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(57)【要約】
【課題】有料放送番組の視聴制限をより柔軟、且つ、簡
易に実現する。
【解決手段】サーバ機能付きＤＴＶは、契約情報を識別
する識別情報に対し、受信制御カードのカードＩＤと、
サーバ機能付きＤＴＶに接続される各ＤＴＶに対する視
聴可否設定とを関連付けて記憶する契約情報管理テーブ
ルを有する。接続先のＤＴＶは、有料放送を選局する際
に、受信制御カードに対応する契約情報の識別情報をサ
ーバ機能付きＤＴＶに送信する。サーバ機能付きＤＴＶ
は、接続先のＤＴＶから送信された識別情報に基づき契
約情報管理テーブルを参照し、接続先のＤＴＶに対応す
る視聴可否設定を当該ＤＴＶに送信する。接続先のＤＴ
Ｖは、選局した有料放送による番組の出力を、受信した
視聴可否設定に従い制御する。契約情報に対して各ＤＴ
Ｖの視聴可否情報が管理されるため、視聴制限を番組毎
、ＤＴＶ毎に柔軟に行うことができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を、着脱可能な受信制御カードに記憶さ
れるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置と、該放送受信装置による該デジタル
放送信号に基づく放送番組の視聴の可否を制御するサーバ装置とが通信手段で接続された
放送受信システムであって、
　前記サーバ装置は、
　前記放送受信装置に装着された前記受信制御カードに対応する、前記スクランブル鍵を
含む契約情報を識別する契約情報識別情報を、前記通信手段を介して前記放送受信装置か
ら取得する第１の取得手段と、
　前記契約情報識別情報に対応する放送番組を前記放送受信装置で視聴可能とするか否か
を示す視聴可否情報を前記通信手段を介して前記放送受信装置から取得する視聴可否情報
取得手段と、
　前記放送受信装置を識別する装置識別情報を取得する装置識別情報取得手段と、
　前記視聴可否情報取得手段で取得された前記視聴可否情報を前記装置識別情報取得手段
で取得された前記装置識別情報に対応付けて記憶すると共に、該視聴可否情報を前記第１
の取得手段で取得された前記契約情報識別情報と関連付けて記憶する契約情報管理テーブ
ルと、
　前記放送受信装置から前記通信手段を介して送信された前記契約情報識別情報と、前記
装置識別情報取得手段で取得された前記装置識別情報とに基づき前記契約情報管理テーブ
ルを参照して、該契約情報識別情報と該放送受信装置とに対応する前記視聴可否情報を取
得し、該視聴可否情報を、該視聴可否情報に対応する前記装置識別情報に基づき該放送受
信装置に送信する契約情報管理手段と
を有し、
　前記放送受信装置は、
　デジタル放送信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信したデジタル放送信号に基づく放送番組による映像および音声の出
力を行う出力手段と、
　装着された前記受信制御カードに対応する前記契約情報識別情報を取得する第２の取得
手段と、
　前記受信手段で受信された前記デジタル放送信号が前記スクランブル処理されている場
合に、前記第２の取得手段で取得した前記契約情報識別情報を前記通信手段を介して前記
サーバ装置に送信する送信手段と、
　前記送信手段により前記サーバ装置に対して送信した前記契約情報識別情報に応じて該
サーバ装置から送信された前記視聴可否情報に基づき、前記出力手段での前記放送番組に
よる映像および音声の出力を行うか否かを制御する出力制御手段と
を有する
ことを特徴とする放送受信システム。
【請求項２】
　前記放送受信装置は、
　ユーザ操作に応じて前記視聴可否情報の変更を指示する変更手段をさらに有し、
　前記サーバ装置から送信された前記視聴可否情報が前記放送番組による映像および音声
の出力を行わないことを示していた場合に、ユーザ操作により前記変更手段を用いて行っ
た前記視聴可否情報の変更の指示を該サーバ装置に送信し、
　前記サーバ装置は、
　前記放送受信装置から送信された、前記視聴可否情報の変更の指示に従い前記テーブル
を更新する
ことを特徴とする請求項１に記載の放送受信システム。
【請求項３】
　前記サーバ装置は、
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　パスワードと前記受信制御カードを識別する識別情報とを関連付けて記憶するパスワー
ド管理テーブルをさらに有し、
　前記契約情報管理手段は、前記放送受信装置から送信されたパスワードと受信制御カー
ドを識別する識別情報とに基づき前記パスワード管理テーブルを参照して該パスワードの
認証を行い、認証結果を前記放送受信装置に送信し、
　前記放送受信装置の前記変更手段は、
　前記サーバ装置から送信された前記視聴可否情報が前記放送番組による映像および音声
の出力を行わないことを示していた場合に、パスワードの入力を受け付け、入力された該
パスワードと、前記第２の取得手段で前記契約情報識別情報を取得した受信制御カードの
識別情報とを前記サーバ装置に送信し、
　前記パスワードおよび前記識別情報の送信に応じて前記サーバ装置から送信された前記
認証結果が前記パスワードが認証されたことを示していたら、前記視聴可否情報の変更を
行う
ことを特徴とする請求項２に記載の放送受信システム。
【請求項４】
　受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を、着脱可能な受信制御カードに記憶さ
れるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置と、該放送受信装置による該デジタル
放送信号に基づく放送番組の視聴の可否を制御するサーバ装置とが通信手段で接続された
放送受信システムの視聴制御方法であって、
　前記サーバ装置は、
　前記放送受信装置に装着された前記受信制御カードに対応する、前記スクランブル鍵を
含む契約情報を識別する契約情報識別情報を、前記通信手段を介して前記放送受信装置か
ら取得する第１の取得工程と、
　前記契約情報識別情報に対応する放送番組を前記放送受信装置で視聴可能とするか否か
を示す視聴可否情報を前記通信手段を介して前記放送受信装置から取得する視聴可否情報
取得工程と、
　前記放送受信装置を識別する装置識別情報を取得する装置識別情報取得工程と、
　前記放送受信装置から前記通信手段を介して送信された前記契約情報識別情報と、前記
装置識別情報取得工程で取得された前記装置識別情報とに基づき、前記視聴可否情報取得
工程で取得された前記視聴可否情報を前記装置識別情報取得工程で取得された前記装置識
別情報に対応付けて記憶すると共に、該視聴可否情報を前記第１の取得工程で取得された
前記契約情報識別情報と関連付けて記憶する契約情報管理テーブルを参照して、該契約情
報識別情報と該放送受信装置とに対応する前記視聴可否情報を取得し、該視聴可否情報を
、該視聴可否情報に対応する前記装置識別情報に基づき該放送受信装置に送信する契約情
報管理工程と
を有し、
　前記放送受信装置は、
　デジタル放送信号を受信する受信工程と、
　前記受信工程で受信したデジタル放送信号に基づく放送番組による映像および音声の出
力を行う出力工程と、
　装着された前記受信制御カードに対応する前記契約情報識別情報を取得する第２の取得
工程と、
　前記受信工程で受信された前記デジタル放送信号が前記スクランブル処理されている場
合に、前記第２の取得工程で取得した前記契約情報識別情報を前記通信手段を介して前記
サーバ装置に送信する送信工程と、
　前記送信工程により前記サーバ装置に対して送信した前記契約情報識別情報に応じて該
サーバ装置から送信された前記視聴可否情報に基づき、前記出力工程での前記放送番組に
よる映像および音声の出力を行うか否かを制御する出力制御工程と
を有する
ことを特徴とする視聴制御方法。
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【請求項５】
　受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を着脱可能な受信制御カードに記憶され
るスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置による該デジタル放送信号に基づく放送
番組の視聴の可否を制御するサーバ装置であって、
　前記放送受信装置と通信を行う通信手段と、
　前記放送受信装置に装着された前記受信制御カードに対応する、前記スクランブル鍵を
含む契約情報を識別する契約情報識別情報を前記通信手段を介して前記放送受信装置から
取得する取得手段と、
　前記契約情報識別情報に対応する放送番組を前記放送受信装置で視聴可能とするか否か
を示す視聴可否情報を前記通信手段を介して前記放送受信装置から取得する視聴可否情報
取得手段と、
　前記放送受信装置を識別する装置識別情報を取得する装置識別情報取得手段と、
　前記視聴可否情報取得手段で取得された前記視聴可否情報を前記装置識別情報取得手段
で取得された前記装置識別情報に対応付けて記憶すると共に、該視聴可否情報を前記取得
手段で取得された前記契約情報識別情報と関連付けて記憶する契約情報管理テーブルと、
　前記放送受信装置から前記通信手段を介して送信された前記契約情報識別情報と、前記
装置識別情報取得手段で取得された前記装置識別情報とに基づき前記契約情報管理テーブ
ルを参照して、該契約情報識別情報と該放送受信装置とに対応する前記視聴可否情報を取
