンツ提供装置１０のコンテンツ送信部１８は、受信したコンテンツ一覧をネット
ワーク対応ＴＶに送信する。
【００８７】
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（コンテンツ提供装置による処理の流れ）
　図９を用いて、コンテンツ提供装置による処理の流れを説明する。図９は、実施例１に
係るコンテンツ提供装置による処理の流れを示すフローチャートである。
【００８８】
　図９に示すように、コンテンツ要求を受信すると（ステップ９０１肯定）、コンテンツ
提供装置１０は、既存セッションでないか否かを判定する（ステップＳ９０２）。
【００８９】
　そして、既存セッションでない場合（ステップＳ９０２肯定）、セッション情報要求送
信部１５は、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求
するセッション情報要求を、認証サーバ装置２０に送信する（ステップＳ９０３）。
【００９０】
　その後、認証サーバ装置２０からセッション情報を受信すると（ステップＳ９０４肯定
）、認証用コンテンツ生成部１６は、認証サーバ装置２０で発行されたセッション情報を
受信した場合に、当該セッション情報をネットワーク対応ＴＶで視聴可能なコンテンツと
して形成される認証用コンテンツを生成し、ネットワーク対応ＴＶに送信する（ステップ
Ｓ９０５）。
【００９１】
　そして、所定の条件により（例えば、一定時間経過後や認証終了通知受信後など）、認
証結果問い合わせ部１７は、認証サーバ装置２０に認証結果を問い合わせる（ステップＳ
９０６）。続いて、認証結果を受信すると（ステップＳ９０７肯定）、コンテンツ提供装
置１０は、受信した認証結果が認証許可であるか否かを判定する（ステップＳ９０８）。
【００９２】
　受信した認証結果が認証許可であった場合（ステップＳ９０８肯定）、コンテンツ提供
装置１０は、コンテンツサーバ装置３０にコンテンツ要求を送信し（ステップＳ９０９）
、コンテンツを受信すると（ステップＳ９１０肯定）、受信したコンテンツをネットワー
ク対応ＴＶに送信する（ステップＳ９１１）。一方、受信した認証結果が認証許可でなか
った場合（ステップＳ９０８否定）、コンテンツ提供装置１０は、処理を終了する。
【００９３】
　ステップＳ９０２に戻り、既存セッションであった場合（ステップＳ９０２否定）、ス
テップＳ９０９の処理であるコンテンツ要求送信処理を実行する。以降の処理は、上記し
た例と同様である。
【００９４】
（認証サーバ装置による処理の流れ）
　図１０を用いて、認証サーバ装置による処理の流れを説明する。図１０は、実施例１に
係る認証サーバ装置による処理の流れを示すフローチャートである。
【００９５】
　図１０に示すように、コンテンツ提供装置１０からセッション情報要求を受信すると（
ステップＳ１００１肯定）、セッション情報一時発行部２６は、セッション情報を発行し
てコンテンツ提供装置１０に送信するとともに、セッション情報ＤＢ２４に格納する（ス
テップＳ１００２）。
【００９６】
　その後、セッション情報正規発行部２７は、携帯電話から、コンテンツ提供装置１０に
出力されたセッション情報を含んだ認証要求を利用者認証情報とともに受信した場合に（
ステップＳ１００３肯定）、セッション情報がセッション情報ＤＢ２４に記憶され、かつ
、利用者認証情報が利用者認証情報ＤＢ２３に記憶されているときに限り、利用者認証情
報を利用者認証情報ＤＢ２３から取得して、セッション情報に対応付けてセッション情報
ＤＢ２４に格納することで認証処理を行う（ステップＳ１００４）。ここで、利用者認証
部２８は、認証結果を携帯電話に送信するようにしてもよい。
【００９７】
　そして、コンテンツ提供装置１０から認証結果の問い合わせを受信すると（ステップＳ
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１００５肯定）、認証結果が認証許可であった場合（ステップＳ１００６肯定）、利用者
認証部２８は、認証許可応答をコンテンツ提供装置１０に送信し（ステップＳ１００７）
、認証結果が認証拒否であった場合（ステップＳ１００６否定）、利用者認証部２８は、
認証拒否または未認証をコンテンツ提供装置１０に送信する（ステップＳ１００８）。
【００９８】
（ネットワーク対応ＴＶによる処理の流れ）
　図１１を用いて、ネットワーク対応ＴＶによる処理の流れを説明する。図１１は、実施
例１に係るネットワーク対応ＴＶによる処理の流れを示すフローチャートである。
【００９９】
　図１１に示すように、利用者によりコンテンツ一覧から「オンライン」の選択を受け付
けると（ステップＳ１１０１肯定）、ネットワーク対応ＴＶは、コンテンツ提供装置１０
にコンテンツ要求を送信する（ステップＳ１１０２）。なお、「オンライン」とは、あく
まで一例であり、「インターネット」や「音楽（インターネット）」など、コンテンツの
表示を限定するものではない。
【０１００】
　そして、認証用コンテンツを受信すると（ステップＳ１１０３肯定）、ネットワーク対
応ＴＶは、受信した認証用コンテンツをモニタなどに出力する（ステップＳ１１０４）。
【０１０１】
　その後、ネットワーク対応ＴＶは、認証サーバ装置２０に認証許可されてコンテンツサ
ーバ装置３０からコンテンツ提供装置１０を介してコンテンツを受信すると（ステップＳ
１１０５肯定）、受信したコンテンツを視聴できるようにモニタなどに出力する（ステッ
プＳ１１０６）。
【０１０２】
［実施例１による効果］
　このように、実施例１に係る通信システムによれば、コンテンツ提供装置１０は、ネッ
トワーク対応ＴＶからコンテンツの視聴を要求するコンテンツ要求を受信した場合に、当
該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセッション
情報要求を、認証サーバ装置２０に送信し、認証サーバ装置２０で発行されたセッション
情報を受信した場合に、当該セッション情報をネットワーク対応ＴＶで視聴可能なコンテ
ンツとして形成される認証用コンテンツを生成し、ネットワーク対応ＴＶに送信し、認証
用コンテンツがネットワーク対応ＴＶに送信された後に、利用者が正当な利用者であるか
否かを示す認証結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッション情報を
認証サーバ装置２０に送信し、認証サーバ装置２０は、利用者を一意に識別する利用者認
証情報に対応付けて、当該宅内ネットワークの利用者が所有する携帯電話に記憶され、当
該利用者の認証に用いられる利用者認証情報を記憶する利用者認証情報ＤＢと、コンテン
ツ提供装置１０からセッション情報要求を受信した場合に、セッション情報を発行してコ
ンテンツ提供装置１０に送信するとともに、所定のセッション情報ＤＢに格納し、利用者
