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(57)【要約】
【課題】電力線搬送通信技術を利用して、それ以外の通
信形態を用いた通信システムにおけるセキュリティの向
上を、簡単な構成且つ低コストで実現する。
【解決手段】通信システム１００において、電源信号に
情報を暗号化／復号化するための暗号情報を含む電源付
加信号を付加し、複数の電子機器１０の各々において、
電力線Ｐを介して電源付加信号が付加された電源信号を
受信し、受信された電源信号に付加された電源付加信号
を取得する。また、第１電子機器１において、当該第１
電子機器１において取得された電源付加信号に含まれる
暗号情報に基づいて所定の情報を暗号化し、第２電子機
器２に送信する。さらに、第２電子機器２において、第
１電子機器１から送信された暗号化された所定の情報を
受信し、暗号化された所定の情報を当該第２電子機器２
において取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に
基づいて復号化する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１電子機器及び第２電子機器を含む複数の電子機器間で、第１通信回線により情報の
送受信を行う通信システムにおいて、
　電力を供給する電源信号に、前記第１電子機器と前記第２電子機器との間のリンクを確
立するための認証情報及び情報を暗号化／復号化するための暗号情報を含む電源付加信号
を付加する付加手段を備え、
　前記複数の電子機器の各々は、
　電力線を介する第２通信回線により、前記付加手段により電源付加信号が付加された前
記電源信号を受信する電源信号受信手段と、
前記電源信号受信手段により受信された電源信号に付加された電源付加信号を取得する取
得手段と、
　を備え、
　前記第１電子機器は、
　当該第１電子機器における前記取得手段により取得された前記電源付加信号に含まれる
前記暗号情報に基づいて、前記電源付加信号に含まれる前記認証情報を暗号化する暗号化
手段と、
　前記暗号化手段により暗号化された前記認証情報を前記第１通信回線により前記第２電
子機器に送信する送信手段と、
　を備え、
　前記第２電子機器は、
　前記送信手段により前記第１電子機器から送信された、暗号化された前記認証情報を前
記第１通信回線により受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された、暗号化された前記認証情報を、当該第２電子機器にお
ける前記取得手段により取得された前記電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて復号
化する復号化手段と、
前記復号化手段により復号化された前記認証情報に基づいて、前記第１電子機器との間の
リンクの初期設定後に、前記第１電子機器とのリンクを確立するための認証を行う認証手
段と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項２】
　第１電子機器及び第２電子機器を含む複数の電子機器間で、第１通信回線により情報の
送受信を行う通信システムにおいて、
　電力を供給する電源信号に、情報を暗号化／復号化するための暗号情報を含む電源付加
信号を付加する付加手段を備え、
　前記複数の電子機器の各々は、
電力線を介する第２通信回線により、前記付加手段により電源付加信号が付加された前記
電源信号を受信する電源信号受信手段と、
前記電源信号受信手段により受信された電源信号に付加された電源付加信号を取得する取
得手段と、
　を備え、
　前記第１電子機器は、
　当該第１電子機器における前記取得手段により取得された前記電源付加信号に含まれる
前記暗号情報に基づいて、所定の情報を暗号化する暗号化手段と、
　前記暗号化手段により暗号化された前記所定の情報を前記第１通信回線により前記第２
電子機器に送信する送信手段と、
　を備え、
　前記第２電子機器は、
　前記送信手段により前記第１電子機器から送信された、暗号化された前記所定の情報を
前記第１通信回線により受信する受信手段と、
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　前記受信手段により受信された、暗号化された前記所定の情報を、当該第２電子機器に
おける前記取得手段により取得された前記電源付加信号に含まれる前記暗号情報に基づい
て復号化する復号化手段と、
　を備えることを特徴とする通信システム。
【請求項３】
　前記所定の情報は、前記第１電子機器と前記第２電子機器との間のリンクを確立するた
めの認証情報であり、
　前記第２電子機器は、
　前記復号化手段により復号化された前記認証情報に基づいて、前記第１電子機器との間
のリンクの初期設定後に、前記第１電子機器とのリンクを確立するための認証を行う認証
手段を備えることを特徴とする請求項２に記載の通信システム。
【請求項４】
　前記電源付加信号に、前記認証情報が含まれることを特徴とする請求項２又は３に記載
の通信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の電子機器間で情報の送受信を行う通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電力を供給する低周波に、高周波の通信信号を重畳して情報を伝送する電力線搬
送通信（PLC：Power Line Communications）の技術が開発されている。この電力線搬送通
信技術では、既存の電力線が使用されるため、新規配線にかかるコストや手間を省いて容
易にネットワークを構築できる等、様々な利点を享受することができる。
　例えば、特許文献１には、ビル内の各フロア毎に異なる通信周波数帯域を設定し、同じ
フロア内でのみ通信を可能とすることにより、ビル内に多数の電力線搬送通信装置を接続
した場合でも、ブロッキングフィルタを設置することなく、安価にシステムを構成でき、
装置の増設、移設等に簡単に対処できる電力線搬送通信システムが提案されている。
　また、例えば、特許文献２には、電力搬送端末が電化機器にデフォルト電力を送信し、
デフォルト電力の供給を受けた電化機器が、自身の固有のデータと要求する電力強度デー
タを電力搬送端末に送信し、ネットワークホストが、電化機器の固有データと要求する電
力強度データに基づいて電化機器にＩＤを割り当て、割り当てたＩＤデータと要求された
電力強度の電力を、電力搬送端末から電化機器に送信させることにより、電化機器をコー
ドレス化することができ、誤作動なく安定に電力を送受信することが可能となるコードレ
ス電力搬送システムが開示されている。
　また、例えば、特許文献３には、複数の装置が、複数の論理ネットワークに論理的に分
離可能であり、ある１つの論理ネットワークに属する複数の装置のみの間で自由な情報の
交換が可能となる電力線通信ネットワークシステムにおけるメディアアクセス制御用の方
法及び装置が提案されている。
　さらに、例えば、特許文献４には、電力線からネットワーク情報と電力に分離し、分離
されたネットワーク情報をフィルタリングし、フィルタリングされたネットワーク情報と
分離された電力とを合成して電力線とすることにより、電力線搬送通信によるユーザの利
便性を確保しつつ、ネットワーク通信のセキュリティの向上を図ることができる電力線搬
送通信方式が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－１７７５５４号公報