得し、該視聴可否情報を、該視聴可否情報に対応する前記装置識別情報に基づき該放送受
信装置に送信する契約情報管理手段と
を有する
ことを特徴とするサーバ装置。
【請求項６】
　前記放送受信装置から送信された、前記サーバ装置から送信された前記視聴可否情報が
前記放送番組による映像および音声の出力を行わないことを示していた場合に、ユーザ操
作に応じて行った前記視聴可否情報の変更の指示に従い前記テーブルを更新する
ことを特徴とする請求項５に記載のサーバ装置。
【請求項７】
　前記サーバ装置は、
　パスワードと前記受信制御カードを識別するカード識別情報とを関連付けて記憶するパ
スワード管理テーブルをさらに有し、
　前記契約情報管理手段は、前記放送受信装置から送信されたパスワードと受信制御カー
ドを識別するカード識別情報とに基づき前記パスワード管理テーブルを参照して該パスワ
ードの認証を行い、認証結果を前記放送受信装置に送信する
ことを特徴とする請求項６に記載のサーバ装置。
【請求項８】
　受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を着脱可能な受信制御カードに記憶され
るスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置による該デジタル放送信号に基づく放送
番組の視聴の可否を制御する視聴制御方法であって、
　前記放送受信装置に装着された前記受信制御カードに対応する、前記スクランブル鍵を
含む契約情報を識別する契約情報識別情報を、前記放送受信装置と通信を行う通信手段を
介して前記放送受信装置から取得する取得工程と、
　前記契約情報識別情報に対応する放送番組を前記放送受信装置で視聴可能とするか否か
を示す視聴可否情報を前記通信手段を介して前記放送受信装置から取得する視聴可否情報
取得工程と、
　前記放送受信装置を識別する装置識別情報を取得する装置識別情報取得工程と、
　前記放送受信装置から前記通信手段を介して送信された前記契約情報識別情報と、前記
装置識別情報取得工程で取得された前記装置識別情報とに基づき、前記視聴可否情報取得
工程で取得された前記視聴可否情報を前記装置識別情報取得工程で取得された前記装置識
別情報に対応付けて記憶すると共に、該視聴可否情報を前記取得工程で取得された前記契
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約情報識別情報と関連付けて記憶する契約情報管理テーブルを参照して、該契約情報識別
情報と該放送受信装置とに対応する前記視聴可否情報を取得し、該視聴可否情報を、該視
聴可否情報に対応する前記装置識別情報に基づき該放送受信装置に送信する契約情報管理
工程と
を有する
ことを特徴とする視聴制御方法。
【請求項９】
　受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を、着脱可能な受信制御カードに記憶さ
れるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置であって、
　サーバ装置と通信する通信手段と、
　デジタル放送信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信したデジタル放送信号に基づく放送番組による映像および音声の出
力を行う出力手段と、
　装着された前記受信制御カードに対応する、前記スクランブル鍵を含む契約情報を識別
する契約情報識別情報を取得する取得手段と、
　前記受信手段で受信された前記デジタル放送信号が前記スクランブル処理されている場
合に、前記取得手段で取得した前記契約情報識別情報を前記通信手段を介して前記サーバ
装置に送信する送信手段と、
　前記送信手段により前記サーバ装置に対して送信した前記契約情報識別情報に応じて該
サーバ装置から送信された視聴可否情報に基づき、前記出力手段での前記放送番組による
映像および音声の出力を行うか否かを制御する出力制御手段と
を有する
ことを特徴とする放送受信装置。
【請求項１０】
　ユーザ操作に応じて前記視聴可否情報の変更の指示を行う変更手段をさらに有し、
　前記サーバ装置から送信された前記視聴可否情報が前記放送番組による映像および音声
の出力を行わないことを示していた場合に、ユーザ操作により前記変更手段を用いて行っ
た前記視聴可否情報の変更の指示を該サーバ装置に送信する
ことを特徴とする請求項１１に記載の放送受信装置。
【請求項１１】
　前記変更手段は、
　前記サーバ装置から送信された前記視聴可否情報が前記放送番組による映像および音声
の出力を行わないことを示していた場合に、パスワードの入力を受け付け、入力された該
パスワードと、前記取得手段で前記契約情報識別情報を取得した受信制御カードのカード
識別情報とを前記サーバ装置に送信し、
　前記パスワードおよび前記識別情報の送信に応じて前記サーバ装置から送信された認証
結果が前記パスワードが認証されたことを示していたら、前記視聴可否情報の変更を行う
ことを特徴とする請求項１０に記載の放送受信装置。
【請求項１２】
　受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を、着脱可能な受信制御カードに記憶さ
れるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置の制御方法であって、
　デジタル放送信号を受信する受信工程と、
　前記受信工程で受信したデジタル放送信号に基づく放送番組による映像および音声の出
力を行う出力工程と、
　前記受信制御カードに対応する、前記スクランブル鍵を含む契約情報を識別する契約情
報識別情報を取得する取得工程と、
　前記受信工程で受信された前記デジタル放送信号が前記スクランブル処理されている場
合に、前記取得工程で取得した前記契約情報識別情報をサーバ装置と通信する通信手段を
介して該サーバ装置に送信する送信工程と、
　前記送信工程により前記サーバ装置に対して送信した前記契約情報識別情報に応じて該
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サーバ装置から送信された視聴可否情報に基づき、前記出力工程での前記放送番組による
映像および音声の出力を行うか否かを制御する出力制御工程と
を有する
ことを特徴とする放送受信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＣカードを用いて放送番組の視聴制御を行う放送受信システム、サーバ装
置および放送受信装置、ならびに、視聴制御方法および放送受信装置の制御方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　地上デジタル放送といったデジタルテレビジョン放送（以下、デジタルＴＶ放送）では
、情報の記憶や書き換えが可能とされたＩＣカードを用いて、放送番組の著作権保護や有
料放送番組の視聴制限を行なう仕組みが導入されている。デジタルＴＶ放送を受信するデ
ジタルテレビジョン（以下、デジタルＴＶ）には、このようなＩＣカードを挿入するため
のスロットを実装する必要があり、当該ＩＣカードが挿入されていなければ、視聴制限が
行なわれる。以下、この放送番組の著作権保護や有料放送番組の視聴制限のために用いら
れるＩＣカードを、受信制御カードと称する。
【０００３】
　受信制御カードには、カードを識別するための識別情報（カードＩＤと呼ぶ）と、契約
されている有料放送の情報とが記憶される。有料放送を視聴する際の放送事業者との契約
は、カードＩＤを用いて行われる。また、一般的には、デジタルＴＶ毎に異なるカードＩ
Ｄを有する受信制御カードが付属されて販売される。一例として、デジタルＴＶ＃１は、
付属された、カードＩＤ＃１を有する受信制御カード＃１を挿入して使用する。同様に、
デジタルＴＶ＃２は、付属された、カードＩＤ＃２を有する受信制御カード＃２を挿入し
て使用する。
【０００４】
　これにより、デジタルＴＶ＃１に挿入された受信制御カード＃１で有料放送の契約を行
った場合、当該有料放送番組をデジタルＴＶ＃１で視聴するためには、当該受信制御カー
ド＃１が必要となる。また、当該受信制御カード＃１をデジタルＴＶ＃２に挿入すること
で、ユーザは、デジタルＴＶ＃２により当該有料放送を視聴することができる。
【０００５】
　また、デジタル放送では、未成年者に有害な内容を含む番組（以下、年齢制限番組と呼
ぶ）の視聴を制限する方法が提供されている。この方法によれば、放送データに視聴制限
年齢の情報を付加し、デジタルＴＶ本体に設定した年齢情報と照合することで、特定のデ
ジタルＴＶで年齢制限番組を視聴させなくできる。
【０００６】
　さらに、特許文献１のように、番組単位で視聴制限を可能にする方法も提案されている
。特許文献１では、ユーザが指定した番組情報と挿入されている受信制御カードのＩＤを
放送事業者に送信し、放送事業者が指定した番組の放送データにカードＩＤ情報を含む視
聴制限情報を付加することで、番組単位の視聴制限を実現している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－６９９７８公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここで、複数のデジタルＴＶを所有している環境で、これら複数のデジタルＴＶ毎に、
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受信制御カードによる有料放送番組の視聴制限を行なう場合について考える。上述したよ