端末からセッション情報を含んだ認証要求を利用者認証情報とともに受信した場合に、セ
ッション情報がセッション情報ＤＢに記憶され、かつ、利用者認証情報が利用者認証情報
ＤＢに記憶されているときに限り、利用者認証情報を利用者認証情報ＤＢから取得して、
セッション情報に対応付けてセッション情報ＤＢに格納し、コンテンツ提供装置１０から
、認証結果問い合わせ要求とともにセッション情報を受信した場合に、当該セッション情
報と利用者認証情報とが対応付けられてセッション情報ＤＢに記憶されているか否かを判
定し、利用者が正当な利用者であるか否かを認証するので、情報家電でコンテンツを利用
するのに際して、利便性の高い利用者認証を行うことが可能である。
【０１０３】
　例えば、ＤＬＮＡを利用した動画や静止画などとして認証画面をネットワーク対応ＴＶ
に出力することができるので、別途、ＰＣなどインターネットブラウザを用いて認証する
必要がない結果、利便性の高い利用者認証を行うことが可能である。また、携帯電話など
の個人端末装置を用いて認証するので、強固な認証を行うことが可能である。



(23) JP 4740092 B2 2011.8.3

10

20

30

40

50

【０１０４】
（通信システムによる処理の流れ（別シーケンス））
　ところで、上記した通信システムによる処理の流れ（図８参照）では、コンテンツ提供
装置１０が認証サーバ装置２０にセッション情報要求を送信する場合について説明したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、コンテンツサーバ装置３０がセッション情報
要求を送信してもよい。
【０１０５】
　まず、図１２を用いて、処理の流れを説明する前に、図８とは異なる点について簡単に
説明すると、コンテンツサーバ装置３０が認証サーバ装置２０に対してセッション情報要
求を送信し、生成されたセッション情報を受信し、受信したセッション情報をコンテンツ
提供装置１０に送信する。その後、図８と同様に、認証サーバ装置２０により認証処理が
行われる。そして、図８とは異なり、コンテンツサーバ装置３０が認証サーバ装置２０に
対して認証結果を問い合わせて、認証結果を受信し、受信した認証結果をコンテンツ提供
装置１０に送信する。その後、図８と同様に、コンテンツ提供装置１０からコンテンツ要
求を受信したコンテンツサーバ装置３０がコンテンツを送信し、当該コンテンツがネット
ワーク対応ＴＶに受信されて視聴される。
【０１０６】
　次に、図１２を用いて、コンテンツサーバ装置３０がセッション情報要求を送信する場
合について説明する。図１２は、通信システムによる処理の流れを示すシーケンス図であ
る。なお、以下では、図８と異なる処理の流れについて説明し、図８と同様の処理の流れ
になるところは省略する。
【０１０７】
　図１２に示すように、コンテンツを要求する指示操作を受け付けたネットワーク対応Ｔ
Ｖは、コンテンツ提供装置１０にコンテンツ要求を送信する（ステップＳ１２０１）。
【０１０８】
　この後、図８とは異なり、コンテンツ要求を受信したコンテンツ提供装置１０は、当該
コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセッション情
報要求をコンテンツサーバ装置３０に送信する（ステップＳ１２０２）。
【０１０９】
　そして、コンテンツサーバ装置３０は、受信したセッション情報要求を認証サーバ装置
２０に送信する（ステップＳ１２０３）。続いて、セッション情報要求を受信した認証サ
ーバ装置２０は、セッション情報を発行してコンテンツ提供装置１０に送信するとともに
、セッション情報ＤＢ２４に格納する（ステップＳ１２０４～ステップＳ１２０５）。
【０１１０】
　続いて、セッション情報を受信したコンテンツサーバ装置３０は、受信したセッション
情報をコンテンツ提供装置１０に送信する（ステップＳ１２０６）。
【０１１１】
　そして、図８と同様に、認証サーバ装置２０で発行されたセッション情報を受信した場
合に、コンテンツ提供装置１０の認証用コンテンツ生成部１６は、当該セッション情報を
ネットワーク対応ＴＶで視聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテンツを生成
してネットワーク対応ＴＶに送信し、認証用コンテンツを受信したネットワーク対応ＴＶ
は、受信した認証用コンテンツをモニタなどに出力し、携帯電話は、利用者により認証用
コンテンツに出力されているセッション情報が入力されると、認証要求を認証サーバ装置
２０に送信する（ステップＳ１２０８～ステップＳ１２１２）。
【０１１２】
　その後、コンテンツ提供装置１０は、コンテンツサーバ装置３０に認証結果の問い合わ
せを送信し、問い合わせを受信したコンテンツサーバ装置３０は、図８と同様の手法で認
証を行い、認証結果を認証サーバ装置２０に送信する（ステップＳ１２１３～ステップＳ
１２１４）。
【０１１３】
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　続いて、認証サーバ装置２０は、コンテンツサーバ装置３０に認証結果を送信し、認証
結果を受信したコンテンツサーバ装置３０は、当該認証結果をコンテンツ提供装置１０に
送信する（ステップＳ１２１５～ステップＳ１２１６）。
【０１１４】
　そして、図８と同様に、認証結果を受信したコンテンツ提供装置１０は、コンテンツ要
求をコンテンツサーバ装置３０に送信し、コンテンツサーバ装置３０は、コンテンツを送
信し、コンテンツを受信したコンテンツ提供装置１０は、コンテンツをネットワーク対応
ＴＶに送信する（ステップＳ１２１７～ステップＳ１２１９）。
【実施例２】
【０１１５】
　さて、上記した実施例１では、コンテンツ提供装置が認証用コンテンツを生成する場合
について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、コンテンツサーバ装置が
認証用コンテンツを生成してもよい。
【０１１６】
　そこで、実施例２では、図１３を用いて、コンテンツサーバ装置が認証用コンテンツを
生成する場合について説明する。図１３は、実施例２に係る通信システムの処理の流れを
示すシーケンス図である。なお、実施例２では、実施例２に係る通信システムによる処理
の手順、実施例２の効果を順に説明する。
【０１１７】
［通信システムによる処理の流れ（実施例２）］
　図１３に示すように、コンテンツサーバ装置がセッション情報要求を受信して、セッシ
ョン情報要求を認証サーバ装置に送信するまでの処理の流れは（ステップＳ１３０１～ス
テップＳ１３０５）、図１２で説明したステップＳ１２０１～ステップＳ１２０５までと
同様の処理であるので、ここでは、その詳細な説明は省略する。
【０１１８】
　その後、セッション情報を受信したコンテンツサーバ装置は、当該セッション情報をネ