【特許文献２】特開２００２－１７０５８号公報
【特許文献３】特開２００４－５１５０９０号公報
【特許文献４】特開２００６－１４０５８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００３】
　しかしながら、上記特許文献１～４に開示された技術は、電力線搬送通信そのものの技
術に関するものであり、それ以外の通信形態を用いたシステムにおいて、電力線搬送通信
を利用してセキュリティの向上を図ったものは無かった。
【０００４】
　本発明の課題は、電力線搬送通信技術を利用して、それ以外の通信形態を用いた通信シ
ステムにおけるセキュリティの向上を、簡単な構成且つ低コストで実現することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、第１電子機器及び第２電子機器を
含む複数の電子機器間で、第１通信回線により情報の送受信を行う通信システムにおいて
、
　電力を供給する電源信号に、前記第１電子機器と前記第２電子機器との間のリンクを確
立するための認証情報及び情報を暗号化／復号化するための暗号情報を含む電源付加信号
を付加する付加手段を備え、
　前記複数の電子機器の各々は、
　電力線を介する第２通信回線により、前記付加手段により電源付加信号が付加された前
記電源信号を受信する電源信号受信手段と、
前記電源信号受信手段により受信された電源信号に付加された電源付加信号を取得する取
得手段と、
　を備え、
　前記第１電子機器は、
　当該第１電子機器における前記取得手段により取得された前記電源付加信号に含まれる
前記暗号情報に基づいて、前記電源付加信号に含まれる前記認証情報を暗号化する暗号化
手段と、
　前記暗号化手段により暗号化された前記認証情報を前記第１通信回線により前記第２電
子機器に送信する送信手段と、
　を備え、
　前記第２電子機器は、
　前記送信手段により前記第１電子機器から送信された、暗号化された前記認証情報を前
記第１通信回線により受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された、暗号化された前記認証情報を、当該第２電子機器にお
ける前記取得手段により取得された前記電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて復号
化する復号化手段と、
　前記復号化手段により復号化された前記認証情報に基づいて、前記第１電子機器との間
のリンクの初期設定後に、前記第１電子機器とのリンクを確立するための認証を行う認証
手段と、
　を備えることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、第１電子機器及び第２電子機器を含む複数の電子機器間で、
第１通信回線により情報の送受信を行う通信システムにおいて、
　電力を供給する電源信号に、情報を暗号化／復号化するための暗号情報を含む電源付加
信号を付加する付加手段を備え、
　前記複数の電子機器の各々は、
電力線を介する第２通信回線により、前記付加手段により電源付加信号が付加された前記
電源信号を受信する電源信号受信手段と、
　前記電源信号受信手段により受信された電源信号に付加された電源付加信号を取得する
取得手段と、
　を備え、
　前記第１電子機器は、
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　当該第１電子機器における前記取得手段により取得された前記電源付加信号に含まれる
前記暗号情報に基づいて、所定の情報を暗号化する暗号化手段と、
　前記暗号化手段により暗号化された前記所定の情報を前記第１通信回線により前記第２
電子機器に送信する送信手段と、
　を備え、
　前記第２電子機器は、
　前記送信手段により前記第１電子機器から送信された、暗号化された前記所定の情報を
前記第１通信回線により受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された、暗号化された前記所定の情報を、当該第２電子機器に
おける前記取得手段により取得された前記電源付加信号に含まれる前記暗号情報に基づい
て復号化する復号化手段と、
　を備えることを特徴とする。
【０００７】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の通信システムにおいて、前記所定の情報は
、前記第１電子機器と前記第２電子機器との間のリンクを確立するための認証情報であり
、
　前記第２電子機器は、
　前記復号化手段により復号化された前記認証情報に基づいて、前記第１電子機器との間
のリンクの初期設定後に、前記第１電子機器とのリンクを確立するための認証を行う認証
手段を備えることを特徴とする。
【０００８】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３に記載の通信システムにおいて、前記電源付
加信号に、前記認証情報が含まれることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　請求項１に記載の発明によれば、付加手段により、電力を供給する電源信号に、第１電
子機器と第２電子機器との間のリンクを確立するための認証情報及び情報を暗号化／復号
化するための暗号情報を含む電源付加信号が付加される。また、複数の電子機器の各々に
おいて、電源信号受信手段により、電力線を介する第２通信回線により、付加手段により
電源付加信号が付加された電源信号が受信され、取得手段により、電源信号受信手段によ
り受信された電源信号に付加された電源付加信号が取得される。また、第１電子機器にお
いて、暗号化手段により、当該第１電子機器における取得手段により取得された電源付加
信号に含まれる暗号情報に基づいて、電源付加信号に含まれる認証情報が暗号化され、送
信手段により、第１通信回線を介して暗号化手段により暗号化された認証情報が第２電子
機器に送信される。そして、第２電子機器において、受信手段により、第１通信回線を介
して送信手段により第１電子機器から送信された、暗号化された認証情報が受信され、復
号化手段により、受信手段により受信された、暗号化された認証情報が、当該第２電子機
器における取得手段により取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて復号化
され、認証手段により、復号化手段により復号化された認証情報に基づいて、第１電子機
器との間のリンクの初期設定後に、第１電子機器とのリンクを確立するための認証が行わ
れる。
　したがって、同一の電源付加信号が付加された電源信号の供給を受ける電子機器間での
み第１通信回線による通信が可能となるとともに、正規の認証情報及び暗号情報を含む電
源付加信号を取得できる電子機器間でのみ通信が可能となって、システムの一部に電力線
搬送通信技術を用いることで、簡単な構成且つ低コストで、当該通信システムにおけるセ
キュリティ性を高めることができる。
【００１０】
　請求項２に記載の発明によれば、付加手段により、電力を供給する電源信号に情報を暗
号化／復号化するための暗号情報を含む電源付加信号が付加され、複数の電子機器の各々
において、電源信号受信手段により、電力線を介する第２通信回線により、付加手段によ
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り電源付加信号が付加された電源信号が受信され、取得手段により、電源信号受信手段に