うに、受信制御カードをデジタルＴＶ間で移動させることで、視聴可能な有料放送番組の
情報もデジタルＴＶ間で移動する。ところが、契約している有料放送番組によっては、特
定のデジタルＴＶでは視聴を制限したい場合も有り得る。このような場合、従来の技術で
は、これら複数のデジタルＴＶをそれぞれ操作してチャンネル視聴制限設定や年齢設定を
行う必要があり、ユーザの負担となっていた。
【０００９】
　また、デジタル放送における視聴制限年齢による制限機能を利用した場合であっても、
例えば、放送データに視聴年齢制限情報が付加されていないが、番組の内容は未成年者に
有害と思われる場合も有り得る。このような場合、従来の技術では、その番組の視聴を制
限することができなかった。
【００１０】
　特許文献１の方法を用いれば、ユーザ側から番組単位で視聴制限を設定することが可能
となるため、放送事業者側で視聴制限を行う番組以外にも、ユーザ側の判断で視聴制限を
行う番組を設定でき、上述の問題は解決できる。しかしながら、特許文献１の方法では、
受信制御カードを指定して視聴制限を設定しているため、視聴を制限したい番組が有料放
送番組である場合、契約済みの受信制御カードを挿入した全てのデジタルＴＶで当該番組
の視聴が不可になってしまう。
【００１１】
　したがって、本発明の目的は、有料放送番組の視聴制限をより柔軟、且つ、簡易に実現
できる放送受信システム、サーバ装置および放送受信装置、ならびに、視聴制御方法およ
び放送受信装置の制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上述した課題を解決するために、受信したデジタル放送信号のスクランブル
処理を、着脱可能な受信制御カードに記憶されるスクランブル鍵を用いて解除する放送受
信装置と、放送受信装置によるデジタル放送信号に基づく放送番組の視聴の可否を制御す
るサーバ装置とが通信手段で接続された放送受信システムであって、サーバ装置は、放送
受信装置に装着された受信制御カードに対応する、スクランブル鍵を含む契約情報を識別
する契約情報識別情報を、通信手段を介して放送受信装置から取得する第１の取得手段と
、契約情報識別情報に対応する放送番組を放送受信装置で視聴可能とするか否かを示す視
聴可否情報を通信手段を介して放送受信装置から取得する視聴可否情報取得手段と、放送
受信装置を識別する装置識別情報を取得する装置識別情報取得手段と、視聴可否情報取得
手段で取得された視聴可否情報を装置識別情報取得手段で取得された装置識別情報に対応
付けて記憶すると共に、視聴可否情報を第１の取得手段で取得された契約情報識別情報と
関連付けて記憶する契約情報管理テーブルと、放送受信装置から通信手段を介して送信さ
れた契約情報識別情報と、装置識別情報取得手段で取得された装置識別情報とに基づき契
約情報管理テーブルを参照して、契約情報識別情報と放送受信装置とに対応する視聴可否
情報を取得し、視聴可否情報を、視聴可否情報に対応する装置識別情報に基づき放送受信
装置に送信する契約情報管理手段とを有し、放送受信装置は、デジタル放送信号を受信す
る受信手段と、受信手段で受信したデジタル放送信号に基づく放送番組による映像および
音声の出力を行う出力手段と、装着された受信制御カードに対応する契約情報識別情報を
取得する第２の取得手段と、受信手段で受信されたデジタル放送信号がスクランブル処理
されている場合に、第２の取得手段で取得した契約情報識別情報を通信手段を介してサー
バ装置に送信する送信手段と、送信手段によりサーバ装置に対して送信した契約情報識別
情報に応じてサーバ装置から送信された視聴可否情報に基づき、出力手段での放送番組に
よる映像および音声の出力を行うか否かを制御する出力制御手段とを有することを特徴と
する放送受信システムである。
【００１３】
　また、本発明は、受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を、着脱可能な受信制
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御カードに記憶されるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置と、放送受信装置に
よるデジタル放送信号に基づく放送番組の視聴の可否を制御するサーバ装置とが通信手段
で接続された放送受信システムの視聴制御方法であって、サーバ装置は、放送受信装置に
装着された受信制御カードに対応する、スクランブル鍵を含む契約情報を識別する契約情
報識別情報を、通信手段を介して放送受信装置から取得する第１の取得工程と、契約情報
識別情報に対応する放送番組を放送受信装置で視聴可能とするか否かを示す視聴可否情報
を通信手段を介して放送受信装置から取得する視聴可否情報取得工程と、放送受信装置を
識別する装置識別情報を取得する装置識別情報取得工程と、放送受信装置から通信手段を
介して送信された契約情報識別情報と、装置識別情報取得工程で取得された装置識別情報
とに基づき、視聴可否情報取得工程で取得された視聴可否情報を装置識別情報取得工程で
取得された装置識別情報に対応付けて記憶すると共に、視聴可否情報を第１の取得工程で
取得された契約情報識別情報と関連付けて記憶する契約情報管理テーブルを参照して、契
約情報識別情報と放送受信装置とに対応する視聴可否情報を取得し、視聴可否情報を、視
聴可否情報に対応する装置識別情報に基づき放送受信装置に送信する契約情報管理工程と
とを有し、放送受信装置は、デジタル放送信号を受信する受信工程と、受信工程で受信し
たデジタル放送信号に基づく放送番組による映像および音声の出力を行う出力工程と、装
着された受信制御カードに対応する契約情報識別情報を取得する第２の取得工程と、受信
工程で受信されたデジタル放送信号がスクランブル処理されている場合に、第２の取得工
程で取得した契約情報識別情報を通信手段を介してサーバ装置に送信する送信工程と、送
信工程によりサーバ装置に対して送信した契約情報識別情報に応じてサーバ装置から送信
された視聴可否情報に基づき、出力工程での放送番組による映像および音声の出力を行う
か否かを制御する出力制御工程とを有することを特徴とする視聴制御方法である。
【００１４】
　また、本発明は、受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を着脱可能な受信制御
カードに記憶されるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置によるデジタル放送信
号に基づく放送番組の視聴の可否を制御するサーバ装置であって、放送受信装置と通信を
行う通信手段と、放送受信装置に装着された受信制御カードに対応する、スクランブル鍵
を含む契約情報を識別する契約情報識別情報を通信手段を介して放送受信装置から取得す
る取得手段と、契約情報識別情報に対応する放送番組を放送受信装置で視聴可能とするか
否かを示す視聴可否情報を通信手段を介して放送受信装置から取得する視聴可否情報取得
手段と、放送受信装置を識別する装置識別情報を取得する装置識別情報取得手段と、視聴
可否情報取得手段で取得された視聴可否情報を装置識別情報取得手段で取得された装置識
別情報に対応付けて記憶すると共に、視聴可否情報を取得手段で取得された契約情報識別
情報と関連付けて記憶する契約情報管理テーブルと、放送受信装置から通信手段を介して
送信された契約情報識別情報と、装置識別情報取得手段で取得された装置識別情報とに基
づき契約情報管理テーブルを参照して、契約情報識別情報と放送受信装置とに対応する視
聴可否情報を取得し、視聴可否情報を、視聴可否情報に対応する装置識別情報に基づき放
送受信装置に送信する契約情報管理手段とを有することを特徴とするサーバ装置である。
【００１５】
　また、本発明は、受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を着脱可能な受信制御
カードに記憶されるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置によるデジタル放送信
号に基づく放送番組の視聴の可否を制御する視聴制御方法であって、放送受信装置に装着
された受信制御カードに対応する、スクランブル鍵を含む契約情報を識別する契約情報識
別情報を、放送受信装置と通信を行う通信手段を介して放送受信装置から取得する取得工
程と、契約情報識別情報に対応する放送番組を放送受信装置で視聴可能とするか否かを示
す視聴可否情報を通信手段を介して放送受信装置から取得する視聴可否情報取得工程と、
放送受信装置を識別する装置識別情報を取得する装置識別情報取得工程と、放送受信装置
から通信手段を介して送信された契約情報識別情報と、装置識別情報取得工程で取得され
た装置識別情報とに基づき、視聴可否情報取得工程で取得された視聴可否情報を装置識別
情報取得工程で取得された装置識別情報に対応付けて記憶すると共に、視聴可否情報を取
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得工程で取得された契約情報識別情報と関連付けて記憶する契約情報管理テーブルを参照
して、契約情報識別情報と放送受信装置とに対応する視聴可否情報を取得し、視聴可否情
報を、視聴可否情報に対応する装置識別情報に基づき放送受信装置に送信する契約情報管
理工程とを有することを特徴とする視聴制御方法である。
【００１６】
　また、本発明は、受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を、着脱可能な受信制