ットワーク対応ＴＶで視聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテンツを生成し
、コンテンツ提供装置に送信する（ステップＳ１３０６とステップＳ１３０７）。
【０１１９】
　続いて、認証用コンテンツを受信したコンテンツ提供装置は、受信した認証用コンテン
ツをネットワーク対応ＴＶに送信し、ネットワーク対応ＴＶは、受信した認証用コンテン
ツをモニタなどに出力し、携帯電話は、認証用コンテンツに出力されているセッション情
報が利用者により入力されると、認証要求を認証サーバ装置に送信する（ステップＳ１３
０８～ステップＳ１３１０）。
【０１２０】
　そして、認証サーバ装置は、携帯電話からネットワーク対応ＴＶに出力されたセッショ
ン情報を含んだ認証要求を利用者認証情報とともに受信した場合に、セッション情報がセ
ッション情報ＤＢに記憶され、かつ、利用者認証情報が利用者認証情報ＤＢに記憶されて
いるときに限り、利用者認証情報を利用者認証情報ＤＢから取得して、セッション情報に
対応付けてセッション情報ＤＢに格納して、その結果を携帯電話に送信する（ステップＳ
１３１１～ステップＳ１３１２）。
【０１２１】
　その後、コンテンツ提供装置は、コンテンツサーバ装置にコンテンツ要求を送信する（
ステップＳ１３１３）。なお、このステップＳ１３１３の処理は、セッションが継続され
ている場合は、省略することができる。
【０１２２】
　続いて、コンテンツサーバ装置は、利用者が正当な利用者であるか否かを示す認証結果
を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッション情報を認証サーバ装置に送
信して、認証結果として認証許可を受信し、コンテンツをコンテンツ提供装置に送信する
（ステップＳ１３１４～ステップＳ１３１６）。その後、コンテンツ提供装置は、受信し
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たコンテンツをネットワーク対応ＴＶに送信する（ステップＳ１３１７）。なお、認証結
果として認証拒否を受信した場合、コンテンツサーバ装置は、コンテンツをコンテンツ提
供装置に送信しない。
【０１２３】
（コンテンツサーバ装置による処理の流れ（実施例２））
　次に、図１４を用いて、実施例１とは異なる処理の流れとなるコンテンツサーバ装置に
よる処理の流れを説明する。図１４は、実施例２に係るコンテンツサーバ装置による処理
の流れを示すフローチャートである。
【０１２４】
　図１４に示すように、コンテンツ提供装置からコンテンツ要求を受信すると（ステップ
Ｓ１４０１肯定）、コンテンツサーバ装置は、認証サーバ装置にセッション情報要求を送
信する（ステップＳ１４０２）。
【０１２５】
　その後、認証サーバ装置からセッション情報を受信すると（ステップＳ１４０３肯定）
、コンテンツサーバ装置は、当該セッション情報をネットワーク対応ＴＶで視聴可能なコ
ンテンツとして形成される認証用コンテンツを生成し、コンテンツ提供装置に送信する（
ステップＳ１４０４）。
【０１２６】
　そして、所定の条件により（例えば、一定時間経過後や認証終了通知受信後など）コン
テンツサーバ装置は、認証結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッシ
ョン情報を認証サーバ装置に送信する（ステップＳ１４０５）。続いて、認証結果を受信
すると（ステップＳ１４０６肯定）、コンテンツサーバ装置は、受信した認証結果が認証
許可であるか否かを判定する（ステップＳ１４０７）。
【０１２７】
　認証許可であった場合（ステップＳ１４０７肯定）、コンテンツサーバ装置は、コンテ
ンツ提供装置にコンテンツを送信する（ステップＳ１４０８）。一方、認証許可でなかっ
た場合（ステップＳ１４０７否定）、コンテンツサーバ装置は、処理を終了する。
【０１２８】
［実施例２による効果］
　このように、実施例２に係る通信システムによれば、コンテンツ提供装置の処理負荷を
軽減することが可能である。例えば、宅内ネットワークの複数の端末装置からコンテンツ
提供装置にコンテンツ要求が送信された場合、コンテンツ提供装置がコンテンツサーバ装
置により生成された認証用コンテンツを受信して出力する結果、コンテンツ提供装置が認
証用コンテンツを生成して出力する場合に比べて、コンテンツ提供装置の処理負荷を軽減
することが可能である。
【実施例３】
【０１２９】
　さて、上記した実施例１と２では、コンテンツサーバ装置は、ＶＯＤなどのコンテンツ
を提供する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、コンテン
ツサーバ装置は、暗号化されたコンテンツを提供するようにしてもよい。
【０１３０】
　そこで、実施例３では、図１５～図１７を用いて、コンテンツサーバ装置は、暗号化さ
れたコンテンツを提供する場合について説明する。図１５は、実施例３に係る認証サーバ
装置に記憶される情報の例を示す図であり、図１６は、実施例３に係る通信システムの処
理の流れを示すシーケンス図であり、図１７は、実施例３に係るコンテンツ提供装置の処
理の流れを示すフローチャートである。なお、実施例３では、実施例３に係る通信システ
ムによる処理の手順、実施例３の効果を順に説明する。
【０１３１】
　ところで、実施例１～２と異なる点について先に説明しておくと、通信システムの構成
は、実施例１と２と同様であり、装置それぞれの構成も同様である。ただし、認証サーバ
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装置は、利用者認証情報ＤＢとセッション情報ＤＢに加え、図１５に示したように、『コ
ンテンツサーバ装置が提供する「コンテンツ一覧」、コンテンツを復号する「復号鍵」』
として「ＶＯＤ、鍵Ａ」や「スクランブル放送、鍵Ｃ」などと記憶する。なお、この情報
は、コンテンツサーバ装置が記憶しておき、コンテンツサーバ装置が認証サーバ装置にこ
の鍵情報を送信するようにしてもよい。
【０１３２】
［通信システムによる処理の流れ（実施例３）］
　図１６に示すように、ネットワーク対応ＴＶがコンテンツ要求を送信して、認証サーバ
装置が携帯電話に認証結果を送信するまでの処理の流れは（ステップＳ１６０１～ステッ
プＳ１６１０）、図８で説明したステップＳ８０１～ステップＳ８１０までと同様の処理
であるので、ここでは、その詳細な説明は省略する。
【０１３３】
　その後、所定の条件により（例えば、一定時間経過後や認証終了通知受信後など）コン
テンツ提供装置は、認証結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッショ
ン情報を認証サーバ装置に送信する（ステップＳ１６１１）。そして、認証結果が認証許