より受信された電源信号に付加された電源付加信号が取得される。また、第１電子機器に
おいて、暗号化手段により、当該第１電子機器における取得手段により取得された電源付
加信号に含まれる暗号情報に基づいて、所定の情報が暗号化され、送信手段により、第１
通信回線を介して暗号化手段により暗号化された所定の情報が第２電子機器に送信される
。そして、第２電子機器において、受信手段により、第１通信回線を介して送信手段によ
り第１電子機器から送信された、暗号化された所定の情報が受信され、復号化手段により
、受信手段により受信された、暗号化された所定の情報が、当該第２電子機器における取
得手段により取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて復号化される。
　したがって、同一の電源付加信号が付加された電源信号の供給を受ける電子機器間での
み第１通信回線による通信が可能となって、システムの一部に電力線搬送通信技術を用い
ることで、簡単な構成且つ低コストで、当該通信システムにおけるセキュリティ性を高め
ることができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項２に記載の発明の効果が得られるのは無論のこ
と、所定の情報は、第１電子機器と第２電子機器との間のリンクを確立するための認証情
報であり、第２電子機器において、認証手段により、復号化手段により復号化された認証
情報に基づいて、第１電子機器との間のリンクの初期設定後に、第１電子機器とのリンク
を確立するための認証が行われる。
　したがって、正規の認証情報を含む同一の電源付加信号が付加された電源信号の供給を
受ける電子機器間でのみ第１通信回線による通信が可能となって、更なるセキュリティ性
の強化を図ることができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明によれば、請求項２又は３に記載の発明の効果が得られるのは無
論のこと、電源付加信号に、認証情報が含まれるため、正規の認証情報及び暗号情報を含
む電源付加信号を取得できる電子機器間でのみ第１通信回線による通信が可能となって、
より強固なセキュリティを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。なお、発明の範囲
は図示例に限定されない。
【００１４】
　＜通信システムの構成＞
　まず、本実施形態の通信システム１００の全体構成について説明する。図１は、本実施
形態における通信システム１００の全体構成を示す図である。
　本実施形態の通信システム１００は、例えば、図１に示すように、家屋Ｂにおいて実現
され、各部屋に設けられた複数の電子機器１０が、第１通信回線としての無線ネットワー
クＮ及び第２通信回線としての電力線Ｐを介して互いに接続されている。
【００１５】
　第２通信回線としての電力線Ｐは、図示しない屋外の配電変電所と柱上変圧器（トラン
ス）４との間の高圧配電線と、柱上変圧器４と家屋Ｂとの間の低圧配電線及び引込み線と
、家屋Ｂにおける屋内配線と、から成り、図示しない配電所から、配電変電所及び柱上変
圧器４等を経由して送られてくる５０／６０Ｈｚの電力を供給する電源信号を、家屋Ｂに
設けられた信号付加装置３及び分電盤５等を介して、各部屋に備わる電源ソケット６まで
伝達する。
【００１６】
　第１通信回線としての無線ネットワークＮは、例えば、Bluetooth規格やIEEE(Institut
e of Electrical and Electronic Engineers)802.11規格に準じた無線ＬＡＮ(Local Area
 Network)等のネットワークである。
【００１７】
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　複数の電子機器１０には、例えば、第１電子機器１及び第２電子機器２が含まれる。図
２は、第１電子機器１及び第２電子機器２の要部構成を示すブロック図である。
図２に示すように、第１電子機器１は、例えば、第２電子機器２から送信された映像・音
声データ等の情報に基づいて、映像・音声等を出力する出力装置である。また、第２電子
機器２は、例えば、映像・音声データ等の情報を再生し、再生した映像・音声データを第
１電子機器１に送信する再生装置である。
　これら第１電子機器１及び第２電子機器２は、無線ネットワークＮにより互いに接続さ
れており、無線ネットワークＮを介して映像・音声データ等の情報の送受信を行う。
【００１８】
　ここで、本実施形態における通信システム１００では、例えば、第１電子機器１及び第
２電子機器２の間での映像・音声データ等の情報の送受信に際して、リンクの初期設定を
行うための認証と、リンクを確立するための認証との、２段階の認証に基づくリンクの確
立が必要となる。リンクの初期設定のための認証とは、リンク確立のための認証が行われ
る前提として、第１電子機器１に設定された認証情報に基づいて、第１電子機器１が接続
可能な電子機器であるかを認証し、第１電子機器１及び第２電子機器２の間における接続
状態を設定するための認証である。また、リンクの確立のための認証とは、リンクの初期
設定が行われた第１電子機器１及び第２電子機器２の間で、コマンドデータや映像・音声
データ等の情報の送受信を行う前提として、第１電子機器１の有する認証情報に基づいて
、第１電子機器１が正規の電子機器であるかを認証し、第１電子機器１及び第２電子機器
２の間におけるリンクを確立するための認証である。
　なお、以下の説明において、第１電子機器１と第２電子機器２の間で送受信されるリン
クの初期設定のための認証情報を第１認証情報、リンクを確立するための認証情報（所定
の情報）を第２認証情報とする。
　具体的には、初めに、第２電子機器２は周囲に存在する接続可能な電子機器を探し、第
１電子機器１から、リンクの初期設定を行うための第１認証情報が第２電子機器２に送信
されると、第２電子機器２において、第１電子機器１から送信された第１認証情報に基づ
くリンクの初期設定のための認証が行われる。第１認証情報に基づくリンクの初期設定が
行われると、第１電子機器１及び第２電子機器２の間に接続状態が設定され、混信等を発
生させることなく情報の送受信を行うことができるようになる。
　第１認証情報に基づくリンクの初期設定後、第２電子機器２は、リンクを確立するため
の第２認証情報を、リンクの初期設定により接続された第１電子機器１に要求する。ここ
で、リンク確立のための第２認証情報は、例えば、電力線Ｐにより伝達される電源信号に
付加された電源付加信号に含まれている。また、当該電源付加信号には、さらに、暗号情
報が含まれている。第２認証情報の要求を受けた第１電子機器１は、電源信号から取得し
た電源付加信号に含まれる第２認証情報を、電源付加信号に含まれる暗号情報により暗号
化し、第２電子機器２に送信する。そして、第２電子機器２において、第１電子機器１か
ら送信された、当該第１電子機器１において取得された電源付加信号に含まれる暗号情報
に基づいて暗号化された第２認証情報を、当該第２電子機器２において電力線Ｐにより伝
達される電源信号から取得した電源付加信号に含まれる暗号情報により復号化し、復号化
された第２認証情報に基づいて、リンク確立のための認証が行われる。
　したがって、電力線Ｐにより接続され、同一の電源付加信号が付加された電源信号の供
給を受ける電子機器間でのみ第１通信回線としての無線ネットワークＮによる通信が可能
となるとともに、正規の認証情報及び暗号情報を含む電源付加信号を取得できる電子機器
