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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力されたコンテンツの画像情報を第１の暗号方式により暗号化する第１暗号化部と、
　前記第１暗号化部により暗号化された画像情報を無線通信により送信する無線通信部と
、
　入力されたコンテンツの画像情報を第２の暗号方式により暗号化する第２暗号化部と、
　前記第２暗号化部により暗号化された画像情報を有線通信により送信する有線通信部と
、
　接続されている機器の機器情報を取得する機器情報取得部と、
　前記機器情報取得部により取得された前記機器情報に基づいて、前記データ受信装置の
正当性を認証する認証部と、
　前記無線通信部を介して前記機器情報を取得し、前記認証部により前記データ受信装置
が正当であることが認証された場合、前記第１暗号化部により暗号化された画像情報を前
記無線通信部により送信させ、
　前記有線通信部を介して前記機器情報を取得し、前記認証部により前記データ受信装置
が正当であることが認証された場合、前記第２暗号化部により暗号化された画像情報を前
記有線通信部により送信させるよう制御する制御部と、
　を備える、データ送信装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記画像情報を前記無線通信部又は前記有線通信部のいずれかにより送



(2) JP 4561893 B2 2010.10.13

10

20

30

40

50

信するよう制御する、請求項１に記載のデータ送信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記データ受信装置に対し、ＨＤＣＰ規格による認証開始を通知する請
求項１又は２記載のデータ送信装置。
【請求項４】
　前記機器情報取得部は、外部装置から不正機器の情報を取得し、
　前記認証部は、前記機器情報取得部により取得された不正機器の情報に、前記データ受
信装置の機器情報が含まれていない場合に、前記データ受信装置を正当な機器であると判
断する、請求項１～３のいずれかに記載のデータ送信装置。
【請求項５】
　前記第１暗号化部は、前記コンテンツの画像情報に応じて前記画像情報を圧縮したのち
に前記第１の暗号方式により暗号化する、請求項１～４のいずれかに記載のデータ送信装
置。
【請求項６】
　接続されているデータ送信装置から無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無
線通信部と、
　前記受信されたコンテンツの画像情報を第１の復号方式により復号化する第１復号化部
と、
　接続されているデータ送信装置から有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有
線通信部と、
　前記受信されたコンテンツの画像情報を第２の復号方式により復号化する第２復号化部
と、
　接続されている機器の機器情報を取得する機器情報取得部と、
　前記機器情報取得部により取得された前記機器情報に基づいて、接続されている機器の
正当性を認証する認証部と、
　前記無線通信部を介して前記機器情報を取得し、前記認証部により前記接続されている
機器が正当であることが認証された場合、前記無線通信部により前記画像情報を受信して
前記第１復号化部により前記画像情報を復号化し、
　前記有線通信部を介して前記機器情報を取得し、前記認証部により前記接続されている
機器が正当であることが認証された場合、前記有線通信部により前記画像情報を受信して
前記第２復号化部により前記画像情報を復号化するよう制御する制御部と、
　を備える、データ受信装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記画像情報を前記無線通信部又は前記有線通信部のいずれかにより送
信するよう制御する、請求項６に記載のデータ受信装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記接続されている機器に対し、ＨＤＣＰ規格による認証開始を通知す
る請求項６又は７記載のデータ送信装置。
【請求項９】
　前記機器情報取得部は、外部装置から不正機器の情報を取得し、
　前記認証部は、前記機器情報取得部により取得された不正機器の情報に、前記接続され
ている機器の情報が含まれていない場合に、前記接続されている機器を正当な機器である
と判断する、請求項６～８のいずれかに記載のデータ受信装置。
【請求項１０】
　前記第１復号化部は、前記コンテンツの画像情報に応じて前記画像情報を圧縮したのち
に前記第１の復号方式により復号化する、請求項６～８のいずれかに記載のデータ受信装
置。
【請求項１１】
　接続されているデータ送信装置と無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無線
通信部と、
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　前記受信したコンテンツの画像情報を第１の復号方式により復号化する第１復号化部と
、
　接続されているデータ送信装置と有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有線
通信部と、
　前記受信したコンテンツの画像情報を第２の復号方式により復号化する第２復号化部と
、
　データ受信装置の機器情報を送信する機器情報送信部と、
　前記機器情報送信部により送信された前記機器情報に基づいて前記データ送信装置によ
り認証された、前記データ受信装置の正当性の認証結果を取得する認証結果取得部と、
　前記無線通信部を介して前記機器情報を送信させ、前記認証結果取得部により前記デー
タ受信装置が正当であるとの認証結果を取得した場合、前記無線通信部により前記画像情
報を受信して前記第１復号化部により復号させ、
　前記有線通信部を介して前記機器情報を送信させ、前記認証結果取得部により前記デー
タ受信装置が正当であるとの認証結果を取得した場合、前記有線通信部により前記画像情
報を受信して前記第２復号化部により復号させるよう制御する制御部と、
　前記第１復号化部または前記第２復号化部により復号された前記画像情報を含む表示画
面を生成する表示画面生成部と、
　を備える、データ受信装置。
【請求項１２】
　前記表示画面生成部は、前記データ受信装置に組み込まれた表示装置に備えられ、
　前記機器情報送信部は、前記表示装置の機器情報を送信し、
　前記検証結果取得部は、前記表示装置の機器情報に基づいてデータ送信装置により検証
された、前記データ受信装置の正当性の検証結果を取得する、請求項１１に記載のデータ
受信装置。
【請求項１３】
　前記第１の復号方式は、無線通信によりコンテンツの画像情報を送信する場合に用いら
れる復号方式である、請求項１１または１２のいずれかに記載のデータ受信装置。
【請求項１４】
　入力されたコンテンツの画像情報を第１の暗号方式により暗号化するステップと、
　入力されたコンテンツの画像情報を第２の暗号方式により暗号化するステップと、
　無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無線通信部を介して接続されている機
器の機器情報を取得させるか、有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有線通信
部を介して前記機器情報を取得させるか否かを判断して、接続されている機器の機器情報
を取得するステップと、
　前記取得された機器情報に基づいて、データ受信装置の正当性を認証するステップと、
　前記無線通信部を介して前記機器情報を取得し、前記認証するステップにより前記デー
タ受信装置が正当であることが認証された場合、前記第１暗号化部により暗号化された画
像情報を前記無線通信部により送信させるよう制御するステップと、
　前記有線通信部を介して前記機器情報を取得し、前記認証するステップにより前記デー
タ受信装置が正当であることが認証された場合、前記第２暗号化部により暗号化された画
像情報を前記有線通信部により送信させるよう制御するステップと、
　を含む、データ送信方法。
【請求項１５】
　データ送信装置から受信したコンテンツの画像情報を第１の復号方式により復号化する
ステップと、
　前記データ送信装置から受信したコンテンツの画像情報を第２の復号方式により復号化
するステップと、
　無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無線通信部を介して接続された機器の
機器情報を取得させるか、有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有線通信部を
介して前記機器情報を取得させるか否かを制御するステップと、
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　前記接続された機器の情報を取得するステップと、
　前記取得された機器情報に基づいて、前記接続されている機器の正当性を認証するステ
ップと、
　前記無線通信部を介して前記機器情報を取得し、前記認証部により前記接続されている
機器が正当であることが認証された場合、前記無線通信部により前記画像情報を受信して
前記第１復号化部により前記画像情報を復号化するよう制御するステップと、
　前記有線通信部を介して前記機器情報を取得し、前記認証部により前記接続されている
機器が正当であることが認証された場合、前記有線通信部により前記画像情報を受信して
前記第２復号化部により前記画像情報を復号化するよう制御するステップと、