可であった場合、認証サーバ装置は、認証結果と当該コンテンツを復号する復号鍵とをコ
ンテンツ提供装置に送信する（ステップＳ１６１２）。なお、認証結果が認証拒否であっ
た場合には、認証サーバ装置は、認証結果として認証拒否のみをコンテンツ提供装置に送
信する。
【０１３４】
　そして、認証サーバ装置は、コンテンツサーバ装置がコンテンツを送信する契機などを
通知するために必要に応じて認証結果をコンテンツサーバ装置に送信する（ステップＳ１
６１３）。その後、コンテンツサーバ装置は、コンテンツ提供装置にコンテンツを送信す
る（ステップＳ１６１４）。
【０１３５】
　続いて、コンテンツを受信したコンテンツ提供装置は、受信した復号鍵で受信したコン
テンツを復号する復号処理を実施する（ステップＳ１６１５）。そして、コンテンツ提供
装置は、復号したコンテンツをネットワーク対応ＴＶに送信する（ステップＳ１６１６）
。
【０１３６】
（コンテンツ提供装置よる処理の流れ（実施例３））
　次に、図１７を用いて、実施例１とは異なる処理の流れとなるコンテンツ提供装置によ
る処理の流れを説明する。
【０１３７】
　図１７に示すように、ネットワーク対応ＴＶからコンテンツ要求を受信すると（ステッ
プＳ１７０１肯定）、コンテンツ提供装置は、既存セッションでないか否かを判定する（
ステップＳ１７０２）。
【０１３８】
　そして、既存セッションでない場合（ステップＳ１７０２肯定）、コンテンツ提供装置
は、当該コンテンツの視聴に伴う利用者認証に用いられるセッション情報を要求するセッ
ション情報要求を、認証サーバ装置に送信する（ステップＳ１７０３）。
【０１３９】
　その後、コンテンツ提供装置は、認証サーバ装置で発行されたセッション情報を受信し
た場合に（ステップＳ１７０４肯定）、当該セッション情報をネットワーク対応ＴＶで視
聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテンツを生成し、ネットワーク対応ＴＶ
に送信する（ステップＳ１７０５）。
【０１４０】
　そして、所定の条件により（例えば、一定時間経過後や認証終了通知受信後など）、コ
ンテンツ提供装置は、認証結果を問い合わせる認証結果問い合わせ要求とともに、セッシ
ョン情報を認証サーバ装置に送信する（ステップＳ１７０６）。続いて、認証結果と復号
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鍵を受信すると（ステップＳ１７０７肯定）、コンテンツ提供装置は、受信した認証結果
が認証許可であるか否かを判定する（ステップＳ１７０８）。
【０１４１】
　認証許可であった場合（ステップＳ１７０８肯定）、コンテンツ提供装置は、コンテン
ツサーバ装置にコンテンツ要求を送信し（ステップＳ１７０９）、コンテンツを受信する
（ステップＳ１７１０）。そして、コンテンツ提供装置は、受信したコンテンツを受信し
た復号鍵で復号し、復号したコンテンツをネットワーク対応ＴＶに送信する（ステップＳ
１７１１）。一方、認証許可でなかった場合（ステップＳ１７０８否定）、コンテンツ提
供装置は、処理を終了する。
【０１４２】
　ステップＳ１７０２に戻り、既存セッションであった場合（ステップＳ１７０２否定）
、ステップＳ１７０９の処理であるコンテンツ要求送信処理を実行する。以降の処理は、
上記した例と同様である。
【０１４３】
［実施例３による効果］
　このように、実施例３に係る通信システムによれば、コンテンツサーバ装置は、暗号化
されたコンテンツをコンテンツ提供装置に送信するものであって、利用者が正当な利用者
であると認証された場合に、コンテンツを復号する復号鍵をコンテンツ提供装置に送信す
るので、契約者だけがコンテンツを視聴するようにすることが可能である。
【０１４４】
　例えば、スクランブル放送のように、料金を払う契約者だけが受信できるようにコンテ
ンツサーバ装置（例えば、放送事業者）側で放送に電波を乱す暗号をかけて送信し、契約
者だけが復号鍵を受信して当該放送を視聴するようにすることが可能である。また、これ
に伴い、課金などを行うことも可能である。
【実施例４】
【０１４５】
　さて、上記した実施例１～３では、宅内ネットワークのコンテンツ提供装置を認証する
ことで、コンテンツを提供する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるもの
ではなく、宅内ネットワークの各装置ごとに認証してコンテンツを提供するようにしても
よい。
【０１４６】
　そこで、実施例４では、図１８～図２０を用いて、宅内ネットワークの各装置ごとに認
証してコンテンツを提供する場合について説明する。図１８と図１９は、実施例４に係る
通信システムの全体構成を示す図であり、図２０は、セッション情報ＤＢに記憶される情
報の例を示す図である。
【０１４７】
　図１８に示したように、実施例１（図１参照）と同様、この通信システムは、宅内ネッ
トワークと、認証サーバ装置と、コンテンツサーバ装置とがインターネットを介して相互
に通信可能に接続されて構成される。宅内ネットワークは、コンテンツ提供装置と、ネッ
トワーク対応ＴＶと、ＰＣと、ＨＤＤとがＤＬＮＡを用いて相互に通信可能に接続されて
構成される。そして、携帯電話は、個体識別番号として「００－１１－ＦＦ」を記憶して
おり、利用者Ａにより所持されている。また、コンテンツサーバ装置は、提供するコンテ
ンツ一覧として、「ＶＯＤ、音楽、漫画」などを記憶する。
【０１４８】
　また、実施例１と同様に、認証サーバ装置は、宅内ネットワークの利用者が所有する利
用者端末に記憶され、当該利用者の認証に用いられる利用者認証情報を利用者認証情報Ｄ
Ｂに「利用者Ａ、００－１１－ＦＦ」などと記憶する。
【０１４９】
　実施例１と異なる点は、宅内ネットワークに接続される各装置には、識別番号（ＩＤ）
が記憶されている。具体的には、コンテンツ提供装置には「ＩＤ＝００」、ネットワーク
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対応ＴＶには「ＩＤ＝０１」、ＰＣには「ＩＤ＝０２」、ＨＤＤには「ＩＤ＝０３」が記
憶されている。また、認証サーバ装置のセッション情報ＤＢは、図２０に示すように、利
用者認証情報とセッション情報と識別番号を「個体識別番号、セッション情報、ＩＤ」と
して「００－１１－ＦＦ、１２３４５６７８９、０１」などと記憶する。
【０１５０】
　このような構成のもと、ネットワーク対応ＴＶは、コンテンツ要求とともに、宅内ネッ
トワークに接続される宅内端末装置に一意に割り当てられた識別番号（ＩＤ）をコンテン
ツ提供装置に送信する（図１８の（１）参照）。具体的に例を挙げると、ネットワーク対
応ＴＶは、コンテンツ要求とともに、記憶する識別番号（ＩＤ＝０１）をコンテンツ提供