御カードに記憶されるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置であって、サーバ装
置と通信する通信手段と、デジタル放送信号を受信する受信手段と、受信手段で受信した
デジタル放送信号に基づく放送番組による映像および音声の出力を行う出力手段と、装着
された受信制御カードに対応する、スクランブル鍵を含む契約情報を識別する契約情報識
別情報を取得する取得手段と、受信手段で受信されたデジタル放送信号がスクランブル処
理されている場合に、取得手段で取得した契約情報識別情報を通信手段を介してサーバ装
置に送信する送信手段と、送信手段によりサーバ装置に対して送信した契約情報識別情報
に応じてサーバ装置から送信された視聴可否情報に基づき、出力手段での放送番組による
映像および音声の出力を行うか否かを制御する出力制御手段とを有することを特徴とする
放送受信装置である。
【００１７】
　また、本発明は、受信したデジタル放送信号のスクランブル処理を、着脱可能な受信制
御カードに記憶されるスクランブル鍵を用いて解除する放送受信装置の制御方法であって
、デジタル放送信号を受信する受信工程と、受信工程で受信したデジタル放送信号に基づ
く放送番組による映像および音声の出力を行う出力工程と、受信制御カードに対応する、
スクランブル鍵を含む契約情報を識別する契約情報識別情報を取得する取得工程と、受信
工程で受信されたデジタル放送信号がスクランブル処理されている場合に、取得工程で取
得した契約情報識別情報をサーバ装置と通信する通信手段を介してサーバ装置に送信する
送信工程と、送信工程によりサーバ装置に対して送信した契約情報識別情報に応じてサー
バ装置から送信された視聴可否情報に基づき、出力工程での放送番組による映像および音
声の出力を行うか否かを制御する出力制御工程とを有することを特徴とする放送受信装置
の制御方法である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、上述した構成を有するために、有料放送番組の視聴制限をより柔軟、且つ、
簡易に実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】一般的なデジタルＴＶの一例の構成を概略的に示すブロック図である。
【図２】デジタルＴＶが有料放送番組による放送信号を受信して視聴可能になるまでの一
例の処理を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施形態に適用可能なデジタル放送受信システムの一例の構成を
概略的に示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に適用可能なサーバ機能付きＤＴＶの一例の構成を示す
ブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に適用可能な契約情報管理テーブルの一例の構成を示す
図である。
【図６】本発明の第１の実施形態による、サーバ機能付きＤＴＶが新規の契約情報に応じ
て契約情報テーブルを更新する場合の一例の処理を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態による、サーバ機能付きＤＴＶの接続先のデジタルＴＶ
で受信制御カードを用い、有料放送番組を選局した場合の一例の処理を示すフローチャー
トである。
【図８】警告表示の一例を示す図である。
【図９】本発明の第２の実施形態による視聴制限設定の変更処理の一例のフローチャート
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である。
【図１０】変更画面の一例の構成を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態に適用可能なパスワード管理テーブルの一例の構成を
示す図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態による、パスワード管理テーブルに対するパスワード
の変更処理およびパスワードによる認証処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の第１の実施形態について説明する。先ず、本発明の第１の実施形態の説
明に先んじて、デジタルＴＶによるデジタル放送の受信処理について、図１を用いて概略
的に説明する。図１は、一般的なデジタルＴＶ２００の一例の構成を概略的に示す。
【００２１】
　デジタルＴＶ２００において、チューナ部２０２、カードＩ／Ｆ部２０３、デスクラン
ブラ２０４、出力処理部２０５が、バス２１１に対して接続される。また、ＣＰＵ２０６
、ＲＯＭ２０７、ＲＡＭ２０８、ＴＳデータ処理部２０９およびデコード処理部２１０が
、バス２１１に対してさらに接続される。バス２１１に接続される各部は、バス２１１を
介して互いにデータのやりとりが可能とされている。バス２１１に対して、さらにまた、
通信Ｉ／Ｆ２２０が接続される。通信Ｉ／Ｆ２２０は、例えばＬＡＮなどの通信ネットワ
ークを介した他の機器との通信を行う。
【００２２】
　ＣＰＵ２０６は、ＲＯＭ２０７に予め記憶されたプログラムに従い、ＲＡＭ２０８をワ
ークメモリとして用いて、このデジタルＴＶ２００全体の動作を制御する。ＣＰＵ２０６
は、プログラムに従い、所定の表示を後述する表示部２１２に表示させるための表示制御
信号を生成することもできる。
【００２３】
　カードＩ／Ｆ部２０３は、ＩＣカードからなる受信制御カード（図示しない）が着脱可
能な構造とされ、受信制御カードを挿入して当該受信制御カードをデジタルＴＶ２００に
装着し、当該受信制御カードと通信を行うためのスロットを有する。カードＩ／Ｆ部２０
３は、スロットに挿入された受信制御カードとデータ通信を行い、受信制御カードに記憶
されたデータの読み出しおよび受信制御カードに対するデータの書き込みを行う。受信制
御カードは、メモリ機能を持つＩＣチップを内部に有し、カードを識別するカード識別情
報であるカードＩＤとデスクランブル鍵とが予め記憶される。受信制御カードは、カード
ＩＤにより識別される。また、受信制御カードは、有料放送サービスに契約した場合に、
当該有料放送サービスの契約期間や視聴可能な番組の種類などの、視聴契約に関する情報
が書き込まれる。
【００２４】
　次に、デジタルＴＶ２００の放送受信装置としての基本的な動作の例を説明する。デジ
タル放送信号がアンテナ２０１に受信され、受信手段としてのチューナ部２０２で復調さ
れ、映像データ、音声データおよび補助データが多重化されたトランスポートストリーム
（ＴＳ）に変換され、ＴＳデータ処理部２０９に供給される。ＴＳデータ処理部２０９は
、トランスポートストリームから、多重化された映像データおよび音声データ、ならびに
、セクション形式のデータを分離する。
【００２５】
　トランスポートストリームから分離された映像および音声データは、それぞれ映像およ
び音声データのエレメンタリストリームとされる。エレメンタリストリームによっては、
ＭＵＬＴＩ２方式でスクランブルされているため、デスクランブル処理を行なう必要があ
る。セクション形式のデータは、デジタル放送のサービスに関するＰＳＩ／ＳＩ信号や、
鍵などの視聴制限のための情報を伝送するＥＣＭ信号およびＥＭＭ信号を含む。なお、Ｐ
ＳＩはProgram Specific Informationの略、ＳＩはService Informationの略である。ま
た、ＥＣＭはEntitlement Control Messageの略、ＥＭＭはEntitlement Management Mess
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ageの略である。
【００２６】
　ＴＳデータ処理部２０９は、カードＩ／Ｆ部２０３を通じて受信制御カードから取得し
たデスクランブル鍵を、デスクランブラ２０４に設定する。ＴＳデータ処理部２０９から
出力された映像および音声のエレメンタリストリームは、デスクランブラ２０４でスクラ
ンブル処理を解除されてデコード処理部２１０に供給され、デコードされる。
【００２７】
　デコード処理部２１０でデコードされた映像データは、出力手段としての出力処理部２
０５に送られ、出力処理部２０５により表示部２１２で表示される。このとき、出力処理
部２０５は、所定の表示を行うためにＣＰＵ２０６で生成された表示制御信号による表示
を、デコード処理部２１０から供給された映像データによる映像に対して合成させて、あ
るいは、単独で、表示部２１２に表示させることができる。
【００２８】
　また、図示は省略するが、デコード処理部２１０でデコードされた音声データは、音声
出力処理部に送られ、音声出力部より音声として出力される。
【００２９】
　なお、図１では、表示部２１２がデジタルＴＶ２００に含まれるように示されているが
、これはこの例に限られず、表示部２１２は、このデジタルＴＶ２００の外部に接続され
る構成であってもよい。
【００３０】
　図２は、デジタルＴＶが有料放送番組による放送信号を受信して視聴可能になるまでの
一例の処理を示すフローチャートである。ユーザにより、図示されない操作部に対して選
局操作が行なわれると、先ず、受信した放送データのＰＳＩ信号に含まれるＰＭＴからコ
ンポーネント情報を取得する（ステップＳ３０１）。なお、ＰＭＴは、Program Map Tabl
eの略称である。そして、次のステップＳ３０２およびＳ３０３でコンポーネント情報内