　を含む、データ受信方法。
【請求項１６】
　データ送信装置から受信したコンテンツの画像情報を第１の復号方式により復号化する
ステップと、
　前記データ送信装置から受信したコンテンツの画像情報を第２の復号方式により復号化
するステップと、
　無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無線通信部を介してデータ受信装置の
機器情報を送信させるか、有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有線通信部を
介して前記機器情報を送信させるか否かを制御するステップと、
　前記機器情報を送信するステップと、
　前記送信された機器情報に基づいて前記データ送信装置により認証された、前記データ
受信装置の正当性の認証結果を取得するステップと、
　前記無線通信部を介して前記機器情報を送信させ、前記認証結果を取得するステップに
より前記データ受信装置が正当であるとの認証結果を取得した場合、前記無線通信部によ
り前記画像情報を受信して前記第１復号化部により復号させるよう制御するステップと、
　前記有線通信部を介して前記機器情報を送信させ、前記認証結果を取得するステップに
より前記データ受信装置が正当であるとの認証結果を取得した場合、前記有線通信部によ
り前記画像情報を受信して前記第２復号化部により復号させるよう制御するステップと、
　前記第１の復号方式または前記第２の復号方式により復号された前記画像情報を含む表
示画面を生成するステップと、
　を含む、データ受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ送信装置、データ受信装置、データ送信方法およびデータ受信方法に
関し、特に、無線通信において機器の正当性を検証するデータ送信装置、データ受信装置
、データ送信方法およびデータ受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、音楽コンテンツ、映像コンテンツ等の著作権の保護を目的に、例えばＨＤＭＩ（
Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ
Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）等の種々のプロトコルが提案されている。
コンテンツの保護方式としては、例えばＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ Ｄｉ
ｇｉｔａｌ
Ｃｏｎｔｅｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ）が使用される。ＨＤＣＰ規格では
、送信側と受信側の機器認証や認証のための鍵の共有方式、伝送されるコンテンツの暗号
方式などが規定されている。
【０００３】
　ＨＤＣＰ規格などの認証においては、公開鍵暗号により通信相手の装置を個別に認証す
るためのデバイス鍵が利用されている。送信装置と受信装置の間で認証が成功すると、送
信装置はデバイス鍵を用いて映像信号を暗号化して送信し、受信装置はデバイス鍵を用い
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て受信された映像信号を復号する。
【０００４】
　また、ＨＤＣＰ規格においては、上記の認証処理が実施されるとともに、受信装置が不
正な機器か否かを判断するいわゆるＲｅｖｏｃａｔｉｏｎ処理（以下、リボケーション処
理と称する。）が実施される。リボケーション処理により、受信装置が不正な機器ではな
いことが判断されたのちに、初めて暗号化伝送が可能となる。
【０００５】
　ところで、画像信号を無線で送信する機器の場合においても、記録再生装置等のＳｏｕ
ｒｃｅ機器（以下、ソース機器と称する。）と無線機器（データ送信装置）、無線機器（
データ受信装置）とディスプレイ等のＳｉｎｋ機器（以下、シンク機器と称する。）がそ
れぞれＨＤＭＩ等を用いてセキュアに接続されている場合は、各機器に収納されたセキュ
リティ情報を用いて機器同士が相互に正規の機器であるかを判別できる。これにより、異
なる送受信機器間での信号伝送を許容することが可能となる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－３７５９１号公報
【特許文献２】特開２００６－１２８９６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、例えば、データ受信装置がディスプレイ等に埋め込まれ、受信側にＨＤＣＰ等
のセキュリティ情報が収納されていない場合には、必ず特定のデータ送信装置と対にして
使用しなければ不正コピーからコンテンツを保護することができず、使い勝手が悪いとい
う問題があった。
　また、無線通信ではＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換等を利用した方法により画像信号に応
じた画像データの圧縮等を行い、転送レートを低減させて画像データを送信している。そ
のため、ＨＤＣＰによりコンテンツデータが暗号化されると、コンテンツデータを復号化
したのちに無線通信により画像データを送信するため再度コンテンツデータを暗号化しな
ければならず、処理が複雑となるという問題があった。
【０００８】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、無線通信による暗号化をするとともに機器の正当性を検証することが可能な、新規か
つ改良されたデータ送信装置、データ受信装置、データ送信方法およびデータ受信方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、入力されたコンテンツの画像
情報を第１の暗号方式により暗号化する第１暗号化部と、第１暗号化部により暗号化され
た画像情報を無線通信により送信する無線通信部と、入力されたコンテンツの画像情報を
第２の暗号方式により暗号化する第２暗号化部と、第２暗号化部により暗号化された画像
情報を有線通信により送信する有線通信部と、接続されている機器情報を取得する機器情
報取得部と、機器情報取得部により取得された機器情報に基づいて、データ受信装置の正
当性を検証する検証部と、無線通信部を介して機器情報を取得させるか有線通信部を介し
て機器情報を取得させるか否か、検証部によりデータ受信装置が正当であるとことが検証
された場合に第１暗号化部により暗号化された画像情報を無線通信部により送信させるか
第２暗号化部により暗号化された画像情報を有線通信部により送信させるか否かを制御す
る制御部と、を備える、データ送信装置が提供される。
【００１０】
　かかる構成によれば、無線通信によりデータ受信装置と接続する場合には、無線通信部
を介してデータ受信装置の機器情報を取得し、データ受信装置が正当であるとことが検証
された場合に第１暗号化部により暗号化された画像情報を無線通信部により送信する。ま
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た有線通信によりデータ受信装置と接続する場合には、有線通信部を介してデータ受信装
置の機器情報を取得し、データ受信装置が正当であるとことが検証された場合に第２暗号
化部により暗号化された画像情報を有線通信部により送信する。
【００１１】
　これにより、無線通信においてコンテンツの画像情報を送信する場合には、通常無線通
信で用いられる第１の暗号方式で暗号化することができる。また無線通信においても機器
情報の正当性を検証することができる。無線通信を行う場合でも、有線入力のセキュリテ
ィ情報を利用してデータ受信装置の正当性を認証することができるため、受信側にＨＤＣ
Ｐのセキュリティ情報が収納されていない場合でも、特定の送信装置以外の機器との間で
著作権を保護してコンテンツデータの送受信ができることとなる。
【００１２】
　また、制御部は、データ受信装置と無線通信により接続されている場合に、検証部によ
りデータ受信装置の正当性を検証し、第１暗号化部により画像情報を暗号化してもよい。
また、機器情報取得部は、外部装置から不正機器の情報を取得し、検証部は、機器情報取
得部により取得された不正機器の情報に、データ受信装置の機器情報が含まれていない場
合に、データ受信装置を正当な機器であると判断してもよい。
【００１３】
　また、第１暗号化部は、コンテンツの画像情報に応じて画像情報を圧縮したのちに第１
の暗号方式により暗号化してもよい。また、第２暗号化部は、コンテンツの画像情報を第
２の暗号方式により暗号化したのちに暗号化されたコンテンツの画像情報をＴＭＤＳ変換
してもよい。
【００１４】
　また、有線通信部は、ＴＭＤＳ回路によりコンテンツの画像情報を送信してもよい。　
また、検証部は、ＨＤＣＰ規格に基づいてデータ受信装置の検証をするようにしてもよい
。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、接続されているデータ
送信装置から無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無線通信部と、受信された
コンテンツの画像情報を第１の復号方式により復号化する第１復号化部と、接続されてい
るデータ送信装置から有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有線通信部と、受
信されたコンテンツの画像情報を第２の復号方式により復号化する第２復号化部と、接続
されている機器情報を取得する機器情報取得部と、機器情報取得部により取得された機器