装置に送信する。なお、宅内端末装置に一意に割り当てられた識別番号（ＩＤ）とは、宅
内端末装置の製品製造番号など、あらかじめ装置内に保持されている一意の番号でもよい
。また、その製造番号を基に、コンテンツ提供装置内で割り当てる別のＩＤとリンクさせ
て管理してもよい。
【０１５１】
　そして、コンテンツ提供装置は、ネットワーク対応ＴＶからコンテンツ要求と識別番号
とを受信した場合に、セッション情報要求と識別番号とを、認証サーバ装置に送信する（
図１８の（２）参照）。上記した例で具体的に説明すると、コンテンツ提供装置は、ネッ
トワーク対応ＴＶからコンテンツ要求と識別番号（ＩＤ＝０１）とを受信した場合に、セ
ッション情報要求と識別番号（ＩＤ＝０１）とを、認証サーバ装置に送信する。
【０１５２】
　続いて、認証サーバ装置は、コンテンツ提供装置からセッション情報要求と識別番号を
受信した場合に、当該識別番号を記憶する携帯電話の個体識別番号に対応付けられたセッ
ション情報がセッション情報ＤＢに記憶されているときは、認証許可を示す認証結果をコ
ンテンツ提供装置に送信し、個体識別番号に対応付けられたセッション情報がセッション
情報ＤＢに記憶されていないときは、セッション情報を発行してコンテンツ提供装置に送
信するとともに、セッション情報と識別番号とを対応付けてセッション情報ＤＢに格納す
る（図１８の（３）参照）。
【０１５３】
　上記した例で具体的に説明すると、認証サーバ装置は、ネットワーク対応ＴＶから送信
された識別番号（ＩＤ＝０１）に対応付けられたセッション情報がセッション情報ＤＢに
記憶されていないので、セッション情報（１２３４５６７８９）を発行してコンテンツ提
供装置に送信するとともに、セッション情報（１２３４５６７８９）と識別番号と（ＩＤ
＝０１）を対応付けてセッション情報ＤＢに格納する。
【０１５４】
　その後、認証サーバ装置がセッション情報を生成してコンテンツ提供装置に送信し、コ
ンテンツ提供装置が認証用コンテンツを生成してネットワーク対応ＴＶに送信し、携帯電
話から認証要求を受け付けた認証サーバ装置が利用者認証を行って、認証結果によりコン
テンツサーバ装置がネットワーク対応ＴＶにコンテンツを提供するまでの処理の流れは（
図１８の（４）～（１３））、実施例１と同様であるので、ここではその詳細な説明は省
略する。
【０１５５】
　このようにして、コンテンツを提供されたネットワーク対応ＴＶからコンテンツ要求が
再び送信された場合、認証サーバ装置は、コンテンツ提供装置から受信したセッション情
報要求と識別番号とがセッション情報ＤＢに記憶されていることより、認証許可を示す認
証結果をコンテンツ提供装置に送信し、コンテンツ提供装置は、コンテンツ要求をコンテ
ンツサーバ装置に送信し、コンテンツサーバ装置は、当該要求されているコンテンツをコ
ンテンツ提供装置に送信する。
【０１５６】
　図１９を用いて具体的に説明すると、一度認証許可されたネットワーク対応ＴＶは、再
びコンテンツ要求と識別番号（ＩＤ＝０１）をコンテンツ提供装置に送信する（図１９の
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（１）参照）。続いて、コンテンツ提供装置は、セッション情報要求と識別番号（ＩＤ＝
０１）とを、認証サーバ装置に送信する（図１９の（２）参照）。
【０１５７】
　そして、認証サーバ装置は、コンテンツ提供装置からセッション情報要求と識別番号を
受信した場合に、当該識別番号を記憶する携帯電話の個体識別番号に対応付けられたセッ
ション情報がセッション情報ＤＢに記憶されていることより、認証許可を示す認証結果を
コンテンツ提供装置に送信する（図１９の（３）参照）。
【０１５８】
　認証結果を受信したコンテンツ提供装置は、当該コンテンツを要求するコンテンツ要求
をコンテンツサーバ装置に送信する（図１９の（４）参照）。そして、コンテンツ要求を
受信したコンテンツサーバ装置は、当該コンテンツをコンテンツ提供装置に送信する（図
１９の（５）参照）。その後、コンテンツを受信したコンテンツ提供装置は、受信したコ
ンテンツを要求元であるネットワーク対応ＴＶに送信する（図１９の（６）参照）。この
ようにして、一度認証されているネットワーク対応ＴＶは、要求したコンテンツを出力す
る（図１９の（７）参照）。
【０１５９】
　一方、一度も認証されていないＰＣ（ＩＤ＝０２）などがコンテンツ要求を送信した場
合、図１８に示したように、認証サーバ装置により認証処理が行われて、認証許可と判定
されると、コンテンツを受信することができる。
【０１６０】
　このように、実施例４に係る通信システムによれば、ネットワーク対応ＴＶは、コンテ
ンツ要求とともに、宅内ネットワークに接続される宅内端末装置に一意に割り当てられた
識別番号を送信し、ネットワーク対応ＴＶからコンテンツ要求と識別番号とを受信した場
合に、セッション情報要求と識別番号とを、認証サーバ装置に送信し、セッション情報と
利用者認証情報と識別番号とを記憶するものであって、コンテンツサーバ装置からセッシ
ョン情報要求と識別番号を受信した場合に、識別番号に対応付けられたセッション情報が
セッション情報ＤＢに記憶されているときは、認証許可を示す認証結果をコンテンツサー
バ装置に送信し、識別番号に対応付けられたセッション情報がセッション情報ＤＢに記憶
されていないときは、セッション情報を発行してコンテンツサーバ装置に送信するととも
に、セッション情報と識別番号とを対応付けてセッション情報ＤＢに格納し、利用者端末
からセッション情報を含んだ認証要求を利用者認証情報と識別番号とともに受信した場合
に、セッション情報と識別番号とがセッション情報ＤＢに記憶され、かつ、利用者認証情
報が利用者認証情報ＤＢに記憶されているときに限り、利用者認証情報を利用者認証情報
ＤＢから取得して、セッション情報に対応付けてセッション情報ＤＢに格納し、コンテン
ツサーバ装置から、認証結果問い合わせ要求とともにセッション情報を受信した場合に、
当該セッション情報と利用者認証情報と識別番号が対応付けられてセッション情報ＤＢに
記憶されているか否かを判定し、利用者が正当な利用者であるか否かを認証するので、宅
内ネットワークに接続される宅内端末装置（情報家電）ごとに、認証することができる結
果、より強固な認証を行うことが可能である。
【０１６１】
　例えば、はじめに、宅内ネットワークに接続されるネットワーク対応ＴＶがコンテンツ
要求を送信して認証されてコンテンツが提供され、次に、ＨＤＤがコンテンツ要求を送信
すると、ＨＤＤがすでに認証されていると判定されてコンテンツを提供されることが起こ
りうるが、ネットワーク対応ＴＶの識別番号を「０１」、ＨＤＤの識別番号を「０２」と
して、はじめに「０１」のネットワーク対応ＴＶからコンテンツ要求を受信して認証しコ
ンテンツが提供されると、次に「０２」のＨＤＤがコンテンツ要求を送信しても認証され