間でのみ通信が可能となって、システムの一部に電力線搬送通信技術を用いることにより
、簡単な構成且つ低コストで、当該通信システム１００におけるセキュリティ性を高める
ことができる。
　また、本実施形態における通信システム１００では、第１電子機器１及び第２電子機器
２間において、上述した２段階の認証によりリンクが確立して、通信が可能となった後に
送受信される映像・音声データを、電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて暗号化／
復号化する。これにより、本通信システム１００における更なるセキュリティの強化を図
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ることができる。
【００１９】
（信号付加装置の構成）
　信号付加装置３は、例えば、電力線Ｐにより供給される電源信号に対して、電源付加信
号を付加するための装置である。信号付加装置３は、例えば、柱上変圧器４と分電盤５と
の間の屋内に設けられており、信号付加装置３において電源付加信号が付加された電源信
号が、分電盤５により各部屋に分配される。当該信号付加装置３において電源付加信号が
付加された電源信号が、電力線Ｐにより、複数の電子機器１０に供給されることにより、
当該通信システム１００における電力線搬送通信システムが実現される。図３は、信号付
加装置３の要部構成を示すブロック図である。
　具体的には、信号付加装置３は、図３に示すように、電源付加情報格納部３１、ＯＦＤ
Ｍ変調部３２、ＣＰＵ (Central Processing Unit) ３３、ＲＡＭ (Random Access Memor
y) ３４、ＲＯＭ (Read Only Memory)３５等を備えて構成されている。
【００２０】
　電源付加情報格納部３１は、例えば、ＥＰＲＯＭ（Electrically Programmable Read O
nly Memory）、フラッシュメモリ等の書き換え可能な不揮発性メモリであり、後述する信
号付加プログラム３５ａの実行において、電力線Ｐにより伝達される電源信号に付加され
る電源付加信号に含まれる、第１電子機器１と第２電子機器２との間のリンクを確立する
ための第２認証情報と、情報を暗号化／復号化するための暗号情報と、等の電源付加情報
を記憶している。
　当該第２認証情報は、例えば、識別情報等である。また、暗号情報は、例えば、第１電
子機器１及び第２電子機器２間で共通する鍵を用いて情報を暗号化／復号化する共通鍵（
秘密鍵）情報である。
【００２１】
　ＯＦＤＭ変調部３２は、例えば、後述する信号付加プログラム３５ａの実行において、
電源付加情報格納部３１に格納された電源付加信号を、電力線Ｐから供給される電源信号
に付加するためのＯＦＤＭ変調を行う。ＯＦＤＭ変調についての詳細は後述する。
【００２２】
　ＣＰＵ３３は、ＲＯＭ３５に記憶された処理プログラムに従って、各種の制御処理を実
行する。
【００２３】
　ＲＡＭ３４は、ＣＰＵ３３によって実行される処理プログラム等を展開するためのプロ
グラム格納領域や、入力データや上記処理プログラムが実行される際に生じる処理結果等
を格納するデータ格納領域等を備える。
【００２４】
　ＲＯＭ３５は、信号付加装置３において実行可能なシステムプログラム、当該システム
プログラムで実行可能な各種処理プログラム、これら各種処理プログラムを実行する際に
使用されるデータ、ＣＰＵ３３によって演算処理された処理結果のデータ等を記憶する。
当該プログラムは、コンピュータが読み取り可能なプログラムコードの形で記憶されてい
る。
　具体的には、ＲＯＭ３５は、例えば、信号付加プログラム３５ａ等を備えている。
【００２５】
　信号付加プログラム３５ａは、例えば、ＣＰＵ３３に、電力を供給する電源信号に、第
１電子機器１と第２電子機器２との間のリンクを確立するための第２認証情報を含む電源
付加信号を付加する機能を実現させるためのプログラムである。
　本実施形態の通信システム１００では、例えば、電力線Ｐからの漏洩電波による影響の
少ない直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ:Orthogonal Frequency Division Multiplexing）
変調方式が用いられるものとする。具体的には、ＣＰＵ３３は、ＯＦＤＭ変調部３２にお
いて、まず、電源付加情報格納部３１に格納された第２認証情報を含む電源付加情報を、
シリアルパラレル変換することにより、複数のサブキャリアに分割する。そして、分割さ
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れたサブキャリアをＢＰＳＫ(Binary Phase Shift Keying:二位相変移変調)、ＱＰＳＫ(Q
uadrature Phase Shift Keying:四位相変移変調)、１６ＱＡＭ(Quadrature Amplitude Mo
dulation：直交振幅変調)、６４ＱＡＭ等の変調方式により変調し、これを逆フーリエ変
換（IDFT: Inverse Discrete Fourier Transformer）することにより、マルチキャリア信
号波を生成する。ＣＰＵ３３は、さらに、生成したマルチキャリア信号波に、マルチパス
障害を回避するためのガードインターバル（GI）を挿入した後に、パラレルシリアル変換
して時間軸上にまとめ、Ｄ／Ａ変換することにより、ＯＦＤＭ変調された電源付加信号を
生成し、生成された電源付加信号を電力線Ｐの電源信号に付加する。電源付加信号が付加
された電源信号は、電力線Ｐにより、分電盤５を介して各部屋の電源ソケット６まで伝達
されることとなる。
　ＣＰＵ３３は、かかる信号付加プログラム３５ａを実行することにより、付加手段とし
て機能する。
【００２６】
（第１電子機器の構成）
　第１電子機器１は、例えば、無線ネットワークＮを介して、再生装置等の第２電子機器
２から送信される映像・音声データに基づいて、映像・音声を出力する出力装置等である
。出力装置としては、例えば、テレビジョン受像機、ＰＣ(Personal Computer)、プロジ
ェクタ等を適用することができる。
　具体的には、第１電子機器１は、例えば、電源信号受信手段としての電源プラグ１１と
、第２電子機器２を含む他の電子機器と無線ネットワークＮを介して情報の送受信を行う
ための無線通信部１２と、電源信号に付加された電源付加信号に対してＯＦＤＭ復調を行
うＯＦＤＭ復調部１３と、第２電子機器２に送信する電源付加信号に含まれる第２認証情
報を、電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて暗号化する暗号化部１４と、第２電子
機器２から送信される暗号化された映像・音声データを電源付加信号に含まれる暗号情報
に基づいて復号化する復号化部１５と、復号化部１５により復号化された映像・音声デー
タをデコードするデコーダ１６と、デコーダ１６によりデコードされた映像・音声データ
に基づく映像・音声を出力する出力部１７と、制御部１８と、等を備えている。
【００２７】
　電源プラグ１１は、電源ソケット６に差し込まれることにより、電力線Ｐから伝達され
る電源信号を受信する。当該電源プラグ１１により受信された電源信号は第１電子機器１
の各部に伝達され、電力の供給が行われる。
【００２８】
　無線通信部１２は、無線ネットワークＮを介して、第２電子機器２との間で情報の送受