情報に基づいて、接続されている機器の正当性を検証する検証部と、無線通信部を介して
機器情報を取得させるか有線通信部を介して機器情報を取得させるか否か、検証部により
接続されている機器が正当であることが検証された場合に無線通信部により画像情報を受
信して第１復号化部により画像情報を復号化させるか有線通信部により画像情報を受信し
て第２復号化部により画像情報を復号化させるか否かを制御する制御部と、を備える、デ
ータ受信装置が提供される。
【００１６】
　かかる構成によれば、無線通信によりデータ送信装置と接続する場合には、無線通信部
を介してデータ送信装置からコンテンツの画像情報を受信し、無線通信により接続されて
いる機器の機器情報を取得し、接続されている機器が正当であるとことが検証された場合
に第１暗号化部により暗号化された画像情報を無線通信部により送信する。また有線通信
によりデータ送信装置からコンテンツの画像情報を受信する場合には、有線通信部を介し
てデータ受信装置の機器情報を取得し、接続されている機器が正当であるとことが検証さ
れた場合に第２暗号化部により暗号化された画像情報を有線通信部により送信する。
【００１７】
　これにより、無線通信においてコンテンツの画像情報を送受信する場合には、無線通信
によりコンテンツの画像情報を受信して、通常無線通信で用いられる第１の暗号方式で暗
号化することができる。また無線通信においても機器情報の正当性を検証することができ
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る。無線通信を行う場合でも、有線入力用に装備されているセキュリティ情報を利用して
接続されている機器の正当性を認証することができるため、受信側に無線用のＨＤＣＰの
セキュリティ情報が収納されていない場合でも、特定の送信装置以外の機器との間で著作
権を保護してコンテンツデータの送受信ができることとなる。例えば、データ受信装置か
ら無線通信によりディスプレイ等のシンク機器にコンテンツの画像情報を送信する場合に
は、ディスプレイ等の有線入力のセキュリティ情報を利用してシンク機器の正当性を検証
することが可能となる。
【００１８】
　また、制御部は、機器と無線通信により接続されている場合に、検証部により機器の正
当性を検証し、第１暗号化部により画像情報を暗号化してもよい。また、機器情報取得部
は、外部装置から不正機器の情報を取得し、検証部は、機器情報取得部により取得された
不正機器の情報に、接続されている機器の情報が含まれていない場合に、接続されている
機器を正当な機器であると判断するようにしてもよい。
【００１９】
　また、第１暗号化部は、コンテンツの画像情報に応じて画像情報を圧縮したのちに第１
の暗号方式により暗号化してもよい。また、第２暗号化部は、コンテンツの画像情報を第
２の暗号方式により暗号化したのちに暗号化されたコンテンツの画像情報をＴＭＤＳ変換
してもよい。
【００２０】
　また、有線通信部は、ＴＭＤＳ回路によりコンテンツの画像情報を受信するようにして
もよい。また、検証部は、ＨＤＣＰ規格に基づいて接続されている機器の検証をしてもよ
い。
【００２１】
　上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、接続されているデータ送信装
置と無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無線通信部と、受信したコンテンツ
の画像情報を第１の復号方式により復号化する第１復号化部と、接続されているデータ送
信装置と有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有線通信部と、受信したコンテ
ンツの画像情報を第２の復号方式により復号化する第２復号化部と、データ受信装置の機
器情報を送信する機器情報送信部と、機器情報送信部により送信された機器情報に基づい
てデータ送信装置により検証された、データ受信装置の正当性の検証結果を取得する検証
結果取得部と、無線通信部を介して機器情報を送信させるか有線通信部を介して機器情報
を送信させるか否か、検証結果取得部によりデータ受信装置が正当であるとの検証結果を
取得した場合に無線通信部により画像情報を受信して第１復号化部により復号させるか有
線通信部により画像情報を受信して第２復号化部により復号させるか否かを制御する制御
部と、第１復号化部または第２復号化部により復号された画像情報を含む表示画面を生成
する表示画面生成部と、を備える、データ受信装置が提供される。
【００２２】
　かかる構成によれば、無線通信によりデータ送信装置と接続する場合には、無線通信に
よりデータ受信装置の機器情報を送信して当該データ受信装置の正当性が確認された場合
に、無線通信部を介してデータ送信装置からコンテンツの画像情報を受信する。そして、
第１の復号方式によりコンテンツの画像情報を復号化して、復号化された画像情報を含む
表示画面が生成される。また、有線通信によりデータ送信装置と接続する場合には、有線
通信によりデータ受信装置の機器情報を送信して当該データ送信装置の正当性が確認され
た場合に、有線通信部を介してデータ送信装置からコンテンツの画像情報を受信する。そ
して、第２の復号方式によりコンテンツの画像情報を復号化して、復号化された画像情報
を含む表示画面が生成される。
【００２３】
　これにより、無線通信においてコンテンツの画像情報を送受信する場合には、無線通信
によりコンテンツの画像情報を受信して、通常無線通信で用いられる第１の復号方式で復
号化することができる。また、無線通信を行う場合でも、有線入力用のセキュリティ情報
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を利用して接続されている機器の正当性を認証することができるため、受信側に無線用Ｈ
ＤＣＰのセキュリティ情報が収納されていない場合でも、特定の送信装置以外の機器との
間で著作権を保護してコンテンツデータの送受信ができることとなる。例えば、データ受
信装置と表示装置とが一体となっている場合には、表示装置等の有線入力のセキュリティ
情報を利用してデータ受信装置の正当性を検証することが可能となる。
【００２４】
　また、表示画面生成部は、データ受信装置に組み込まれた表示装置に備えられ、機器情
報送信部は、表示装置の機器情報を送信し、検証結果取得部は、表示装置の機器情報に基
づいてデータ送信装置により検証された、データ受信装置の正当性の検証結果を取得する
ようにしてもよい。
【００２５】
　また、第１の復号方式は、無線通信によりコンテンツの画像情報を送信する場合に用い
られる復号方式であってもよい。第２の復号方式は、有線通信で送信されたコンテンツの
画像情報をＨＤＣＰ規格により復号する復号方式であってもよい。
【００２６】
　有線通信部は、ＴＭＤＳ回路によりコンテンツの画像情報を受信するようにしてもよい
。検証結果取得部は、ＨＤＣＰ規格に基づいて検証されたデータ受信装置の正当性の検証
結果を取得してもよい。
【００２７】
また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、入力されたコンテンツの
画像情報を第１の暗号方式により暗号化するステップと、入力されたコンテンツの画像情
報を第２の暗号方式により暗号化するステップと、無線通信によりコンテンツの画像情報
を受信する無線通信部を介して接続されている機器の機器情報を取得させるか、有線通信
によりコンテンツの画像情報を受信する有線通信部を介して機器情報を取得させるか否か
を制御するステップと、接続された機器の機器情報を取得するステップと、取得された機
器情報に基づいて、データ受信装置の正当性を検証するステップと、データ受信装置が正
当であるとことが検証された場合に第１の暗号方式により暗号化された画像情報を無線通
信部により送信させるか第２の暗号方式により暗号化された画像情報を有線通信部により
送信させるか否かを制御するステップと、を含む、データ送信方法が提供される。
【００２８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、データ送信装置から受
信したコンテンツの画像情報を第１の復号方式により復号化するステップと、データ送信
装置から受信したコンテンツの画像情報を第２の復号方式により復号化するステップと、
無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無線通信部を介して接続された機器の機
器情報を取得させるか、有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有線通信部を介
して機器情報を取得させるか否かを制御するステップと、接続された機器の情報を取得す
るステップと、取得された機器情報に基づいて、接続されている機器の正当性を検証する
ステップと、接続されている機器が正当であるとことが検証された場合に無線通信部によ
り受信して第１の復号方式により復号化させるか有線通信部により受信して第２の復号方
式により復号化させるか否かを制御するステップと、を含む、データ受信方法が提供され
る。
【００２９】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、データ送信装置から受
信したコンテンツの画像情報を第１の復号方式により復号化するステップと、データ送信
装置から受信したコンテンツの画像情報を第２の復号方式により復号化するステップと、
無線通信によりコンテンツの画像情報を受信する無線通信部を介してデータ受信装置の機
器情報を送信させるか、有線通信によりコンテンツの画像情報を受信する有線通信部を介