ていると判定されることがなく、ＨＤＤもネットワーク対応ＴＶと同様に認証されること
が必要である結果、より強固な認証を行うことが可能である。
【０１６２】
　また、実施例４では、認証サーバ装置が識別番号を記憶しておく場合について説明した
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が、本発明はこれに限定されるものではなく、コンテンツ提供装置が識別番号を記憶して
おいてもよい。具体的には、コンテンツ提供装置がコンテンツ要求を送信した宅内端末装
置を記憶しておき、認証サーバ装置に認証されると、当該コンテンツ要求を送信した宅内
端末装置に対してのみ、コンテンツを提供する。
【０１６３】
　このようにすることで、コンテンツ提供装置は、コンテンツ要求を送信した宅内端末装
置に一意に割り当てられた識別番号と、コンテンツ要求を送信した宅内端末装置に対して
発行されたセッション情報とを対応付けて記憶し、コンテンツサーバ装置から当該セッシ
ョン情報と対応付けられたコンテンツが送信された場合に、当該セッション情報に対応付
けられて記憶される識別番号を取得し、識別番号が割り振られた宅内端末装置にのみ、当
該コンテンツを送信するので、宅内ネットワークに接続される認証された宅内端末装置（
情報家電）のみにコンテンツを送信することができる結果、より強固な認証を行うことが
可能である。
【実施例５】
【０１６４】
　また、上記した実施例１では、個体識別番号を用いて利用者を認証してコンテンツを提
供する場合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、個体識別番号
と利用者の年齢などを用いて認証するようにしてもよい。
【０１６５】
　そこで、実施例５では、図２１～図２４を用いて、個体識別番号と利用者の年齢を用い
て認証し、コンテンツを提供する場合について説明する。図２１は、実施例５に係る通信
システムの全体構成を示す図であり、図２２は、実施例５に係るコンテンツサーバ装置の
コンテンツＤＢに記憶される情報の構成例を示す図であり、図２３は、実施例５に係る認
証サーバ装置の利用者認証情報ＤＢに記憶される情報の構成例を示す図であり、図２４は
、実施例５に係る認証サーバ装置のセッション情報ＤＢに記憶される情報の構成例を示す
図である。
【０１６６】
　図２１に示すように、実施例１と同様、この通信システムは、宅内ネットワークと、認
証サーバ装置と、コンテンツサーバ装置とがインターネットを介して相互に通信可能に接
続されて構成される。宅内ネットワークは、コンテンツ提供装置と、ネットワーク対応Ｔ
Ｖと、ＰＣと、ＨＤＤとがＤＬＮＡを用いて相互に通信可能に接続されて構成される。そ
して、携帯電話は、個体識別番号として「００－１１－ＦＦ」を記憶しており、利用者Ａ
により所持されている。
【０１６７】
　そして、実施例１と異なる点として、コンテンツサーバ装置は、図２２に示すように、
提供するコンテンツを「コンテンツ一覧、許可年齢」として「ＶＯＤ、２５歳以上」「音
楽、１８歳以上」「漫画、８歳以上」などとコンテンツＤＢに記憶する。
【０１６８】
　また、認証サーバ装置の利用者認証情報ＤＢは、図２３に示すように、「利用者名、個
体識別番号、年齢」として「利用者Ａ、００－１１－ＦＦ、５０」や「利用者Ｃ、１２－
ＦＦ－００、１７」などと利用者認証情報を記憶する。
【０１６９】
　このような構成において、ネットワーク対応ＴＶは、利用者の指示操作により音楽コン
テンツの視聴を要求するコンテンツ要求をコンテンツ提供装置に送信する（図２１の（１
）参照）。具体的に例を挙げると、ネットワーク対応ＴＶは、利用者の指示操作により音
楽コンテンツの視聴を要求するコンテンツ要求をコンテンツ提供装置に送信する。
【０１７０】
　続いて、コンテンツ提供装置は、コンテンツサーバ装置にコンテンツの視聴を要求する
コンテンツ要求を含むセッション情報要求を送信する（図２１の（２）参照）。そして、
コンテンツサーバ装置は、記憶するコンテンツ情報（例えば、音楽、１８歳以上など）と
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セッション情報要求とを認証サーバ装置に送信する（図２１の（３）参照）。
【０１７１】
　続いて、認証サーバ装置は、コンテンツサーバ装置からセッション情報要求とコンテン
ツ情報を受信した場合に、セッション情報を発行してコンテンツサーバ装置に送信すると
ともに、セッション情報とコンテンツ情報とを対応付けてセッション情報ＤＢに格納する
（図２１の（４）参照）。上記した例で具体的に説明すると、認証サーバ装置は、コンテ
ンツサーバ装置からセッション情報要求とコンテンツ情報を受信した場合に、セッション
情報「１２３４５６７８９」を発行してコンテンツサーバ装置に送信するとともに、図２
４に示すように、「１２３４５６７８９、音楽　１８歳以上」などをセッション情報ＤＢ
に格納する。ここでは、個体識別番号は記憶されない。
【０１７２】
　そして、セッション情報を受信したコンテンツサーバ装置は、当該セッション情報をネ
ットワーク対応ＴＶで視聴可能なコンテンツとして形成される認証用コンテンツを生成し
、コンテンツ提供装置に送信する（図２１の（５）参照）。続いて、コンテンツ提供装置
は、受信した認証用コンテンツをネットワーク対応ＴＶに送信する（図２１の（６）参照
）。そして、認証用コンテンツを受信したネットワーク対応ＴＶは、受信した認証用コン
テンツをモニタに出力し、携帯電話は、ネットワーク対応ＴＶに出力されたセッション情
報を含んだ認証要求を利用者認証情報とともに認証サーバ装置に送信する（図２１の（７
）と（８）参照）。
【０１７３】
　そして、認証サーバ装置は、携帯電話からセッション情報を含んだ認証要求を利用者認
証情報とともに受信した場合に、セッション情報とコンテンツ情報とがセッション情報Ｄ
Ｂに記憶され、かつ、利用者認証情報が利用者認証情報ＤＢに記憶されているときに限り
、利用者認証情報を利用者認証情報ＤＢから取得して、セッション情報とコンテンツ情報
とに対応付けてセッション情報ＤＢに格納する（図２１の（９）参照）。上記した例で具
体的に説明すると、認証サーバ装置は、携帯電話からセッション情報「１２３４５６７８
９」を含んだ認証要求を利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」とともに受信した場合に、
セッション情報「１２３４５６７８９」とコンテンツ情報とがセッション情報ＤＢに記憶
され、かつ、利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」が利用者認証情報ＤＢに記憶されてい
るときに限り、利用者認証情報「００－１１－ＦＦ」を利用者認証情報ＤＢから取得して