のスクランブル情報を逐次参照して、ノンスクランブルであれば、受信した放送による放
送映像を表示する（ステップＳ３０４）。スクランブルされていた場合、ステップＳ３０
５でカードＩ／Ｆ部２０３に挿入されている受信制御カードの有効性を確認し、無効なカ
ードであれば、警告画面を表示する（ステップＳ３０６）。
【００３１】
　受信制御カードが有効であれば、処理はステップＳ３０７に移行され、ＥＣＭが受信済
であれば、最新のＥＣＭを受信制御カードに送信して、受信制御カードから照合結果の応
答を得る（ステップＳ３０８）。選局された番組が有料放送の場合は、応答の内容が有料
放送未契約であれば（ステップＳ３０９）、視聴不可を示す警告画面を表示し（ステップ
Ｓ３１１）、有料放送契約済であれば放送番組の提示がなされる（ステップＳ３１０）。
なお、ここで、放送番組の提示とは、放送番組による映像および音声をユーザが視聴可能
に出力することを示す。
【００３２】
＜第１の実施形態＞
　次に、本発明の第１の実施形態について説明する。図３は、本第１の実施形態に適用可
能なデジタル放送受信システムの一例の構成を概略的に示す。この図３の例では、家屋１
００内にデジタルＴＶ１０１、１０２および１０３が配置され、デジタル放送信号を受信
可能なアンテナ１１０の出力が、これらデジタルＴＶ１０１、１０２および１０３にそれ
ぞれ供給される。また、デジタルＴＶ１０１、１０２および１０３は、ＬＡＮなどの通信
手段としての通信ネットワーク１０４により互いに接続され、デジタルＴＶ１０１、１０
２および１０３間で双方向にデータ通信が可能なように構成されている。
【００３３】
　デジタルＴＶ１０１は、受信制御カード１１１が付属され、デジタルＴＶ１０１で視聴
する有料放送番組の視聴契約は、例えばこの受信制御カード１１１を用いて行われる。デ
ジタルＴＶ１０２および１０３も同様に、それぞれ付属される受信制御カード１１２およ
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び１１３を用いて、有料放送番組の視聴契約を行う。
【００３４】
　デジタルＴＶ１０１は、デジタルＴＶ１０１自身、ならびに、デジタルＴＶ１０１に通
信ネットワークを介して接続されるデジタルＴＶ１０２および１０３にそれぞれ挿入され
た受信制御カード１１１～１１３の契約情報を管理する機能を有する。換言すれば、デジ
タルＴＶ１０１は、本デジタル放送受信システムにおけるサーバ装置として機能する。以
下、このサーバ装置として機能するデジタルＴＶ１０１を、サーバ機能付きＤＴＶ１０１
と呼ぶ。サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、本第１の実施形態によるサーバ装置と放送受信
装置とを同一筐体内に有する機器であると考えることができる。
【００３５】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、通信ネットワーク１０４で接続される各デジタルＴＶ
１０２および１０３を、例えば各デジタルＴＶ１０２および１０３の通信ネットワーク１
０４におけるアドレス情報を用いて識別することができる。すなわち、サーバ機能付きＤ
ＴＶ１０１は、このアドレス情報を、通信ネットワーク１０４を介して接続されるデジタ
ルＴＶ１０２、１０３を識別する装置識別情報として用いることができる。通信ネットワ
ーク１０４におけるアドレス情報としては、ＭＡＣアドレスやＩＰアドレスを用いること
が考えられる。なお、ＭＡＣアドレスは、Media Access Control Addressの略称である。
また、ＩＰは、Internet Protocolの略称である。
【００３６】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、装置識別情報取得手段としてのＣＰＵ２０６により、
システム起動時や各デジタルＴＶ１０２、１０３の接続時など所定のタイミングで、これ
ら各デジタルＴＶ１０２、１０３に対応するアドレス情報を取得する。そして、取得した
アドレス情報を、各デジタルＴＶ１０２、１０３に関連付けて保持する。これに限らず、
各デジタルＴＶ１０２、１０３のＲＯＭに予め記憶されている装置の識別情報を、各デジ
タルＴＶ１０２、１０３からサーバ機能付きＤＴＶ１０１に対して送信することも考えら
れる。また初回接続時にサーバ機能付きＤＴＶ１０１がＩＤを付与し、各デジタルＴＶ１
０２、１０３は付与されたＩＤをＲＯＭに記憶し、契約情報送信時にＩＤを送信データに
付加して送信することも考えられる。
【００３７】
　図４は、本第１の実施形態に適用可能なサーバ機能付きＤＴＶ１０１の一例の構成を示
す。図４に示されるように、サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、図１を用いて説明した一般
的なデジタルＴＶ２００の構成に対して、契約情報管理部２２１がバス２１１に接続され
て追加された構成になっている。また、サーバ機能付きＤＴＶ１０１において、ＲＯＭ２
０７は、書き換え可能な不揮発性メモリで構成されるものとする。図４において、図１と
共通する部分には同一の符号を付して、詳細な説明を省略する。
【００３８】
　なお、このサーバ機能付きＤＴＶ１０１に対して通信ネットワーク１０４で接続される
他のデジタルＴＶ１０２および１０３の構成は、上述した図１に示すデジタルＴＶ２００
と同様に、契約情報管理部２２１を持たない構成とする。
【００３９】
　契約情報管理部２２１は、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に通信ネットワークを介して接
続されるデジタルＴＶ１０２および１０３にそれぞれ挿入された受信制御カード１１２お
よび１１３の視聴契約情報を管理する。また、契約情報管理部２２１は、サーバ機能付き
ＤＴＶ１０１自身に挿入された受信制御カード１１１の視聴契約情報も管理する。
【００４０】
　図４において、サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、通信ネットワーク１０４を介してデジ
タルＴＶ１０２またはデジタルＴＶ１０３と通信を行い、視聴契約に関する契約情報を取
得する。
【００４１】
　例えば、デジタルＴＶ１０２または１０３（デジタルＴＶ１０２とする）は、受信制御
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カード１１２が挿入された状態での電源ＯＮ操作時や、電源ＯＮ状態での受信制御カード
１１２の挿入時に、受信制御カード１１２からカードＩＤおよび契約情報を読み出す。そ
して、これらカードＩＤおよび契約情報を、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に送信する。あ
るいは、サーバ機能付きＤＴＶ１０１側からデジタルＴＶ１０２に対して、契約情報の要
求を送信してもよい。この場合、デジタルＴＶ１０２は、この要求に応じて、カードＩ／
Ｆ部２０３に挿入されている受信制御カード１１２から、カードＩＤおよび契約情報を読
み出して、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に送信する。
【００４２】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、デジタルＴＶ１０２から送信されたカードＩＤおよび
契約情報を通信Ｉ／Ｆ２２０により受信して、契約情報管理部２２１に供給する。契約情
報管理部２２１は、供給されたカードＩＤおよび契約情報を、契約情報管理テーブルとし
てＲＯＭ２０７内に記憶する。
【００４３】
　図５は、本第１の実施形態に適用可能な契約情報管理テーブルの一例の構成を示す。契
約情報管理テーブルは、契約情報毎にレコードが構成される。そして、レコードに対し、
契約情報を識別する契約情報識別情報である契約情報識別子と、カードＩＤと、サーバ機
能付きＤＴＶ１０１に接続可能な他の全てのデジタルＴＶにおける視聴制限設定情報とが
関連付けられて記憶される。ここで、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に接続可能な他の全て
のデジタルＴＶは、サーバ機能付きＤＴＶ１０１自身を含むことができる。
【００４４】
　なお、本第１の実施形態では、何らかの方法を用いて契約情報の識別が可能であること
を前提としている。契約情報を識別する方法としては、ＥＭＭデータを用いる方法などが
考えられる。
【００４５】
　図５の例では、契約情報管理テーブルに対し、契約情報識別子が契約Ａ、Ｂ、Ｃおよび
Ｄで示される情報がそれぞれが登録されている。契約Ａに対応する契約情報が受信制御カ
ード＃１に記憶され、契約Ｂおよび契約Ｄに対応する契約情報が受信制御カード＃２に記
憶され、また、契約Ｃに対応する契約情報が受信制御カード＃３に記憶されることが登録
されている。
【００４６】
　契約情報管理テーブルに対して、さらに、契約識別子毎に、通信ネットワーク１０４で
接続される各デジタルＴＶの視聴制限設定情報が登録される。例えば、契約Ａに対して、
デジタルＴＶ＃１は視聴可、デジタルＴＶ＃２は視聴不可、デジタルＴＶ＃３は視聴可が
登録される。すなわち、視聴制限設定情報が各デジタルＴＶに対応付けられて登録される
。これは、契約Ａに関連付けられる受信制御カード＃１をデジタルＴＶ＃１に挿入したと
きには、契約Ａが示す契約情報による有料放送番組を当該デジタルＴＶ＃１で視聴できる