して機器情報を送信させるか否かを制御するステップと、機器情報を送信するステップと
、送信された機器情報に基づいてデータ送信装置により検証された、データ受信装置の正
当性の検証結果を取得するステップと、データ受信装置が正当であるとの検証結果を取得
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した場合に無線通信部により画像情報を受信して第１復号化部により復号させるか有線通
信部により画像情報を受信して第２復号化部により復号させるか否かを制御するステップ
と、第１復号化部または第２復号化部により復号された画像情報を含む表示画面を生成す
るステップと、を含む、データ受信方法が提供される。
【発明の効果】
【００３０】
　以上説明したように本発明によれば、無線通信による暗号化をするとともに機器の正当
性を検証することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３２】
　まず、本発明の実施形態にかかるデータ送受信システムの概要について説明する。図１
（ａ）および（ｂ）は、本実施形態にかかるデータ送受信システム１および２の構成例を
示した説明図である。図１（ａ）に示したように、データ送受信システム１は、記録再生
装置等のソース機器４００と、データ送信装置１００と、データ受信装置２００と、ディ
スプレイ等のシンク機器３００などを含んで構成される。また、図１（ｂ）に示したよう
に、データ送受信システム２は、記録再生装置等のソース機器４００と、データ送信装置
１００と、ディスプレイ等のシンク機器（データ受信も行う）５００などを含んで構成さ
れる。
【００３３】
　ソース機器４００は、テレビ番組や映画などのコンテンツを記録、再生する装置であっ
て、ＨＤＣＰ（Ｈｉｇｈ－ｂａｎｄｗｉｄｔｈ
Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｏｎｔｅｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ ｓｙｓｔｅｍ）等のコンテンツ
保護方式を利用して、ソース機器４００の出力装置からコンテンツデータを出力させる機
能を有する。ここで、ソース機器４００とデータ送信装置１００とは、例えばＨＤＭＩ（
Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ
Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）等のインタフェース規格に対応し、ＴＭＤ
Ｓ（Ｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ　Ｍｉｎｉｍｉｚｅｄ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｓｉｇｎ
ａｌｉｎｇ）等の伝送方式によりコンテンツデータを送信している。
【００３４】
　データ送受信システム１においては、データ送信装置１００は、データ受信装置２００
と無線通信により接続されており、データ送信装置１００から暗号化されたコンテンツデ
ータがデータ受信装置２００に送信される。そして、データ受信装置２００により受信さ
れたコンテンツデータが、有線接続されたテレビのディスプレイ等のシンク機器３００に
表示される。
【００３５】
　また、データ送受信システム２においても同様に、ソース機器４００からデータ受信装
置２００を介してコンテンツデータが出力される。データ送信装置１００とデータ受信も
行うシンク機器５００とは無線通信により接続されており、データ送信装置１００から暗
号化されたコンテンツデータが送信され、シンク機器５００によりコンテンツデータが受
信されて同機器内のディスプレイ等に表示される。
【００３６】
　上記したように、ソース機器４００とデータ送信装置１００とはＨＤＣＰ等のコンテン
ツ保護方式を利用してコンテンツデータの送信等を行っている。上記ＨＤＣＰ規格では、
送信側と受信側の機器認証や認証のための鍵共有方式、伝送されるコンテンツの暗号方式
などが規定されている。また、ＨＤＣＰ規格の認証においては、公開鍵暗号により通信相
手の装置を個別に認証するためのデバイス鍵が利用されている。送信装置と受信装置の間
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で認証が成功すると、送信装置はデバイス鍵を用いて映像信号を暗号化して送信し、受信
装置はデバイス鍵を用いて受信された映像信号を復号する。
【００３７】
　さらに、ＨＤＣＰ規格においては、上記の認証処理が実施されるとともに、受信装置が
不正な機器か否かを判断するいわゆるＲｅｖｏｃａｔｉｏｎ処理（以下、リボケーション
処理と称する。）が実施される。リボケーション処理により、受信装置が不正な機器では
ないことが判断されたのちに、初めて暗号化伝送が可能となる。
【００３８】
　図１（ａ）において、ソース機器４００とデータ送信装置１００の間だけでなく、デー
タ受信装置２００とシンク機器３００とがそれぞれＨＤＭＩ等を用いてセキュアに接続さ
れている場合は、各機器に収納されたセキュリティ情報を用いて機器同士が相互に正規の
機器であるかを判別できる。これにより、異なる送受信機器間での信号伝送を許容するこ
とが可能となる。
【００３９】
　しかし、図１（ｂ）に示したように、データ受信装置がディスプレイ等に埋め込まれて
おり、シンク機器５００のＨＤＣＰ等のセキュリティ情報が利用できない場合においては
、特定のデータ送信装置と対にして使用しなければ不正コピーを防止することができず、
使い勝手が悪かった。また、無線通信ではＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換等により画像信号
に応じた画像データの圧縮等を行い、転送レートを低減させて画像データを送信している
。そのため、ＨＤＣＰによりコンテンツデータが暗号化されると、コンテンツデータを復
号化したのちに無線通信により画像データを送信するため再度コンテンツデータを暗号化
しなければならなかった。
【００４０】
　通常、ディスプレイ等のシンク機器５００には無線での入力のほかに有線入力が備えら
れている。そこで、本実施形態においては、有線入力用に装備されているセキュリティ情
報を利用してデータ送信装置１００およびシンク機器５００が正規の機器であることを認
証する。有線入力のセキュリティ情報を利用することにより、無線通信においてもＨＤＣ
Ｐのリボケーション処理を行うことが可能となる。これにより、無線通信においてもＨＤ
ＣＰによる機器の正当性の検証をすることができるため、受信側にＨＤＣＰのセキュリテ
ィ情報が収納されていない場合でも、特定の送信装置以外の機器との間で著作権を保護し
てコンテンツデータの送受信ができることとなる。
【００４１】
　以上、データ送受信システム１および２の概要を説明した。まず、データ送受信システ
ム２について説明する。まず、図２を参照してデータ送受信システム２の機能構成につい
て説明する。
【００４２】
　図２は、データ送信装置１００およびデータ受信も行うシンク機器５００のデータ受信
部分の機能構成を示すブロック図である。本実施形態においては、データ送信装置１００
とシンク機器５００とは無線通信または有線通信により接続することができる。また、デ
ータ送信装置１００にはコンテンツの画像情報が入力される。シンク機器５００に画像情
報が入力される。
【００４３】
　図２に示したように、データ送信装置１００は、切替部１０２、制御部１０４、第１暗
号化部１０６、第２暗号化部１０８、ＨＤＣＰ認証処理部１１０、機器情報取得部１１２
、検証部１１４、記憶部１１６、無線通信部１１８、有線通信部１２０、切替部１２２、
などを備える。シンク機器５００は、切替部５０２、制御部５０４、第１暗号化部５０６
、第２暗号化部５０８、ＨＤＣＰ認証処理部５１０、機器情報取得部５１２、検証部５１
４、記憶部５１６、無線通信部５１８、有線通信部５２０、切替部５２２、などを備える
。
【００４４】
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　ここで、データ送信装置１００およびシンク機器５００の機能構成の詳細を説明する前
に、図３を参照して、ＨＤＣＰ規格における認証処理およびリボケーション処理について
説明する。図３に示したように、コンテンツデータを送信する装置であるＴＸ１０とコン
テンツデータを受信する装置であるＲＸ２０とがＨＤＭＩ接続されている。通常のＨＤＭ
Ｉ接続においては、画像信号を伝送するためのＴＭＤＳ信号の経路と、ＨＤＣＰの認証情
報等を伝送するためのＤＤＣ信号の経路とがある。
【００４５】
　ＨＤＭＩ接続されたＴＸ１０とＲＸ２０においては、ＨＤＣＰ規格による認証処理等を
行っている。すなわち、ＨＤＣＰ規格では、以下の（１）～（３）の処理を行うことによ
りコンテンツデータの著作権保護を実現している。
（１）ＴＸ１０とＲＸ２０との間の認証および共有鍵の共有
（２）共有鍵によるコンテンツデータの暗号／復号
（３）ＫＳＶによるリボケーション処理
【００４６】
　上記（１）においては、ＴＸ１０とＲＸ２０に予め与えられた秘密鍵を利用して、ＴＸ
１０とＲＸ２０との間で相互に認証を行うとともに、データを暗号化するのに必要な共有
鍵をＴＸ１０とＲＸ２０とで共有する。共有鍵は、ＨＤＣＰ規格による認証処理の過程で
、直接接続された機器間でのみ共有される。
【００４７】
　上記（２）では、（１）の処理において共有した共有鍵を使用してＴＸ１０でデータを
暗号化してＴＭＤＳにより伝送し、ＲＸ２０で共有鍵を用いてデータを復号する。
 