、セッション情報とコンテンツ情報とに対応付けてセッション情報ＤＢに格納する。
【０１７４】
　その後、コンテンツサーバ装置は、認証サーバ装置に認証結果問い合わせを送信し（図
２１の（１０）参照）、認証サーバ装置は、認証結果をコンテンツサーバ装置に送信する
（図２１の（１１）参照）。上記した例で具体的に説明すると、認証サーバ装置は、コン
テンツサーバ装置から、認証結果問い合わせ要求とともにセッション情報「１２３４５６
７８９」を受信した場合に、当該セッション情報「１２３４５６７８９」と利用者認証情
報「００－１１－ＦＦ」とが対応付けられてセッション情報ＤＢに記憶され、かつ、利用
者認証情報「５０歳」がコンテンツ情報の所定の条件「音楽、１８歳以上」を満たすこと
より利用者が正当な利用者であると判定し、認証許可をコンテンツサーバ装置に送信する
。
【０１７５】
　そして、コンテンツサーバ装置は、認証結果に応じてコンテンツをコンテンツ提供装置
に送信する（図２１の（１２）参照）。上記した例で説明すると、コンテンツサーバ装置
は、認証許可を受信した場合に、コンテンツ「音楽」をコンテンツ提供装置に送信し、認
証拒否を受信した場合に、認証が拒否された旨のメッセージをコンテンツ提供装置に送信
する。
【０１７６】
　そして、コンテンツ提供装置は、コンテンツを受信した場合に、当該コンテンツをネッ
トワーク対応ＴＶに送信し、ネットワーク対応ＴＶは、受信したコンテンツを出力する（
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図２１の（１３）と（１４）参照）。一方、認証が拒否された旨のメッセージを受信した
場合、コンテンツ提供装置は、当該メッセージをネットワーク対応ＴＶに送信する。
【０１７７】
　また、例えば、１７歳である利用者Ｃによりネットワーク対応ＴＶからコンテンツ要求
（音楽コンテンツ）を受信し、利用者Ｃが所持する携帯電話（例えば、個体識別番号（１
２－ＦＦ－００）、年齢（１７歳））から認証要求を受信した場合、上記した手法と同様
に、認証処理を行うと、音楽コンテンツの許可年齢が１８歳以上であり、利用者Ｃの年齢
が１７歳であることより、認証サーバ装置により認証が拒否されて、コンテンツを視聴す
ることができない。
【０１７８】
　このように、実施例５に係る通信システムによれば、コンテンツサーバ装置は、コンテ
ンツ提供装置からセッション情報要求を受信した場合に、ネットワーク対応ＴＶが視聴を
希望するコンテンツに関するコンテンツ情報とセッション情報要求とを認証サーバ装置に
送信し、コンテンツサーバ装置からセッション情報要求とコンテンツ情報を受信した場合
に、セッション情報を発行してコンテンツサーバ装置に送信するとともに、セッション情
報とコンテンツ情報とを対応付けてセッション情報ＤＢに格納し、利用者端末からセッシ
ョン情報を含んだ認証要求を利用者認証情報とともに受信した場合に、セッション情報と
コンテンツ情報とがセッション情報ＤＢに記憶され、かつ、利用者認証情報が利用者認証
情報ＤＢに記憶されているときに限り、利用者認証情報を利用者認証情報ＤＢから取得し
て、セッション情報とコンテンツ情報とに対応付けてセッション情報ＤＢに格納し、コン
テンツサーバ装置から、認証結果問い合わせ要求とともにセッション情報を受信した場合
に、当該セッション情報と利用者認証情報とが対応付けられてセッション情報ＤＢに記憶
され、かつ、利用者認証情報ＤＢに記憶される利用者認証情報がコンテンツ情報の所定の
条件を満たすか否かを判定し、利用者が正当な利用者であるか否かを認証するので、例え
ば、利用者認証情報として年齢情報を記憶する場合、年齢に応じてコンテンツの視聴可否
を判定できる結果、より細かな認証を行うことが可能である。
【０１７９】
　例をあげると、２０歳未満の利用者からのセッション情報要求を拒否したり、受信した
利用者の年齢に応じて提供するコンテンツを変更したり、受信した利用者の年齢で許可で
きるコンテンツのみを提供するなど、より細かな認証を行うことが可能である。また、年
齢だけでなく、性別や職業などにより認証してもよい。
【実施例６】
【０１８０】
　さて、これまで本発明の実施例について説明したが、本発明は上述した実施例以外にも
、種々の異なる形態にて実施されてよいものである。そこで、以下に示すように、（１）
認証用コンテンツ、（２）認証処理、課金、（３）携帯電話、（４）システム構成等、（
５）プログラムにそれぞれ区分けして異なる実施例を説明する。
【０１８１】
（１）認証用コンテンツ
　例えば、実施例１では、認証用コンテンツとしてＱＲコードを生成した場合について説
明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、動画像や音声コンテンツとして生成
してもよい。
【０１８２】
　具体的には、コンテンツ提供装置またはコンテンツサーバ装置は、認証サーバ装置で発
行されたセッション情報を受信した場合に、コンテンツ視聴装置が動画像コンテンツを視
聴可能であると、当該セッション情報をコンテンツ視聴装置で動画像視聴可能な動画像コ
ンテンツとして形成される認証用動画像コンテンツを生成してコンテンツ視聴装置に送信
したり、コンテンツ視聴装置が音声コンテンツを視聴可能であると、当該セッション情報
をコンテンツ視聴装置で音声視聴可能な音声コンテンツとして形成される認証用音声コン
テンツを生成してコンテンツ視聴装置に送信したり、コンテンツ視聴装置が静止画コンテ
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ンツを視聴可能に出力するものであるときは、当該セッション情報を静止画コンテンツと
して形成される認証用静止画コンテンツを生成してコンテンツ視聴装置に送信してもよい
。なお、認証用音声コンテンツを受信した利用者端末（例えば、携帯電話）は、当該認証
用音声コンテンツからセッション情報を読み出して、セッション情報を音声により出力す
る。
【０１８３】
　このようにすることで、情報家電でコンテンツを利用するのに際して、さらに利便性の
高い利用者認証を行うことが可能である。例えば、認証用コンテンツを動画や静止画だけ
でなく、音声出力することができる結果、モニタなどがない端末装置に対しても利用者認
証を行うことが可能である。
【０１８４】
（２）認証処理、課金
　また、実施例１～５では、認証サーバ装置は、個体識別番号を用いて認証処理を行う場
合について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、電子署名や証明書など
を用いて認証処理を行うようにしてもよく、利用者を特定することができる利用者認証情
報であればいずれの情報でもよい。なお、電子署名や証明書のほかにも携帯電話の発信者
番号などを用いて認証してもよい。また、認証処理を行う際に、課金処理を実行するよう