ことを意味する。同様に、当該受信制御カード＃１をデジタルＴＶ＃２に挿入したときに
は、契約Ａが示す契約情報による有料放送番組を当該デジタルＴＶ＃２で視聴できないこ
とを意味する。
【００４７】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１に通信ネットワーク１０４を介して接続された、例えばデ
ジタルＴＶ１０２では、放送データより新規の契約情報を取得した場合、挿入されている
受信制御カード１１２に契約情報を記憶する。それと共に、デジタルＴＶ１０２は、サー
バ機能付きＤＴＶ１０１に対してカードＩＤおよび契約情報を送信する。サーバ機能付き
ＤＴＶ１０１は、このカードＩＤおよび契約情報を受信すると、契約情報管理テーブルに
新規の契約情報として記憶する。
【００４８】
　図６は、サーバ機能付きＤＴＶ１０１の契約情報管理部２２１が新規の契約情報を受信
して、契約情報テーブルを更新する場合の一例の処理を示すフローチャートである。
【００４９】
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　サーバ機能付きＤＴＶ１０１の取得手段、第１の取得手段または視聴可否情報取得手段
としての契約情報管理部２２１は、通信ネットワーク１０４で接続されたデジタルＴＶ１
０２または１０３からの通信を待機する。そして、データが受信されると、このデータが
契約情報か否かを判定する（ステップＳ５０１）。ここでは、説明のため、この契約情報
がデジタルＴＶ１０２から送信されたものとし、デジタルＴＶ１０２には、受信制御カー
ド１１２が挿入されているものとする。
【００５０】
　一例として、ユーザがデジタルＴＶ１０２から有料放送の視聴契約を行った場合、放送
事業者側から、デジタル放送信号によりＥＭＭデータとして契約情報が送信される。デジ
タルＴＶ１０２の、例えば取得手段または第２の取得手段としてのＣＰＵ２０６は、受信
したＥＭＭデータに基づき契約情報を受信制御カード１１２に書き込む。このとき、デジ
タルＴＶ１０２は、当該契約情報を、カードＩＤと共にサーバ機能付きＤＴＶ１０１に対
して送信する。
【００５１】
　サーバに送信する契約情報に含まれる契約情報識別子として、具体的にはＥＭＭデータ
に含まれている事業体識別情報とメッセージＩＤを組み合わせた情報を使用する。事業体
識別情報とメッセージＩＤはＡＲＩＢ（社団法人　電波産業会）が定めた放送規格である
　ＳＴＤ－Ｂ２５（デジタル放送におけるアクセス制御方式）において規定されたもので
ある。そして、事業体識別情報とメッセージＩＤを組み合わせた情報は必ずユニークな情
報となるようにと定められているものである。この情報を使用する目的は、送信する契約
情報を一意に識別可能にするためである。
【００５２】
　ステップＳ５０１で、受信したデータが契約情報であると判定されたら、処理はステッ
プＳ５０２に移行される。ステップＳ５０２では、受信した契約情報が新しい契約による
ものであるか否かが判定される。例えば、契約情報管理部２２１が契約情報管理テーブル
を参照して、受信した契約情報の契約情報識別子が、既に登録済みの契約情報識別子と一
致するか否かが判定される。若し、受信した契約情報が新規のものではないと判定された
ら、一連の処理が終了され、次にデータが受信されるのが待機される。
【００５３】
　一方、ステップＳ５０２で、受信した契約情報が新規のものであると判定されたら、処
理はステップＳ５０３に移行される。ステップＳ５０３では、受信された新規の契約情報
を記憶するために、契約情報管理部２２１が契約情報管理テーブルにレコードを追加する
。そして、追加されたレコードに対して、当該新規の契約情報を識別する契約情報識別子
と、契約情報と共に受信したカードＩＤとを記憶する。また、各デジタルＴＶ毎の視聴制
限情報は、初期値として例えば視聴可を設定する。
【００５４】
　次のステップＳ５０４で、サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、デジタルＴＶ１０２に対し
て、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に接続可能な全てのデジタルＴＶの視聴制限設定を行う
ことを要求する。この要求が送信されると、処理はステップＳ５０１に戻され、次のデー
タの受信が待機される。
【００５５】
　一方、上述したステップＳ５０１で、受信したデータが契約情報ではないと判定したら
、処理はステップＳ５０５に移行される。そして、ステップＳ５０５で、受信されたデー
タが設定変更情報であるか否かを判定する。若し、設定変更情報ではないと判定されたら
、一連の処理が終了され、次データが受信されるのが待機される。
【００５６】
　一方、ステップＳ５０５で、受信されたデータが設定変更情報であると判定されたら、
処理はステップＳ５０６に移行される。例えば、上述のステップＳ５０４でサーバ機能付
きＤＴＶ１０１から送信された要求に応じて、ユーザによってデジタルＴＶ１０２に対し
て視聴制限設定情報が入力される。デジタルＴＶ１０２は、入力された視聴制限設定情報
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に応じて視聴制限設定を変更し、視聴制限情報が変更されたことを示す設定変更情報を、
サーバ機能付きＤＴＶ１０１に送信する。
【００５７】
　ステップＳ５０６では、サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、受信された設定変更情報に基
づき、契約情報管理テーブルの、上述したステップＳ５０３で追加されたレコードにおけ
る各デジタルＴＶの視聴制限設定情報を更新する。
【００５８】
　本第１の実施形態では、上述のようにして作成される契約情報管理テーブルを用いて、
サーバ機能付きＤＴＶ１０１や、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に通信ネットワーク１０４
で接続される各デジタルＴＶにおける有料放送番組の視聴制御を行う。
【００５９】
　図７は、サーバ機能付きＤＴＶ１０１と通信ネットワーク１０４で接続された接続先の
デジタルＴＶで受信制御カードを用い、有料放送番組を選局した場合の一例の処理を示す
フローチャートである。なお、ここでは、説明のため、サーバ機能付きＤＴＶ１０１の接
続先をデジタルＴＶ１０２とし、デジタルＴＶ１０２において、受信制御カード１１２を
用いて有料放送番組を選局するものとする。
【００６０】
　先ず、デジタルＴＶ１０２は、選局に応じて放送データから取得したＥＣＭデータと受
信制御カード１１２内の契約情報との照合を行う（ステップＳ６０１）。そして、ＥＣＭ
データに含まれる番組情報に対応する契約情報が受信制御カード１１２に記憶されている
か否かを判定する（ステップＳ６０２）。
【００６１】
　若し、受信制御カード１１２にＥＣＭデータに対応する契約情報が記憶されていないと
判定されたら、処理はステップＳ６０６に移行される。ステップＳ６０６では、デジタル
ＴＶ１０２は、選局した番組が視聴できないことを示す所定の警告表示を表示部２１２に
対して表示する。
【００６２】
　一方、受信制御カード１１２にＥＣＭデータに対応する契約情報が記憶されていると判
定されたら、例えば送信手段としてのＣＰＵ２０６は、受信制御カード１１２に記憶され
る、選局した番組に関する契約情報をサーバ機能付きＤＴＶ１０１に対して送信する。そ
して、デジタルＴＶ１０２において当該番組の視聴が可能かどうかの判定を、サーバ機能
付きＤＴＶ１０１に要求する。
【００６３】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、デジタルＴＶ１０２から送信された契約情報と、番組
の視聴可否判定の要求を受信すると、受信した契約情報を用いて契約情報管理テーブルを
参照する（ステップＳ６０３）。そして、次のステップＳ６０４で、受信した契約情報に
よる番組をデジタルＴＶ１０２で視聴可能に設定されているか否かを判定する。
【００６４】
　若し、視聴不可に設定されていると判定されたら、例えば契約情報管理手段としての契
約情報管理部２２１により、その旨示す情報がサーバ機能付きＤＴＶ１０１からデジタル
ＴＶ１０２に対して送信されて、処理はステップＳ６０６に移行される。ステップＳ６０
６で、デジタルＴＶ１０２は、選局した番組が視聴できない旨を示す所定の警告を表示部
２１２に対して表示する。
【００６５】
　それと共に、デジタルＴＶ１０２は、選局した放送番組を提示しないように制御する。
例えば、デジタルＴＶ１０２は、受信制御カード１１２から取得したデスクランブル鍵の
デスクランブラ２０４に対する設定を中止する。
【００６６】
　一方、視聴可能に設定されていると判定されたら、サーバ機能付きＤＴＶ１０１からデ
ジタルＴＶ１０２に対して、視聴可能と判定された旨を示す情報が送信されて、処理はス



(16) JP 2010-183457 A 2010.8.19

10

20

30

40

50

テップＳ６０５に移行される。ステップＳ６０５では、デジタルＴＶ１０２は、サーバ機
能付きＤＴＶ１０１から送信された情報を受信し、受信された情報に応じて、選局した番
組の映像および音声を出力して当該番組の提示を行うように出力制御する。
【００６７】
　この図７のフローチャートによる処理を、図５に例示した契約情報管理テーブルを参照
して、より具体的に説明する。第１の例として、図５の契約情報管理テーブルにおける受