【００４８】
　上記（３）では、ＨＤＣＰにおいて各機器の秘密鍵に応じて一意に定まるＫＳＶ（Ｋｅ
ｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｖｅｃｔｏｒ）を用いてＲＸ２０が不正な機器か否かを判断す
るいわゆるリボケーション処理を行う。具体的には、ＲＸ２０は自身のＫＳＶをＴＸ１０
に送信し、ＴＸ１０は不正な機器のＫＳＶのリストをソース機器等から取得する。そして
、ＴＸ１０は、取得したＫＳＶのリストにＲＸ２０のＫＳＶが含まれているか否かを検証
する。そして、ＫＳＶのリストにＲＸ１０のＫＳＶが含まれている場合にはＲＸ２０を不
正を行った機器と見なして、コンテンツデータをＲＸ２０に送信しないようにする。
【００４９】
　したがって、図３に示したＴＸ１０からＲＸ２０へのＴＭＤＳ１１によるコンテンツデ
ータの伝送は、ＨＤＣＰによるリボケーション処理も含めた認証処理が成功したのちに行
われる。これにより、コンテンツデータを不正な機器に送信することを防ぐことができる
ため、コンテンツデータの著作権を保護することが可能となる。以上、ＨＤＣＰ規格にお
ける認証処理およびリボケーション処理について説明した。
【００５０】
　次に図４を参照して、無線通信によりコンテンツデータが送受信される場合について説
明する。無線通信でコンテンツデータを送受信する場合には、無線通信によりデータを送
信する無線ＴＸ１５および無線通信によりデータを受信する無線ＲＸ２５を介してコンテ
ンツデータの送受信が行われる。無線ＴＸ１５と無線ＲＸ２５との間は、通常、ＴＭＤＳ
信号に施されているのと同等の暗号強度での変調がなされている。また、無線通信により
画像情報等を送信する場合には、ＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換等を利用した方法により画
像信号に応じた画像データの圧縮等を行い、転送レートを低減させて送信している。した
がって、ＨＤＣＰによりコンテンツデータが暗号化されると、コンテンツデータを復号化
したのちに無線通信により画像データを送信するため再度コンテンツデータを暗号化しな
ければならず、処理が複雑となってしまう。
【００５１】
　一方、ＨＤＣＰ規格においては、ＴＭＤＳ信号経路と同等の暗号強度が確保されている
場合には、ＴＭＤＳ信号経路を伝送する必要はないこととなっている。そこで、無線通信
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によりコンテンツデータを送受信する場合には、ＴＭＤＳ１１およびＴＭＤＳ２１による
データの送受信は行わずに、無線ＴＸ１５および無線ＲＸ２５によるデータの送受信を行
えば、上記した複雑な暗号／復号処理を行わなくてもよいこととなる。
【００５２】
　しかしながら、無線通信によりＴＭＤＳ信号経路と同等の暗号強度が確保されたとして
も、上記したＨＤＣＰによるリボケーション処理を行わなければコンテンツを保護するこ
とができない。リボケーション処理を行わない場合には、無線ＲＸ２５がコンテンツデー
タの受信を許可されていない不正な機器であっても、コンテンツデータが送信されてしま
う。そこで、不正な機器であるか否かについては、ＨＤＣＰによるリボケーション処理を
利用することにより、無線通信においてもコンテンツを保護することが可能となる。
【００５３】
　例えば、無線ＲＸ２５がディスプレイ等に埋め込まれ、無線ＲＸ２５にＨＤＣＰ等のセ
キュリティ情報が収納されていない場合には、上記のリボケーション処理を行うことがで
きずに、必ず特定のＴＸ１５と対にして使用しなければ不正コピーからコンテンツを保護
することができなかった。しかし、ディスプレイ等に収納されたセキュリティ情報を用い
てリボケーション処理をすれば、無線通信による暗号化を利用し、かつ、リボケーション
処理を行うことができる。これにより、無線通信においても機器同士の認証を行って、送
信機器と受信機器とを任意に組み合わせることが可能となる。以上、無線通信によりコン
テンツデータが送受信される場合について説明した。
【００５４】
　図２に戻り、第１暗号化部１０６は、入力されたコンテンツの画像情報を第１の暗号方
式により暗号化する機能を有する。第１の暗号方式は、無線通信によりコンテンツデータ
（画像情報）を送信する場合に用いられる暗号方式であって、上記したＴＭＤＳと同等の
暗号強度が確保されている。また、第１暗号化部１０６は、入力されたコンテンツの画像
情報に応じて、画像情報を圧縮したのちに第１の暗号方式により暗号化するようにしても
よい。画像情報の圧縮には、例えば、ＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換（時間周波数成分変換
）などを利用した方法を用いることができる。
【００５５】
　第２暗号化部１０８は、入力されたコンテンツの画像情報を第２の暗号方式により暗号
化する機能を有する。第２の暗号方式は、ＨＤＣＰ規格による暗号化であって、具体的に
は、認証処理の過程で直接接続された機器間でのみ共有される共有鍵を用いた暗号化であ
る。また、第２暗号化部１０８は、暗号化されたコンテンツの画像情報をＴＭＤＳ変換し
てもよい。さらに、第２暗号化部１０８は、ＨＤＣＰ認証処理部１１０による認証処理と
同期するようにしてもよい。具体的には、ＨＤＣＰ認証処理部１１０による認証が成功し
たのちに第２の暗号方式により暗号化する。
【００５６】
　無線通信部１１８は、例えば、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
対応の通信装置やワイヤレスＵＳＢ対応の通信装置などの通信インタフェースである。無
線通信部１１８は、第１暗号化部１０６により暗号化された画像情報を無線通信により送
信する機能を有する。
【００５７】
　有線通信部１２０は、例えば、有線による通信を行うワイヤー通信装置などの通信イン
タフェースであって、ＨＤＭＩ規格に対応した有線接続部などを例示できる。有線通信部
１２０は、第２暗号化部により暗号化された画像情報を有線通信により送信する機能を有
する。
【００５８】
　ＨＤＣＰ認証処理部１１０は、上記したＨＤＣＰ規格による機器の認証を行う。ＨＤＣ
Ｐ認証処理部１１０は、機器情報取得部１１２、検証部１１４などを含む。機器情報取得
部１１２は、データ送信装置１００に接続されている機器情報を取得する機能を有する。
機器情報とは、上記したように、各機器の秘密鍵に応じて一意に定まるＫＳＶである。Ｋ
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ＳＶは画像情報を送信するデータ受信装置を備えたシンク機器５００やその先に接続され
た機器から取得する。
【００５９】
　ソース機器４００は、データ送信装置１００により取得された機器情報に基づいて、デ
ータ受信装置を備えたシンク機器５００やその先に接続された機器の正当性を検証する機
能を有する。具体的には、上記した不正な機器のＫＳＶリストにデータ受信装置を備えた
シンク機器５００等のＫＳＶが含まれているか否かによりデータ受信装置を備えたシンク
機器５００等の正当性を検証する。その結果に基づいて出力の可否を決定する。
【００６０】
　制御部１０４は、切替部１０２または切替部１２２の切り替えを制御して、無線通信部
１１８を利用してデータを送受信するか、有線通信部１２０を利用してデータを送受信す
るか否かを制御する機能を有する。具体的には、切替部１２２を切り替えて、データ受信
装置を備えたシンク機器５００と無線通信する場合には、機器情報取得部１１２により取
得する機器情報を、無線通信部１１８を介して取得する。また、データ受信装置を備えた
シンク機器５００と有線通信する場合には、有線通信部１２０を介して機器情報を取得す
るように切替部１２２を切り替える。
【００６１】
　検証部１１４によりデータ受信装置を備えたシンク機器５００が正当な機器であること
が検証された場合には、切替部１２２を切り替えて、無線通信部１１８または有線通信部
１２０を介して暗号化された画像情報をデータ受信装置を備えたシンク機器５００に送信