にしてもよい。
【０１８５】
　また、実施例５では、認証処理でコンテンツの視聴制限として年齢を用いた場合につい
て説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、性別や職業などコンテンツの視
聴を制限することができるあらゆる情報を用いて、認証を行うことができる。
【０１８６】
（３）携帯電話
　また、実施例１～５では、利用者端末として携帯電話を用いた場合について説明したが
、本発明はこれに限定されるものではなく、パーソナルコンピュータやワークステーショ
ン、家庭用ゲーム機、ネットワーク対応ＴＶ、ＰＤＡ、あるいはＰＨＳの如き移動体通信
端末など個体識別番号を記憶することができ、インターネットに接続することができる通
信装置であればいずれの装置であってもよい。
【０１８７】
（４）システム構成等
　また、本実施例において説明した上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具
体的名称、各種のデータやパラメータを含む情報（例えば、図３～図５など）については
、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１８８】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して（例えば、セッション情報一時発行部２６
とセッション情報正規発行部２７とを統合するなど）構成することができる。さらに、各
装置にて行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵおよび当該ＣＰ
Ｕにて解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハ
ードウェアとして実現され得る。
【０１８９】
（５）プログラム
　また、上記の実施例で説明した各種の処理手順は、あらかじめ用意されたプログラムを
パーソナルコンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することによっ
て実現することができる。このプログラムは、インターネットなどのネットワークを介し
て配布することができる。また、このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディ
スク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒
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体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによって実行するこ
ともできる。
【産業上の利用可能性】
【０１９０】
　以上のように、本発明に係る通信システムおよび通信方法は、宅内ネットワークの利用
者が正当な利用者であるか否かを認証し、利用者が正当な利用者として認証されることを
条件にコンテンツ提供装置を介してコンテンツ視聴装置にコンテンツを提供することに有
用であり、特に、情報家電でコンテンツを利用するのに際して、利便性の高い利用者認証
を行うことに適する。
【図面の簡単な説明】
【０１９１】
【図１】実施例１に係る通信システムの全体構成を示すシステム構成図である。
【図２】実施例１に係る通信システムの構成を示すブロック図である。
【図３】利用者認証情報ＤＢに記憶される情報の例を示す図である。
【図４】セッション情報ＤＢに記憶される情報の例を示す図である。
【図５】コンテンツＤＢに記憶される情報の例を示す図である。
【図６】ネットワーク対応ＴＶに出力されるコンテンツ一覧の出力例を示した図である。
【図７】認証用コンテンツとして生成されたＱＲコードの例を示す図である。
【図８】実施例１に係る通信システムによる処理の流れを示すシーケンス図である。
【図９】実施例１に係るコンテンツ提供装置による処理の流れを示すフローチャートであ
る。
【図１０】実施例１に係る認証サーバ装置による処理の流れを示すフローチャートである
。
【図１１】実施例１に係るネットワーク対応ＴＶによる処理の流れを示すフローチャート
である。
【図１２】通信システムによる処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１３】実施例２に係る通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１４】実施例２に係るコンテンツサーバ装置による処理の流れを示すフローチャート
である。
【図１５】実施例３に係る認証サーバ装置に記憶される情報の例を示す図である。
【図１６】実施例３に係る通信システムの処理の流れを示すシーケンス図である。
【図１７】実施例３に係るコンテンツ提供装置の処理の流れを示すフローチャートである
。
【図１８】実施例４に係る通信システムの全体構成を示す図である。
【図１９】実施例４に係る通信システムの全体構成を示す図である。
【図２０】セッション情報ＤＢに記憶される情報の例を示す図である。
【図２１】実施例５に係る通信システムの全体構成を示す図である。
【図２２】実施例５に係るコンテンツサーバ装置のコンテンツＤＢに記憶される情報の構
成例を示す図である。
【図２３】実施例５に係る認証サーバ装置の利用者認証情報ＤＢに記憶される情報の構成
例を示す図である。
【図２４】実施例５に係る認証サーバ装置のセッション情報ＤＢに記憶される情報の構成
例を示す図である。
【符号の説明】
【０１９２】
　１０　コンテンツ提供装置
　１１　内部ネットワーク通信部
　１２　外部ネットワーク通信部
　１３　記憶部
　１４　制御部
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　１５　セッション情報要求送信部
　１６　認証用コンテンツ生成部
　１７　認証結果問い合わせ部
　１８　コンテンツ送信部
　２０　認証サーバ装置
　２１　通信制御Ｉ／Ｆ部
　２２　記憶部
　２３　利用者認証情報ＤＢ
　２４　セッション情報ＤＢ
　２５　制御部
　２６　セッション情報一時発行部
　２７　セッション情報正規発行部
　２８　利用者認証部
　３０　コンテンツサーバ装置
　３１　通信制御Ｉ／Ｆ部
　３２　記憶部
　３３　コンテンツＤＢ
　３４　制御部
　３５　コンテンツ送信部

【図１】 【図２】
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【図１９】 【図２０】
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【図２３】
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