信を行う。具体的には、無線通信部１２は、第２電子機器２との間で無線信号の送受信を
行うためのアンテナ１２ａや、ＲＦ(Radio Frequency)変換器（図示省略）、Bluetooth規
格や、IEEE802.11規格に準じた無線ＬＡＮに接続するための無線ＬＡＮカード（図示省略
）等を備えている。
【００２９】
　ＯＦＤＭ復調部１３は、例えば、後述する付加信号取得プログラム１８４ａの実行にお
いて、電力線Ｐから供給される電源信号に付加されたＯＦＤＭ変調された電源付加信号に
対して、ＯＦＤＭ復調を行う。ＯＦＤＭ復調についての詳細は後述する。
【００３０】
　暗号化部１４は、例えば、リンクの初期設定後に行われるリンク確立のための認証に際
して、後述する付加信号取得プログラム１８４ａの実行により取得された電源付加信号に
含まれる第２認証情報を、電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて暗号化する。この
暗号情報は、例えば、後述する付加信号取得プログラム１８４ａの実行により取得され、
予め電源付加情報格納メモリ１８１に格納されている。当該暗号化部１４において暗号化
された第２認証情報は、第２電子機器２における後述する復号化部２４において復号化さ
れ、復号化された第２認証情報に基づいて、後述するリンク確立のための認証が行われる
こととなる。
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【００３１】
　復号化部１５は、例えば、第１電子機器１及び第２電子機器２間のリンク確立後に、第
１電子機器１からの要求に応じて第２電子機器２から送信される、第２電子機器２におい
て取得された電源付加信号に含まれる暗号情報により暗号化された映像・音声データ等の
情報を、当該第１電子機器１において取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に基づ
いて復号化する。
【００３２】
　デコーダ１６は、例えば、無線通信部１２により受信した符号化された映像・音声デー
タ等の各種情報が復号化部１５において復号されると、当該復号化された情報に対して、
当該情報のファイル形式に応じたデコード処理を施し、符号化された情報から所定の情報
にデコードする。
【００３３】
　出力部１７は、例えば、図示しない表示機器やスピーカ機器等を備えて成り、デコーダ
１６によりデコードされた映像データに基づく映像を表示機器に表示させるとともに、デ
コーダ１６によりデコードされた音声データに基づく音声をスピーカ機器により出力する
。
【００３４】
　制御部１８は、例えば、電源付加情報格納メモリ１８１、ＣＰＵ１８２、ＲＡＭ１８３
、ＲＯＭ１８４等を備えて構成されている。
【００３５】
　電源付加情報格納メモリ１８１は、例えば、ＥＰＲＯＭ（Electrically Programmable 
Read Only Memory）、フラッシュメモリ等の書き換え可能な不揮発性メモリであり、後述
する付加信号取得プログラム１８４ａの実行により電源信号から取得され、ＯＦＤＭ復調
部１３においてＯＦＤＭ復調された電源付加信号に含まれる第２認証情報及び暗号情報等
の電源付加情報を記憶する。当該第２認証情報及び暗号情報は、電源付加情報格納メモリ
１８１内の別領域にそれぞれ記憶され、所定の時間間隔で更新されることとなる。
【００３６】
　ＣＰＵ１８２は、ＲＯＭ１８４に記憶された処理プログラムに従って、各種の制御処理
を実行する。
【００３７】
　ＲＡＭ１８３は、ＣＰＵ１８２によって実行される処理プログラム等を展開するための
プログラム格納領域や、入力データや上記処理プログラムが実行される際に生じる処理結
果等を格納するデータ格納領域等を備える。
【００３８】
　ＲＯＭ１８４は、第１電子機器１において実行可能なシステムプログラム、当該システ
ムプログラムで実行可能な各種処理プログラム、これら各種処理プログラムを実行する際
に使用されるデータ、ＣＰＵ１８２によって演算処理された処理結果のデータ等を記憶す
る。当該プログラムは、コンピュータが読み取り可能なプログラムコードの形で記憶され
ている。
　具体的には、ＲＯＭ１８４は、例えば、付加信号取得プログラム１８４ａ、暗号化プロ
グラム１８４ｂ、送信プログラム１８４ｃ等を備えている。
【００３９】
　付加信号取得プログラム１８４ａは、例えば、ＣＰＵ１８２に、電源信号受信手段とし
ての電源プラグ１１により受信された電源信号に付加された電源付加信号を取得する機能
を実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ１８２は、信号付加装置３を経由して送信されてくる電源信号が電
源プラグ１１により受信されると、当該電源信号を検波してＯＦＤＭ変調された電源付加
信号を取り出し、当該電源付加信号に対してＯＦＤＭ復調部１３においてＯＦＤＭ復調を
行うことにより、元のデータを復元する。ＯＦＤＭ復調部１３では、まず、電源信号から
取り出したＯＦＤＭ信号に対して、Ａ／Ｄ変換を行った後に、サブキャリアに対する周波
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数同期等を行い、次にガードインターバルを除去してシリアルパラレル変換を行う。そし
て、これをフーリエ変換することにより、マルチキャリア信号波からサブキャリア信号を
取り出す。さらに、取り出したサブキャリア信号毎に復調し、パラレルシリアル変換を行
って、電源信号から電源付加信号を取得する。当該付加信号取得プログラム１８４ａの実
行により取得された電源付加信号は、電源付加情報として電源付加情報格納メモリ１８１
に格納されることとなる。また、ＣＰＵ１８２は、当該付加信号取得プログラム１８４ａ
を所定の間隔（例えば、６０秒間隔）で実行し、電源付加情報格納メモリ１８１に格納さ
れる第２認証情報及び暗号情報等の電源付加情報を更新する。
　ＣＰＵ１８２は、かかる付加信号取得プログラム１８４ａを実行することにより、取得
手段として機能する。
【００４０】
　暗号化プログラム１８４ｂは、例えば、ＣＰＵ１８２に、当該第１電子機器１における
付加信号取得プログラム１８４ａの実行により取得された電源付加信号に含まれる暗号情
報に基づいて、第１電子機器１と第２電子機器２との間のリンクを確立するための認証情
報である第２認証情報を暗号化する機能を実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ１８２は、第２電子機器２における後述する初期設定プログラム２
８４ｂの実行により、リンクの初期設定を行うための認証が行われ、第１電子機器１と第
２電子機器２との間でリンクの初期設定が行われると、第２電子機器２からの送信要求に
応じて、付加信号取得プログラム１８４ａの実行により電源信号から取得され、電源付加
情報格納メモリ１８１に格納された電源付加情報に含まれる暗号情報に基づいて、当該電
源付加信号に含まれる第２認証情報を暗号化する。
　ＣＰＵ１８２は、かかる暗号化プログラム１８４ｂを実行することにより、暗号化手段
として機能する。
【００４１】
　送信プログラム１８４ｃは、例えば、ＣＰＵ１８２に、暗号化プログラム１８４ｂの実
行により暗号化された第２認証情報を、無線ネットワークＮにより第２電子機器２に送信
する機能を実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ１８２は、リンクの初期設定後に行われる第２電子機器２からの第
２認証情報の送信要求に対して、暗号化プログラム１８４ｂの実行により、当該第１電子