させる。また、切替部１０２の切り替えを制御して、データ受信装置を備えたシンク機器
５００と無線通信する場合には第１暗号化部１０６により画像情報を暗号化し、データ受
信装置を備えたシンク機器５００と有線通信する場合には第２暗号化部１０８により画像
情報を暗号化するようにしてもよい。
【００６２】
　記憶部１１６は、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌ
ｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅ
ｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）など
の不揮発性メモリを例示できる。記憶部１１６には、ＨＤＣＰ認証処理部１１０により取
得されたデータ受信装置２００ａのＫＳＶや不正な機器のＫＳＶリスト等を記憶すること
ができる。
【００６３】
　以上、データ送信装置１００の機能構成について説明した。次に、データ受信装置を備
えたシンク機器５００の機能構成について説明する。無線通信部５１８は、例えば、無線
ＬＡＮ対応の通信装置やワイヤレスＵＳＢ対応通信装置などの通信インタフェースである
。無線通信部５１８は、データ送信装置１００から無線通信により送信されるコンテンツ
の画像情報を受信する機能を有する。
【００６４】
　有線通信部５２０は、例えば、有線による通信を行うワイヤー通信装置などの通信イン
タフェースであって、ＨＤＭＩ規格に対応した有線接続部などを例示できる。有線通信部
５２０は、データ送信装置１００から有線通信により送信されるコンテンツの画像情報を
受信する機能を有する。
【００６５】
　第１暗号化部５０６は、無線通信部５１８により受信されたコンテンツの画像情報を第
１の暗号方式により暗号化する機能を有する。第１の暗号方式は、無線通信によりコンテ
ンツデータ（画像情報）を送信する場合に用いられる暗号方式であって、上記したＴＭＤ
Ｓと同等の暗号強度が確保されている。また、第１暗号化部５０６は、入力されたコンテ
ンツの画像情報に応じて、画像情報を圧縮したのちに第１の暗号方式により暗号化するよ
うにしてもよい。画像情報の圧縮には、例えば、ＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換（時間周波
数成分変換）などを用いることができる。
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【００６６】
　第２暗号化部５０８は、有線通信部５２０により受信されたコンテンツの画像情報を第
２の暗号方式により暗号化する機能を有する。第２の暗号方式は、ＨＤＣＰ規格による暗
号化であって、具体的には、認証処理の過程で直接接続された機器間でのみ共有される共
有鍵を用いた暗号化である。また、第２暗号化部５０８は、暗号化されたコンテンツの画
像情報をＴＭＤＳ変換してもよい。さらに、第２暗号化部５０８は、ＨＤＣＰ認証処理部
５１０による認証処理と同期するようにしてもよい。具体的には、ＨＤＣＰ認証処理部５
１０による認証が成功したのちに第２の暗号方式により暗号化する。
【００６７】
　ＨＤＣＰ認証処理部５１０は、上記したＨＤＣＰ規格による機器の認証およびリボケー
ション処理などを行う。ＨＤＣＰ認証処理部５１０は、シンク機器５００に接続されてい
る機器情報を取得する機能を有する。機器情報とは、上記したように、各機器の秘密鍵に
応じて一意に定まるＫＳＶである。ＫＳＶは画像情報を送信するシンク機器等から取得す
る情報である。
【００６８】
　制御部５０４は、切替部５０２または切替部５２２の切り替えを制御して、無線通信部
５１８を利用してデータを送受信するか、有線通信部５２０を利用してデータを送受信す
るか否かを制御する機能を有する。具体的には、切替部５２２を切り替えて、データ送信
装置１００と無線通信する場合には、機器情報取得部５１２により取得する機器情報を、
無線通信部５１８を介して取得する。またデータ送信装置１００と有線通信する場合には
、有線通信部５２０を介して機器情報を取得するように切替部５２２を切り替える。
【００６９】
　次に、図５～図８を参照して、データ送受信システム２におけるデータ送受信方法につ
いて説明する。図５は、データ送受信システム２におけるデータ送受信方法を示すフロー
チャートである。図５に示したように、データ送受信システム２におけるデータ送受信方
法は、無線通信による接続処理（Ｓ１００）が行われたのちに、ＨＤＣＰによる認証処理
（Ｓ２００）が行われる。そして、ＨＤＣＰによる認証処理（Ｓ２００）が行われたのち
に、画像情報送信処理（Ｓ３００）が行われる。次に、無線通信による接続処理（Ｓ１０
０）、ＨＤＣＰによる認証処理（Ｓ２００）、画像情報送信処理（Ｓ３００）の各処理の
詳細を説明する。
【００７０】
　まず、図６を参照して、データ送受信システム２における無線通信による接続処理につ
いて説明する。図６は、データ送受信システム２における無線通信による接続処理を示す
タイミングチャートである。図６に示したように、データ送信装置１００とデータ受信装
置を備えたシンク機器５００との間で無線通信による接続処理が行われる。まず、データ
受信装置を備えたシンク機器５００からデータ送信装置１００に対して無線通信により接
続を開始する旨の通知がなされる（Ｓ１０２）。ステップＳ１０２においてデータ受信装
置２００から接続開始通知がなされたデータ送信装置１００は、接続開始に対して応答（
ＡＣＫ）する（Ｓ１０４）。
【００７１】
　ステップＳ１０４において、データ送信装置１００から接続開始に対する応答を受信し
たデータ受信装置を備えたシンク機器５００は、データ受信装置を備えたシンク機器５０
０の認証情報を送信する（Ｓ１０６）。ステップＳ１０６においてデータ受信装置を備え
たシンク機器５００から認証情報を送信されたデータ送信装置１００は、データ送信装置
１００の認証情報を送信する（Ｓ１０８）。ステップＳ１０６およびステップＳ１０８に
おいて送受信される各機器の認証情報は、例えば、各機器の識別情報や、各機器の識別情
報に基づいて算出された情報である。
【００７２】
　そして、ステップＳ１０６およびステップＳ１０８の各機器の認証情報に基づいて、デ
ータ送信装置１００とデータ受信装置を備えたシンク機器５００との認証が行われる（Ｓ
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１１０）。以上、データ送受信システム２における無線通信による接続処理について説明
した。ステップＳ１１０において、データ送信装置１００とデータ受信装置を備えたシン
ク機器５００との間で認証が成功した場合には、ＨＤＣＰによる認証処理（Ｓ２００）が
行われる。以上、データ送受信システム２における無線通信による接続処理について説明
した。
【００７３】
　次に図７を参照して、データ送受信システム２におけるＨＤＣＰによる認証処理につい
て説明する。図７は、データ送受信システム２におけるＨＤＣＰによる認証処理を示すタ
イミングチャートである。図７に示したように、ソース機器４００からデータ送信装置１
００の受信側に対して、ＨＤＣＰによる認証開始の通知がなされる（Ｓ２０２）。ステッ
プＳ２０２において認証開始の通知がなされる前にＨｏｔＰｌｕｇＤｅｔｅｃｔ要求がデ
ータ受信装置１００を介してシンク機器５００からソース機器４００に伝達される。ステ
ップＳ２０２においてソース機器４００からＨＤＣＰによる認証開始の通知ソース機器４
００は、認証情報およびＫＳＶを取得する（Ｓ２０４）。
【００７４】
　そして、データ受信装置２００の受信側は、データ送信装置１００に後段のＨＤＣＰの
認証要求をする（Ｓ２０６）。ステップＳ２０６においてデータ送信装置１００の受信側
から認証要求をされたデータ送信装置１００の送信側は、シンク機器５００にＨＤＣＰに
よる認証開始の通知をする（Ｓ２１０）。ステップＳ２１０においてデータ受信装置２０
０から認証開始の通知をされたシンク機器５００は、シンク機器５００の認証情報および
ＫＳＶを取得する（Ｓ２１２）。
【００７５】
　そして、データ送信装置１００の送信側は、データ送信装置１００の受信側に対してＫ