信制御カード＃１をデジタルＴＶ＃２（デジタルＴＶ１０２）に挿入し、選局した有料放
送番組に必要な契約情報が契約Ａである場合について説明する。
【００６８】
　デジタルＴＶ＃２において、ステップＳ６０１でＥＣＭデータと受信制御カード＃１内
の契約情報との照合を行った結果、ＥＣＭデータに含まれる番組情報に対応する契約Ａが
受信制御カード＃１に記憶されていると判定される（ステップＳ６０２）。そして、受信
制御カード＃１に記憶される契約情報（契約Ａ）がデジタルＴＶ＃２からサーバ機能付き
ＤＴＶ１０１に送信される。
【００６９】
　次のステップＳ６０３で、サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、送信された契約情報を用い
て契約情報管理テーブルを参照し、受信した契約情報による番組をデジタルＴＶ＃２で視
聴可能に設定されているか否かを判定する。この場合、契約情報である契約Ａに対応する
デジタルＴＶ＃２の視聴制限設定情報が「視聴不可」とされているので、視聴が不可であ
ると判定される。その結果、処理はステップＳ６０６に移行され、選局した放送番組の提
示を行わないように制御されると共に、表示部２１２に視聴不可を示す警告表示がなされ
、一連の処理が終了される。
【００７０】
　第２の例として、当該受信制御カード＃１をデジタルＴＶ＃３に挿入した場合について
説明する。デジタルＴＶ＃３において、ステップＳ６０１でＥＣＭデータと受信制御カー
ド＃１内の契約情報との照合を行った結果、ＥＣＭデータに含まれる番組情報に対応する
契約Ｂが受信制御カード＃１に記憶されていると判定される（ステップＳ６０２）。そし
て、受信制御カード＃１に記憶される契約情報（契約Ａ）がデジタルＴＶ＃３からサーバ
機能付きＤＴＶ１０１に送信される。次のステップＳ６０３での判定では、契約情報であ
る契約Ａに対応するデジタルＴＶ＃３の視聴制限設定情報が「視聴可」とされているので
、視聴が可能であると判定される。その結果、処理はステップＳ６０５に移行され、デジ
タルＴＶ＃３において、選局された放送番組が出力され、当該放送番組の提示がなされる
。
【００７１】
　このように、本発明の第１の実施形態においては、ユーザが複数のデジタルＴＶに対し
て、受信制御カードの契約内容に応じた有料放送の視聴制限を容易に設定することが可能
となる。
【００７２】
＜第２の実施形態＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。上述した第１の実施形態で、ステッ
プＳ６０４において視聴制限設定情報が視聴不可であると判定された場合に、サーバ機能
付きＤＴＶ１０１の接続先のデジタルＴＶ側で当該放送番組の視聴を可能にする手段が用
意されていると、便利である。本第２の実施形態では、サーバ機能付きＤＴＶ１０１の接
続先のデジタルＴＶ側から視聴制限設定の変更を指示できるようにする。なお、ここでは
、説明のため、サーバ機能付きＤＴＶ１０１の接続先のデジタルＴＶを、デジタルＴＶ１
０２とする。
【００７３】
　本第２の実施形態では、上述の図７のフローチャートにおけるステップＳ６０４で視聴
不可と判定されてステップＳ６０６に処理が移行された際に、例えば図８に例示されるよ
うな警告表示８００が、デジタルＴＶ１０２の表示部２１２に表示されるものとする。
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【００７４】
　すなわち、図８の警告表示８００において、選局中の放送番組がこのデジタルＴＶ１０
２で視聴できないことが警告されると共に、当該放送番組を当該デジタルＴＶ１０２で視
聴可能とするために視聴制限設定が変更可能であることが示される。この警告表示８００
は、所定時間が経過するまで、若しくは、ユーザのデジタルＴＶ１０２に対する所定の操
作がなされるまで、継続して表示される。
【００７５】
　図９は、本第２の実施形態による視聴制限設定の変更処理の一例のフローチャートであ
る。なお、図９において、図の左側はサーバ機能付きＤＴＶ１０１側の処理の例、図の右
側はサーバ機能付きＤＴＶ１０１の接続先のデジタルＴＶ（この例ではデジタルＴＶ１０
２）側の処理の例を示す。
【００７６】
　デジタルＴＶ１０２に図８の警告画面が表示されている状態で、ユーザがデジタルＴＶ
１０２に対して所定の操作を行うと（ステップＳ９０）、デジタルＴＶ１０２からサーバ
機能付きＤＴＶ１０１に対して、視聴制限設定変更の依頼が送信される（ＳＥＱ９０）。
この依頼がサーバ機能付きＤＴＶ１０１に受信されると、サーバ機能付きＤＴＶ１０１の
契約情報管理部２２１は、契約情報管理テーブルを参照して各デジタルＴＶの視聴制限設
定情報を取得する。そして、取得した視聴制限設定情報に基づき視聴制限設定の変更要求
を生成し、デジタルＴＶ１０２に対して送信する（ＳＥＱ９１）。
【００７７】
　デジタルＴＶ１０２の例えば変更手段としてのＣＰＵ２０６は、この変更要求を受信す
ると、選局中の放送番組に対する視聴制限設定の変更画面を、表示部２１２に表示させる
（ステップＳ９２）。図１０は、この変更画面９００の一例の構成を示す。変更画面９０
０には、デジタルＴＶ１０２に通信ネットワーク１０４で接続された各デジタルＴＶ（デ
ジタルＴＶ＃１～＃３）に対して、現在選局中の放送番組の視聴可否を設定するための入
力部９０１Ａ～９０１Ｃが表示される。この図１０の例では、「視聴可」および「視聴不
可」の何れか一方を排他的に設定する１組のラジオボタンを用いて、デジタルＴＶ毎に視
聴可否を設定するようにしている。また、変更画面９００において、図１０に例示される
ように、現在の視聴制限設定情報を入力部９０１Ａ～９０１Ｃの表示に反映させると好ま
しい。
【００７８】
　ユーザのデジタルＴＶ１０２に対する所定の操作により、デジタルＴＶ＃１～＃３のう
ち所望のデジタルＴＶに対する視聴制限設定が変更される（ステップＳ９３）。すると、
デジタルＴＶ１０２は、視聴制限設定の変更内容を示す設定更新情報をサーバ機能付きＤ
ＴＶ１０１に対して送信する（ＳＥＱ９２）。
【００７９】
　この設定更新情報がサーバ機能付きＤＴＶ１０１に受信されると、サーバ機能付きＤＴ
Ｖ１０１は、受信した設定更新情報を契約情報管理部２２１に供給する。契約情報管理部
２２１は、供給されたこの設定更新情報に基づき、契約情報管理テーブルの視聴制限設定
情報を更新する（ステップＳ９４）。また、デジタルＴＶ１０２は、上述の設定更新情報
の送信の際に、選局中の放送番組の契約情報を送信すると共に、デジタルＴＶ１０２にお
いて当該番組の視聴が可能かどうかの判定を、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に要求する。
【００８０】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、契約情報管理テーブルの更新が終了すると、デジタル
ＴＶ１０２から送信された契約情報と、番組の視聴可否判定の要求に応じて、受信した契
約情報を用いて契約情報管理テーブルを参照する。そして、受信した契約情報による番組
をデジタルＴＶ１０２で視聴可能に設定されているか否かを判定する（ステップＳ９５）
。そして、視聴可能に設定されていると判定したら、サーバ機能付きＤＴＶ１０１からデ
ジタルＴＶ１０２に対して、視聴可能と判定された旨を示す情報が送信される（ＳＥＱ９
３）。デジタルＴＶ１０２において、この情報に応じて選局した番組の映像および音声が



(18) JP 2010-183457 A 2010.8.19

10

20

30

40

50

出力される（ステップＳ９６）。
【００８１】
　このように、本第２の実施形態によれば、ユーザは、放送番組の選局動作の際に、有料
放送番組の視聴制限設定を変更することが可能になる。
【００８２】
＜第３の実施形態＞
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。上述した第２の実施形態による視聴
制限設定を変更操作が全てのユーザで実行可能になってしまうと、放送番組の視聴を制限
するという本来の目的を逸してしまう可能性がある。本第３の実施形態では、視聴制限設
定操作に対して、パスワードによる制限を行なう。
【００８３】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１において、契約情報管理部２２１は、契約情報として受信
したカードＩＤとパスワードとを関連付けて管理するパスワード管理テーブルを作成する
。図１１は、本第３の実施形態に適用可能なパスワード管理テーブルの一例の構成を示す
。受信制御カードのカードＩＤ毎にレコードが構成され、カードＩＤに対して、パスワー
ドの有無とパスワードとが関連付けられる。契約情報管理部２２１は、新規の受信制御カ
ードを認識する度に、パスワード管理テーブルに対してレコードを追加する。初期値は、
パスワード無しとする。
【００８４】
　図１２は、本第３の実施形態による、パスワード管理テーブルに対するパスワードの変
更処理およびパスワードによる認証処理の一例を示すフローチャートである。このフロー
チャートによる処理は、例えば図１０に例示した変更画面９００において、視聴制限設定
を変更するような操作がなされた際に開始されるものとする。サーバ機能付きＤＴＶ１０
１に通信ネットワーク１０４を介して接続されるデジタルＴＶ（デジタルＴＶ１０２とす
る）に対して、視聴制限設定を変更する操作が行われる。この操作に応じて、デジタルＴ