機器１自身において取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて暗号化された
第２認証情報を、無線通信部１２により無線ネットワークＮを介して第２電子機器２に送
信する。
　ＣＰＵ１８２は、かかる送信プログラム１８４ｃを実行することにより、送信手段とし
て機能する。
【００４２】
（第２電子機器の構成）
　第２電子機器２は、例えば、映像・音声データを再生し、無線ネットワークＮを介して
、出力装置等の第１電子機器１に再生された映像・音声データを送信する再生装置等であ
る。再生装置としては、例えば、ＤＶＤ(Digital Versatile Disc)プレーヤ、ビデオレコ
ーダ、ＰＶＲ(Personal Video Recorder)、オーディオ装置、ＢＳ(Broad Satellite)放送
やＣＳ(Communication Satellite)放送のチューナ、ＳＴＢ(Set Top Box)等を適用するこ
とができる。
　具体的には、第２電子機器２は、例えば、電源信号受信手段としての電源プラグ２１と
、第１電子機器１を含む他の電子機器と無線ネットワークＮを介して情報の送受信を行う
ための無線通信部２２と、電源信号に付加された電源付加信号に対してＯＦＤＭ復調を行
うＯＦＤＭ復調部２３と、第１電子機器１から送信される第２認証情報を、電源付加信号
に基づいて復号化する復号化部２４と、映像・音声データを再生する再生部２５と、再生
部２５において再生された映像・音声データをエンコードするエンコーダ２６と、エンコ
ーダ２６においてエンコードされた映像・音声データを電源付加信号に基づいて暗号化す
る暗号化部２７と、制御部２８と、等を備えている。
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【００４３】
　電源プラグ２１は、電源ソケット６に差し込まれることにより、電力線Ｐから伝達され
る電源信号を受信する。電源プラグ２１により受信された電源信号は第２電子機器２の各
部に伝達され、電力の供給が行われる。
【００４４】
　無線通信部２２は、無線ネットワークＮを介して、第１電子機器１との間で情報の送受
信を行う。具体的には、無線通信部２２は、第１電子機器１との間で無線信号の送受信を
行うためのアンテナ２２ａや、ＲＦ(Radio Frequency)変換器（図示省略）、Bluetooth規
格や、IEEE802.11規格に準じた無線ＬＡＮに接続するための無線ＬＡＮカード（図示省略
）等を備えている。
【００４５】
　ＯＦＤＭ復調部２３は、例えば、後述する付加信号取得プログラム２８４ａの実行にお
いて、電力線Ｐから供給される電源信号に付加されたＯＦＤＭ変調された電源付加信号に
対してＯＦＤＭ復調を行う。
【００４６】
　復号化部２４は、例えば、リンクの初期設定後に行われるリンク確立のための認証に際
して、後述する復号化プログラム２８４ｄの実行により、第１電子機器１から送信される
暗号化された第２認証情報を、付加信号取得プログラム２８４ａの実行により取得された
電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて暗号化する。この暗号情報は、例えば、後述
する付加信号取得プログラム２８４ａの実行により取得され、予め電源付加情報格納メモ
リ２８１に格納されている。当該復号化部２４において復号化された第２認証情報に基づ
いて、後述するリンク確立のための認証が行われることとなる。
【００４７】
　再生部２５は、例えば、第１電子機器１及び第２電子機器２間のリンク確立後に、第１
電子機器１からの要求に基づく制御部２８からの指示に従って、記録媒体に蓄積された映
像・音声データや、外部から入力される映像・音声データを再生する。
【００４８】
　エンコーダ２６は、例えば、再生部２５において再生された映像・音声データを、所定
のファイル形式(JPEG(Joint Photographic Experts Group))形式や、MPEG-2(Moving Pict
ure Experts Group phase 2)形式)の映像・音声データに符号化する。
【００４９】
　暗号化部２７は、エンコーダ２６において所定のファイル形式に符号化された映像・音
声データを、後述する付加信号取得プログラム２８４ａの実行により取得された電源付加
信号に含まれる暗号情報に基づいて暗号化する。
【００５０】
　制御部２８は、例えば、電源付加情報格納メモリ２８１、ＣＰＵ２８２、ＲＡＭ２８３
、ＲＯＭ２８４等を備えて構成されている。
【００５１】
　電源付加情報格納メモリ２８１は、例えば、ＥＰＲＯＭ（Electrically Programmable 
Read Only Memory）、フラッシュメモリ等の書き換え可能な不揮発性メモリであり、後述
する付加信号取得プログラム２８４ａの実行により電源信号から取得され、ＯＦＤＭ復調
部２３においてＯＦＤＭ復調された電源付加信号に含まれる第２認証情報及び暗号情報等
の電源付加情報を記憶する。当該第２認証情報及び暗号情報は、電源付加情報格納メモリ
２８１内の別領域にそれぞれ記憶され、所定の時間間隔で更新されることとなる。
【００５２】
　ＣＰＵ２８２は、ＲＯＭ２８４に記憶された処理プログラムに従って、各種の制御処理
を実行する。
【００５３】
　ＲＡＭ２８３は、ＣＰＵ２８２によって実行される処理プログラム等を展開するための
プログラム格納領域や、入力データや上記処理プログラムが実行される際に生じる処理結
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果等を格納するデータ格納領域等を備える。
【００５４】
　ＲＯＭ２８４は、第２電子機器２において実行可能なシステムプログラム、当該システ
ムプログラムで実行可能な各種処理プログラム、これら各種処理プログラムを実行する際
に使用されるデータ、ＣＰＵ２８２によって演算処理された処理結果のデータ等を記憶す
る。当該プログラムは、コンピュータが読み取り可能なプログラムコードの形で記憶され
ている。
　具体的には、ＲＯＭ２８４は、例えば、付加信号取得プログラム２８４ａ、初期設定プ
ログラム２８４ｂ、受信プログラム２８４ｃ、復号化プログラム２８４ｄ、認証プログラ
ム２８４ｅ等のプログラムを備えている。
【００５５】
　付加信号取得プログラム２８４ａは、例えば、ＣＰＵ２８２に、電源信号受信手段とし
ての電源プラグ２１により受信された電源信号に付加された電源付加信号を取得する機能
を実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ２８２は、信号付加装置３を経由して送信されてくる電源信号が電
源プラグ２１により受信されると、当該電源信号を検波してＯＦＤＭ変調された電源付加
信号を取り出し、当該電源付加信号に対してＯＦＤＭ復調部２３においてＯＦＤＭ復調を
行うことにより、元のデータを復元する。当該ＯＦＤＭ復調部２３では、上述した第１電
子機器１におけるＯＦＤＭ復調部１３と同様の処理が行われる。ＣＰＵ２８２は、かかる
付加信号取得プログラム２８４ａを実行することにより、取得手段として機能する。
【００５６】
　初期設定プログラム２８４ｂは、例えば、ＣＰＵ２８２に、第１電子機器１を含む他の
電子機器との間で、リンクの初期設定を行う機能を実現させるプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ２８２は、当該第２電子機器２と第１電子機器１との間でリンクの