ＳＶを伝達する（Ｓ２１４）。そして、ソース機器４００は、データ送信装置１００の送
信側のＫＳＶリストを取得する（Ｓ２１６）。ＫＳＶリストは、上記したように、不正な
機器のＫＳＶリストである。そして、ソース機器４００は、ＫＳＶリストの照合を行う（
Ｓ２１８）。
【００７６】
　以上、データ送受信システム２におけるＨＤＣＰによる認証処理について説明した。ス
テップＳ２１８において、ソース機器４００によりコンテンツの画像情報を送信する送信
先が正当な機器であると判断された場合に、画像情報送信処理（Ｓ３００）が行われる。
【００７７】
　次に、図８を参照して、データ送受信システム２における画像情報送信処理について説
明する。図８は、データ送受信システム２における画像情報送信処理を示すタイミングチ
ャートである。図８に示したように、ソース機器４００は、上記のステップＳ２１８にお
いて正当な機器であると判断されたデータ送信装置１００の受信側に暗号化された画像情
報を送信する（Ｓ３０２）。ステップＳ３０２においてソース機器４００から画像情報を
送信されたデータ送信装置１００の受信側は、ＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換等の画像情報
変換を行う（Ｓ３０４）。そして、ステップＳ３０４において変換された画像情報を無線
通信により送信するため暗号化する（Ｓ３０６）。ステップＳ３０６において暗号化され
た画像情報を、データ送信装置１００の送信側に伝達する（Ｓ３０８）。
【００７８】
　ステップＳ３０８においてデータ送信装置１００の受信側から画像情報を伝達されたデ
ータ送信装置１００の送信側は、ＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換等の画像情報変換を行う（
Ｓ３１０）。そして、ステップＳ３１０において変換された画像情報を無線通信により送
信するため暗号化する（Ｓ３１２）。ステップＳ３０６において暗号化された画像情報を
、シンク機器５００に送信する（Ｓ３１４）。データ送信装置１００とシンク機器５００
とが有線接続されている場合には、ステップＳ３０８において送信された画像情報がＨＤ
ＣＰ規格による暗号化がなされたのちにＴＤＭＳ変換がなされる。その後、ＴＤＭＳ信号
の経路でシンク機器に送信される。以上、データ送受信システム２における画像情報送信
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処理について説明した。
【００７９】
　以上、第1実施形態にかかるデータ送受信システム２について説明した。データ送受信
システム２によれば、ソース機器４００から出力されたコンテンツの画像情報は、無線通
信によりシンク機器５００と接続する場合には、ＨＤＣＰのリボケーション処理によりシ
ンク機器５００の正当性を確認したうえで、コンテンツの画像情報を無線通信により送信
するために暗号化し、無線接続されたシンク機器５００に送信する。
【００８０】
　本実施形態においては、データ送信装置１００に有線出力が備えられているため、無線
通信により接続されたデータ受信装置についてもＨＤＣＰのリボケーション処理を行うこ
とが可能となる。同様に、シンク機器５００にも有線入力が備えられているため、シンク
機器５００についてもＨＤＣＰのリボケーション処理を行うことが可能となる。これによ
り、無線通信においても機器同士の認証を行って、送信機器と受信機器を任意に組み合わ
せることができる。すなわち、受信装置またはシンク機器にＨＤＣＰのセキュリティ情報
が収納されていない場合においても、特定の送信装置以外の機器との間でも著作権を保護
してコンテンツデータの送受信ができることとなる。
【００８１】
　（第２の実施形態）
　第２実施形態では、図１（ａ）に示したデータ送受信システム１について説明する。デ
ータ送受信システム１においては、データ送信装置１００とデータ受信装置２００とは無
線通信または有線通信により接続することができる。また、データ送信装置１００はソー
ス機器４００と有線接続されて、コンテンツの画像情報が入力される。データ受信装置２
００ａは、シンク機器３００と無線または有線接続されて、データ受信装置２００からシ
ンク機器３００にコンテンツの画像情報が入力される。
【００８２】
　本実施形態においても、ソース機器４００においてリボケーションの判定がなされるた
め、データ送信装置１００を介してデータ送信装置１００に接続されているデータ受信装
置２００およびシンク機器３００のＫＳＶがソース機器４００に送信される。
【００８３】
　図９に示したように、データ送信装置１００は、切替部１０２、制御部１０４、第１暗
号化部１０６、第２暗号化部１０８、ＨＤＣＰ認証処理部１１０、無線通信部１１８、有
線通信部１２０、切替部１２２、などを備える。データ受信装置２００は、切替部２０２
、制御部２０４、第１暗号化部２０６、第２暗号化部２０８、ＨＤＣＰ認証処理部２１０
、機器情報取得部２１２、検証部２１４、無線通信部２１８、有線通信部２２０、切替部
２２２、などを備える。
【００８４】
　第１暗号化部１０６は、入力されたコンテンツの画像情報を第１の暗号方式により暗号
化する機能を有する。第１の暗号方式は、無線通信によりコンテンツデータ（画像情報）
を送信する場合に用いられる暗号方式であって、上記したＴＭＤＳと同等の暗号強度が確
保されている。また、第１暗号化部１０６は、入力されたコンテンツの画像情報に応じて
、画像情報を圧縮したのちに第１の暗号方式により暗号化するようにしてもよい。画像情
報の圧縮には、例えば、ＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換（時間周波数成分変換）などを用い
ることができる。
【００８５】
　第２暗号化部１０８は、入力されたコンテンツの画像情報を第２の暗号方式により暗号
化する機能を有する。第２の暗号方式は、ＨＤＣＰ規格による暗号化であって、具体的に
は、認証処理の過程で直接接続された機器間でのみ共有される共有鍵を用いた暗号化であ
る。また、第２暗号化部１０８は、暗号化されたコンテンツの画像情報をＴＭＤＳ変換し
てもよい。さらに、第２暗号化部１０８は、ＨＤＣＰ認証処理部１１０による認証処理と
同期するようにしてもよい。具体的には、ＨＤＣＰ認証処理部１１０による認証が成功し
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たのちに第２の暗号方式により暗号化する。
【００８６】
　無線通信部１１８は、例えば、無線ＬＡＮ対応の通信装置やワイヤレスＵＳＢ対応通信
装置などの通信インタフェースである。無線通信部１１８は、第１暗号化部１０６により
暗号化された画像情報を無線通信により送信する機能を有する。
【００８７】
　有線通信部１２０は、例えば、有線による通信を行うワイヤー通信装置などの通信イン
タフェースであって、ＨＤＭＩ規格に対応した有線接続部などを例示できる。有線通信部
１２０は、第２暗号化部により暗号化された画像情報を有線通信により送信する機能を有
する。
【００８８】
　ＨＤＣＰ認証処理部１１０は、データ受信装置２００に接続されている機器情報を取得
する機能を有する。機器情報とは、上記したように、各機器の秘密鍵に応じて一意に定ま
るＫＳＶである。ＫＳＶは画像情報を送信するシンク機器等から取得する情報である。
【００８９】
　制御部１０４は、切替部１０２または切替部１２２の切り替えを制御して、無線通信部
１１８を利用してデータを送受信するか、有線通信部１２０を利用してデータを送受信す
るか否かを制御する機能を有する。具体的には、切替部１２２を切り替えて、データ受信
装置２００と無線通信する場合には、機器情報取得部１１２により取得する機器情報を、
無線通信部１１８を介して取得する。また、データ受信装置２００と有線通信する場合に
は、有線通信部１２０を介して機器情報を取得するように切替部１２２を切り替える。
【００９０】
　以上、データ送信装置１００の機能構成について説明した。次に、データ受信装置２０
０の機能構成について説明する。無線通信部２１８は、例えば、無線ＬＡＮ対応の通信装