初期設定が行われていない状態において、初めに、周囲に接続可能な電子機器が存在する
かを探す問い合わせ処理を行う。第２電子機器２におけるＣＰＵ２８２の問い合わせに対
して、第１電子機器１から、電子機器毎に設定される識別情報である、当該第１電子機器
１に設定されたＳＳＩＤ(Service Set Identifier)等の第１認証情報が第２電子機器２に
送信されると、ＣＰＵ２８２は、予め所定の領域に記憶された認証データと、第１電子機
器１から送信された第１認証情報とを比較して、第１認証情報を送信した第１電子機器１
が接続可能な電子機器であるか否かを判断する。ＣＰＵ２８２は、第１電子機器１から送
信された第１認証情報に基づいて、第１電子機器１が接続可能な電子機器であると判断す
ると、第１電子機器１とリンクの初期設定が行われて接続状態が設定される。リンクの初
期設定がなされると、ＣＰＵ２８２は、第１電子機器１に対して、リンクを確立するため
の第２認証情報の送信要求を行う。一方、ＣＰＵ２８２は、第１電子機器１がリンク可能
な電子機器でないと判断すると、第１電子機器１との初期設定を行わず、第１電子機器１
及び第２電子機器２の間において接続状態は設定されない。
【００５７】
　受信プログラム２８４ｃは、例えば、ＣＰＵ２８２に、第１電子機器１における送信プ
ログラム１８４ｃの実行により、第１電子機器１から送信される、暗号化された第２認証
情報を無線ネットワークＮにより受信する機能を実現させるためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ２８２は、リンクの初期設定後に、第１電子機器１に対して行った
第２認証情報の送信要求に対して、第１電子機器１から送信される、第１電子機器１にお
いて取得された電源付加信号に含まれる暗号情報により暗号化された第２認証情報を、無
線通信部２２により無線ネットワークＮを介して受信する。
　ＣＰＵ２８２は、かかる受信プログラム２８４ｃを実行することにより、受信手段とし
て機能する。
【００５８】
　復号化プログラム２８４ｄは、例えば、ＣＰＵ２８２に、受信プログラム２８４ｃの実
行により受信された、暗号化された第２認証情報を、第２電子機器２自身における付加信
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号取得プログラム２８４ａの実行により取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に基
づいて復号化する機能を実現するためのプログラムである。
　具体的には、ＣＰＵ２８２は、受信プログラム２８４ｃの実行により、第１電子機器１
から無線ネットワークＮを介して送信された、当該第１電子機器１において取得された電
源付加信号により暗号化された第２認証情報を、無線通信部２２において受信すると、受
信した第２認証情報を、電源付加情報格納メモリ２８１に予め格納された電源付加情報に
含まれる暗号情報に基づいて復号化する。
　ＣＰＵ２８２は、かかる復号化プログラム２８４ｄを実行することにより、復号化手段
として機能する。
【００５９】
　認証プログラム２８４ｅは、例えば、ＣＰＵ２８２に、復号化プログラム２８４ｄの実
行により復号化された第２認証情報に基づいて、第１電子機器１との間のリンクの初期設
定後に、第１電子機器１とのリンクを確立するための認証を行う機能を実現させるための
プログラムである。
　具体的には、例えば、ＣＰＵ２８２は、復号化プログラム２８４ｄの実行により第２認
証情報が復号化されると、当該第２認証情報が、第２電子機器２における付加信号取得プ
ログラム２８４ａの実行により取得された電源信号に付加された電源付加信号に含まれ、
第２電子機器２自身の電源付加情報格納メモリ２８１に予め記憶された第２認証情報と一
致するか否かを判断し、両認証情報が一致した場合に、第１電子機器１から送信された第
２認証情報が正規の認証情報であるとして、リンクが確立されたと判断する。
　ＣＰＵ２８２は、かかる認証プログラム２８４ｅを実行することにより、認証手段とし
て機能する。
【００６０】
＜通信システムにおける処理＞
　次に、本実施形態の通信システム１００において、第１電子機器１のＣＰＵ１８２及び
第２電子機器２のＣＰＵ２８２により行われるリンク確立処理について、図４を参照しな
がら説明する。
　本リンク確立処理は、信号付加装置３のＣＰＵ３３が信号付加プログラム３５ａを実行
することにより、電力線Ｐの電源信号に第２認証情報及び暗号情報を含む電源付加信号が
付加され、当該電力線Ｐに接続された第１電子機器１において付加信号取得プログラム１
８４ａが、また、電力線Ｐに接続された第２電子機器２において付加信号取得プログラム
２８４ａがそれぞれ実行されることにより、第１電子機器１及び第２電子機器２において
電源信号に付加された電源付加信号が取得された状態において、第１電子機器１のＣＰＵ
１８２が、暗号化プログラム１８４ｂ及び送信プログラム１８４ｃを実行し、第２電子機
器２のＣＰＵ２８２が、初期設定プログラム２８４ｂ、受信プログラム２８４ｃ、復号化
プログラム２８４ｄ及び認証プログラム２８４ｅを実行することにより行われる。
【００６１】
　まず初めに、第２電子機器２のＣＰＵ２８２は、ステップＳ１において、接続可能な電
子機器を探す問い合わせ処理を実行する。ステップＳ２において、第１電子機器１のＣＰ
Ｕ１８２は、自己に設定されたリンクの初期設定のための第１認証情報を、無線通信部１
２により無線ネットワークＮを介して第２電子機器２に送信すると、ステップＳ３におい
て、第２電子機器２のＣＰＵ２８２は、第１電子機器１から送信された第１認証情報を無
線通信部２２により受信する。ステップＳ４において、ＣＰＵ２８２は、受信した第１認
証情報と、予め所定の領域に記憶された認証データとを比較し、リンクの初期設定のため
の認証を行う。ステップＳ５において、ＣＰＵ２８２は、第１認証情報を送信した第１電
子機器１が、接続可能な電子機器であるか否かを判断し、接続可能な電子機器であると判
断すると（ステップＳ５；Ｙｅｓ）、リンクの初期設定が完了して、ステップＳ６に進み
、一方、接続不可能な電子機器であると判断すると（ステップＳ５；Ｎｏ）、リンクの初
期設定は完了せず、ステップＳ１に戻って以上の処理を繰り返す。
【００６２】
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　ステップＳ６において、ＣＰＵ２８２は、リンク確立のための第２認証情報の送信要求
を、無線通信部２２により無線ネットワークＮを介して第１電子機器１に対して送信する
。ステップＳ７において、第１電子機器１のＣＰＵ１８２は、第２電子機器２から送信さ
れたリンク確立のための第２認証情報の送信要求を無線通信部１２により受信すると、ス
テップＳ８において、第１電子機器１自身において取得され、電源付加情報格納メモリ１
８１に予め記憶された、電源信号に付加された電源付加信号に含まれる第２認証情報を、
電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて暗号化する。そして、ＣＰＵ１８２は、続く
ステップＳ９において、第１電子機器１自身の電源付加情報格納メモリ１８１に格納され
た暗号情報に基づいて暗号化された第２認証情報を、無線通信部１２により無線ネットワ
ークＮを介して第２電子機器２に送信する。
【００６３】
　次に、ステップＳ１０において、第２電子機器２のＣＰＵ２８２は、第１電子機器１か
ら送信された、第１電子機器１において取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に基
づいて暗号化された第２認証情報を、無線通信部２２により無線ネットワークＮを介して
受信する。ステップＳ１１において、ＣＰＵ２８２は、第１電子機器１から送信された当
該第２認証情報を、第２電子機器２自身において取得され、電源付加情報格納メモリ２８
１に予め格納された、電源信号に付加された電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて
復号化する。さらに、ステップＳ１２において、ＣＰＵ２８２は、復号化された第２認証
情報が、第２電子機器２自身において取得され、電源付加情報格納メモリ２８１に予め格
納された、電源付加信号に含まれる第２認証情報と一致するか否かを判断する。ＣＰＵ２
８２は、ステップＳ１２において、復号化された第２認証情報が、第２電子機器２自身の
電源付加情報格納メモリ２８１に格納された第２認証情報と一致しないと判断すると（ス
テップＳ１２；Ｎｏ）、ステップＳ１３において第１電子機器１との通信を拒否し、ステ
ップＳ１に戻って以上の処理を繰り返す。一方、ＣＰＵ２８２は、ステップＳ１２におい
て、復号化された第２認証情報が、第２電子機器２自身の電源付加情報格納メモリ２８１
に格納された第２認証情報と一致すると判断すると（ステップＳ１２；Ｙｅｓ）、第１電
子機器１と第２電子機器２との間でリンクが確立することとなる。ＣＰＵ２８２は、ステ
ップＳ１４において、第１電子機器１及び第２電子機器２間におけるコマンドの送受信や
、データの送受信等を許可して、本処理を終了する。
【００６４】
　以上説明した本発明にかかる本実施形態の通信システム１００によれば、信号付加装置
３のＣＰＵ３３による信号付加プログラム３５ａの実行により、電力を供給する電源信号
に、第１電子機器１と第２電子機器２との間のリンクを確立するための認証情報を含む電
源付加信号が付加される。また、複数の電子機器１０の各々において、付加信号取得プロ
グラム（例えば、１８４ａ、２８４ａ）の実行により、電力線Ｐを介して、電源プラグ（
例えば、１１、２１）により電源付加信号が付加された電源信号が受信され、取得プログ
ラムの実行により、電源プラグ（例えば、１１、２１）により受信された電源信号に付加
された電源付加信号が取得される。また、第１電子機器１において、ＣＰＵ１８２による
暗号化プログラム１８４ｂの実行により、当該第１電子機器１における付加信号取得プロ
グラム１８４ａの実行により取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて、電
源付加信号に含まれる認証情報が暗号化され、送信プログラム１８４ｃの実行により、暗
号化プログラム１８４ｂの実行により暗号化された認証情報が、第２電子機器２に無線ネ
ットワークＮにより送信される。そして、第２電子機器２において、受信プログラム２８
４ｃの実行により、第１電子機器１における送信プログラム１８４ｃの実行により第１電
子機器１から送信された、暗号化された認証情報が無線ネットワークＮにより受信され、
復号化プログラム２８４ｄの実行により、受信プログラム２８４ｃの実行により受信され
た、暗号化された認証情報が、当該第２電子機器２における付加信号取得プログラム２８
４ａの実行により取得された電源付加信号に含まれる暗号情報に基づいて復号化され、認
証プログラム２８４ｅの実行により、復号化手段により復号化された認証情報に基づいて
、第１電子機器１との間のリンクの初期設定後に、第１電子機器１とのリンクを確立する
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ための認証が行われる。
　したがって、同一の電源付加信号が付加された電源信号の供給を受ける電子機器間での
み無線ネットワークＮによる通信が可能となるとともに、正規の認証情報及び暗号情報を
含む電源付加信号を取得できる電子機器間でのみ通信が可能となって、システムの一部に
電力線搬送通信技術を用いることにより、簡単な構成且つ低コストで、当該通信システム
１００におけるセキュリティ性を高めることができる。
【００６５】
　なお、本発明は、発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の改良並びに設計の変更を
行っても良い。
　例えば、第１電子機器１より暗号化されて第２電子機器２に送信される所定の情報は、
認証情報に限られるものではなく、第１電子機器１において生成された情報であってもよ
い。また、一旦、認証情報によりリンクの確立がなされた後に、第１電子機器１より第２
電子機器２に送信される情報に対しても暗号化してもよい。
また、例えば、付加手段は、電力線Ｐの電源信号に付加する電源付加信号を、所定の間隔
で変更することとしても良い。これにより、本通信システム１００におけるセキュリティ
をより高めることができる。
　また、例えば、電源信号に電源付加信号を重畳する方法及び電源信号から電源付加信号
を取得する方法は、上記実施形態で説明したものに限定されない。すなわち、ＰＬＣモデ
ムにより電源付加信号を重畳し、フィルタ・モデム等により電源付加信号を取得する方法
であっても良い。
　また、本発明の通信システム１００は、無線ＬＡＮ等の無線通信システムでなくても良
く、例えば、有線による通信システムであっても良い。
　また、信号付加装置３を設ける場所は限定されず、各電源ソケット６に信号付加装置を
設置する形態であっても良く、また屋外に設置される構成であっても良い。
　また、電力線Ｐ及び無線ネットワークＮに接続される複数の電子機器１０の種類・数は
、上記実施形態で例示したものに限られない。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明を適用した本実施形態における通信システムの全体構成を示す図である。
【図２】第１電子機器及び第２電子機器の要部構成を示すブロック図である。
【図３】信号付加装置の要部構成を示すブロック図である。
【図４】第１電子機器のＣＰＵ及び第２電子機器のＣＰＵにより行われるリンク確立処理
を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６７】
　１００　　　通信システム
　１０　　　　複数の電子機器
　１　　　　　第１電子機器
　２　　　　　第２電子機器
　３３　　　　ＣＰＵ（付加手段）
　３５ａ　　　信号付加プログラム（付加手段）
　１１、２１　電源プラグ（電源信号受信手段）
　１８２　　　ＣＰＵ（取得手段、暗号化手段、送信手段）
　１８４ａ　　付加信号取得プログラム（取得手段）
　１８４ｂ　　暗号化プログラム（暗号化手段）
　１８４ｃ　　送信プログラム（送信手段）
　２８２　　　ＣＰＵ（取得手段、受信手段、復号化手段、認証手段）
　２８４ｃ　　受信プログラム（受信手段）
　２８４ｄ　　復号化プログラム（復号化手段）
　２８４ｅ　　認証プログラム（認証手段）
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　Ｐ　　　　　電力線（電力線、第２通信回線）
　Ｎ　　　　　無線ネットワーク（第１通信回線）

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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