置やワイヤレスＵＳＢ対応通信装置などの通信インタフェースである。無線通信部２１８
は、データ送信装置１００から無線通信により送信されるコンテンツの画像情報を受信す
る機能を有する。
【００９１】
　有線通信部２２０は、例えば、有線による通信を行うワイヤー通信装置などの通信イン
タフェースであって、ＨＤＭＩ規格に対応した有線接続部などを例示できる。有線通信部
２２０は、データ送信装置１００から有線通信により送信されるコンテンツの画像情報を
受信する機能を有する。
【００９２】
　第１暗号化部２０６は、無線通信部２１８により受信されたコンテンツの画像情報を第
１の暗号方式により暗号化する機能を有する。第１の暗号方式は、無線通信によりコンテ
ンツデータ（画像情報）を送信する場合に用いられる暗号方式であって、上記したＴＭＤ
Ｓと同等の暗号強度が確保されている。また、第１暗号化部２０６は、入力されたコンテ
ンツの画像情報に応じて、画像情報を圧縮したのちに第１の暗号方式により暗号化するよ
うにしてもよい。画像情報の圧縮には、例えば、ＤＣＴ／Ｗａｖｅｌｅｔ変換（時間周波
数成分変換）などを用いることができる。
【００９３】
　第２暗号化部２０８は、有線通信部２２０により受信されたコンテンツの画像情報を第
２の暗号方式により暗号化する機能を有する。第２の暗号方式は、ＨＤＣＰ規格による暗
号化であって、具体的には、認証処理の過程で直接接続された機器間でのみ共有される共
有鍵を用いた暗号化である。また、第２暗号化部２０８は、暗号化されたコンテンツの画
像情報をＴＭＤＳ変換してもよい。さらに、第２暗号化部２０８は、ＨＤＣＰ認証処理部
２１０による認証処理と同期するようにしてもよい。具体的には、ＨＤＣＰ認証処理部２
１０による認証が成功したのちに第２の暗号方式により暗号化する。
【００９４】
　ＨＤＣＰ認証処理部２１０は、上記したＨＤＣＰ規格による機器の認証を行う。ＨＤＣ
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Ｐ認証処理部２１０は、データ受信装置２００に接続されている機器情報を取得する機能
を有する。機器情報とは、上記したように、各機器の秘密鍵に応じて一意に定まるＫＳＶ
である。ＫＳＶは画像情報を送信するシンク機器等から取得する情報である。
【００９５】
　制御部２０４は、切替部２０２または切替部２２２の切り替えを制御して、無線通信部
２１８を利用してデータを送受信するか、有線通信部２２０を利用してデータを送受信す
るか否かを制御する機能を有する。具体的には、切替部２２２を切り替えて、データ送信
装置１００と無線通信する場合には、機器情報取得部２１２により取得する機器情報を、
無線通信部２１８を介して取得する。また、データ送信装置１００と有線通信する場合に
は、有線通信部２２０を介して機器情報を取得するように切替部２２２を切り替える。以
上、データ受信装置２００の機能構成について説明した。
【００９６】
　第２実施形態における無線通信による接続処理、ＨＤＣＰによる認証処理および画像情
報送信処理については、第１実施形態にかかる無線通信による接続処理（Ｓ１００）、Ｈ
ＤＣＰによる認証処理（Ｓ２００）、画像情報送信処理（Ｓ３００）とほぼ同様であるた
め、詳細な説明は省略する。
【００９７】
　第２実施形態においては、データ送信装置１００の送信側とデータ受信装置２００の受
信側において無線通信による認証が実行される。そして、後段のＨＤＣＰの認証要求がデ
ータ送信装置１００からデータ受信装置２００を介してシンク機器３００に通知される。
その後、シンク機器３００の認証情報およびＫＳＶがデータ受信装置２００を介してデー
タ送信装置１００に伝達される。データ送信装置１００は、ＫＳＶリストを取得してソー
ス機器４００に送信する。そして、ソース機器４００においてＫＳＶリストの照合が実行
されることとなる。
【００９８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００９９】
　例えば、上記実施形態では、切替部を設けて第１の暗号方式により暗号化するか第２の
暗号方式により暗号化するか否かの切り替えを行っているが、本発明はかかる例に限定さ
れない。例えば、第１の暗号方式および第２の暗号方式のいずれの暗号化も行って、暗号
化されたコンテンツの画像情報の出力を制御するようにしてもよい。また、ＴＭＤＳ回路
からの信号出力と無線送受信機からの信号出力を制御するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１００】
【図１】本発明の実施形態にかかるデータ送受信システムの概要を説明する説明図である
。
【図２】本発明の第１実施形態にかかるデータ送信装置およびデータ受信装置の機能構成
を示すブロック図である。
【図３】同実施形態にかかるＨＤＣＰ規格における認証処理およびリボケーション処理に
ついて説明する説明図である。
【図４】同実施形態にかかる無線通信によりコンテンツデータが送受信される場合につい
て説明する説明図である。
【図５】同実施形態にかかるデータ送受信方法を示すフローチャートである。
【図６】同実施形態にかかる無線通信による接続処理を示すタイミングチャートである。
【図７】同実施形態にかかるＨＤＣＰによる認証処理を示すタイミングチャートである。
【図８】同実施形態にかかる画像情報送信処理を示すタイミングチャートである。
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【図９】本発明の第２の実施形態にかかるデータ送信装置およびデータ受信装置の機能構
成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【０１０１】
　１００　データ送信装置
　２００　データ受信装置
　１０２、１２２、２０２、２２２　切替部
　１０４、２０４　　制御部
　１０６、２０６　　第１暗号化部
　１０８、２０８　　第２暗号化部
　１１２、２１２　　機器情報取得部
　１１４、２１４　　検証部
　１１８、２１８　　無線通信部
　１２０、２２０　　有線通信部
　３００　　シンク機器
　４００　　ソース機器
　５００　　データ送信装置を備えるシンク機器

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(21) JP 4561893 B2 2010.10.13

【図８】 【図９】



(22) JP 4561893 B2 2010.10.13

10

フロントページの続き

    審査官  速水　雄太

(56)参考文献  特開２００４－０７２３１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－１３０８７４（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０７２４２７６６（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開２００６－３２３７０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００６／２０９８９２（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００６／１１７３７１（ＵＳ，Ａ１）　　
              Jeffrey M. Gilbert et al.，A 4-Gbps Uncompressed Wireless HD A/V Transceiver Chipset，
              IEEE Micro，２００８年　３月，Vol. 28, No. 2，pp. 56-64

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０９Ｃ　　　１／００　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　　９／１４　　　　
              Ｈ０４Ｌ　　　９／３２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