Ｖ１０２は、現在挿入されている受信制御カード（受信制御カード１１２とする）のカー
ドＩＤを取得する。そして、デジタルＴＶ１０２は、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に対し
て、取得されたカードＩＤと共に、パスワードの設定変更依頼を送信する。
【００８５】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１において、通信ネットワーク１０４を介したデータの受信
が待機され、データが受信された場合、受信されたデータがパスワードの設定変更要求で
あるか否かが判定される（ステップＳ１１０１）。若し、パスワードの設定変更要求であ
ると判定されると、処理はステップＳ１１０２に移行される。ステップＳ１１０２では、
設定変更要求と共に受信したカードＩＤに基づきパスワード管理テーブルを参照し、当該
カードＩＤに対してパスワードが設定されているか否かが判定される。
【００８６】
　若し、パスワードが設定されていないと判定されたら、処理はステップＳ１１０５に移
行されて、新規にパスワードを設定する処理が行われる。このステップＳ１１０５の処理
については、後述する。
【００８７】
　一方、ステップＳ１１０２でパスワードが設定されていると判定されたら、処理はステ
ップＳ１１０３に移行され、デジタルＴＶ１０２に対してパスワードの入力が要求される
。デジタルＴＶ１０２は、この要求に応じてパスワードの入力を行うパスワード入力画面
を表示させる（図示しない）。この入力画面に従い、ユーザ操作によりパスワードが入力
されると、デジタルＴＶ１０２は、入力されたパスワードをサーバ機能付きＤＴＶ１０１
に対して送信する。
【００８８】
　デジタルＴＶ１０２から送信されたパスワードは、サーバ機能付きＤＴＶ１０１に受信
され、契約情報管理部２２１に供給される。契約情報管理部２２１は、供給されたパスワ
ードと、当該パスワードの送信元のデジタルＴＶ１０２に挿入される受信制御カード１１
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２のカードＩＤに関連付けてパスワード管理テーブルに記憶されるパスワードとの照合が
行われる（ステップＳ１１０３）。そして、次のステップＳ１１０４で、これらのパスワ
ードが一致するか否かが判定される。
【００８９】
　若し、ステップＳ１１０３で、照合したパスワードが一致しないと判定されたら、図１
２のフローチャートによる一連の処理が終了される。この場合、例えば視聴制限設定の変
更画面９００が消去され、視聴制限設定の変更が行えない状態とされる。
【００９０】
　一方、ステップＳ１１０３で、照合したパスワードが一致すると判定されたら、処理は
ステップＳ１１０５に移行される。ステップＳ１１０５では、サーバ機能付きＤＴＶ１０
１からデジタルＴＶ１０２に対して、新規のパスワードの入力が要求される。
【００９１】
　デジタルＴＶ１０２は、この要求に応じて新規パスワードの入力画面を表示部２１２に
表示させる（図示しない）。ユーザの所定の操作によりこの新規パスワード入力画面に対
してパスワードの入力がなされると、入力されたパスワードがデジタルＴＶ１０２からサ
ーバ機能付きＤＴＶ１０１に送信される。サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、デジタルＴＶ
１０２から送信されたパスワードを受信すると、受信されたパスワードを契約情報管理部
２２１に供給する。
【００９２】
　契約情報管理部２２１は、供給されたパスワードによって、パスワード管理テーブルの
、当該パスワードの送信元のデジタルＴＶ１０２に挿入される受信制御カード１１２のカ
ードＩＤに対応するパスワードを上書きし、パスワード管理テーブルを更新する。また、
ステップＳ１１０２においてパスワードの設定が無いと判定されてこのステップＳ１１０
５に処理が移行された場合は、さらに、当該カードＩＤに対応するパスワード有無の情報
が「有り」に変更される。
【００９３】
　上述のステップＳ１１０１において、受信されたデータがパスワードの設定変更要求で
はないと判定されたら、処理はステップＳ１１１０に移行され、サーバ機能付きＤＴＶ１
０１により、受信されたデータがパスワードの認証依頼であるか否かが判定される。若し
、パスワードの認証依頼でないと判定されたら、図１２のフローチャートによる一連の処
理が終了される。
【００９４】
　一方、ステップＳ１１１０で、受信されたデータがパスワードの認証依頼であると判定
されたら、サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、受信されたデータに含まれるカードＩＤを契
約情報管理部２２１に供給する。契約情報管理部２２１は、供給されたカードＩＤに基づ
きパスワード管理テーブルを参照し、当該カードＩＤに対してパスワードが設定されてい
るか否かを判定する（図示しない）。例えば、当該カードＩＤに関連付けられたパスワー
ド有無の情報が「有り」および「無し」の何れであるかを判定する。
【００９５】
　若し、パスワードが設定されていると判定されたら、サーバ機能付きＤＴＶ１０１から
デジタルＴＶ１０２に対して、パスワードの入力が要求される。デジタルＴＶ１０２は、
この要求に応じてパスワードの入力画面を表示部２１２に表示させる（図示しない）。ユ
ーザ操作によりこのパスワード入力画面に対してパスワードの入力がなされると、入力さ
れたパスワードがデジタルＴＶ１０２からサーバ機能付きＤＴＶ１０１に送信される。
【００９６】
　サーバ機能付きＤＴＶ１０１は、デジタルＴＶ１０２から送信されたパスワードを受信
すると、受信されたパスワードを契約情報管理部２２１に供給する。契約情報管理部２２
１は、供給されたパスワードと、当該パスワードの送信元のデジタルＴＶ１０２に挿入さ
れる受信制御カード１１２のカードＩＤに関連付けてパスワード管理テーブルに記憶され
るパスワードとの照合を行う。これにより、パスワードの認証を行う（ステップＳ１１１
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１）。次のステップＳ１１１２で、パスワード認証の結果がサーバ機能付きＤＴＶ１０１
からデジタルＴＶ１０２に対して送信される。
【００９７】
　パスワード認証結果は、デジタルＴＶ１０２に受信される。デジタルＴＶ１０２は、受
信されたパスワード認証結果がパスワードが認証されたことを示していれば、図９を用い
て説明した視聴制限設定の変更画面９００による視聴制限設定が可能なように制御する。
一方、受信されたパスワード認証結果がパスワードが認証されなかったことを示していれ
ば、例えば視聴制限設定の変更画面９００が消去され、視聴制限設定の変更が行えない状
態とされる。
【００９８】
　このように、本第３の実施形態によれば、パスワードを知る特定のユーザにのみ、視聴
制限設定の変更を可能にすることができる。
【００９９】
＜他の実施形態＞
　なお、上述では、契約情報管理部２２１および契約情報管理テーブルが、デジタルＴＶ
に設けられるように説明したが、これはこの例に限定されない。すなわち、契約情報管理
部２２１および契約情報管理テーブルは、通信ネットワーク１０４を介して他のデジタル
ＴＶと通信可能であれば、他の種類の情報機器が有していてもよい。
【０１００】
　例えば、パーソナルコンピュータなどのコンピュータ装置を契約情報管理部２２１およ
び契約情報管理テーブルと通信可能に構成すると共に、ソフトウェア的に契約情報管理部
２２１の機能を持たせることができる。この場合、契約情報管理テーブルは、例えば当該
コンピュータ装置が持つハードディスクなどの記憶媒体に記憶する。
【０１０１】
　また、契約情報管理テーブルは、契約情報管理部２２１と共通のハードウェア上に存在
する必要もない。例えば、契約情報管理テーブルを、通信ネットワーク１０４や他の通信
ネットワークを介して接続される他のコンピュータ装置が持つようにしてもよい。
【０１０２】
　上述の各実施形態は、このように、システム或は装置のコンピュータ（或いはＣＰＵ、
ＭＰＵ等）によりソフトウェア的に実現することも可能である。
【０１０３】
　従って、上述の各実施形態をコンピュータで実現するために、該コンピュータに供給さ
れるコンピュータプログラム自体も本発明を実現するものである。つまり、上述の各実施
形態の機能を実現するためのコンピュータプログラム自体も本発明の一つである。
【０１０４】
　なお、上述の各実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、コンピュータで
読み取り可能であれば、どのような形態であってもよい。例えば、オブジェクトコード、
インタプリタにより実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等で構成す
ることができるが、これらに限るものではない。
【０１０５】
　上述の各実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、記憶媒体又は有線／無
線通信によりコンピュータに供給される。プログラムを供給するための記憶媒体としては
、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ等の磁気記憶媒体、ＭＯ
、ＣＤ、ＤＶＤ等の光／光磁気記憶媒体、不揮発性の半導体メモリなどがある。
【０１０６】
　有線／無線通信を用いたコンピュータプログラムの供給方法としては、コンピュータネ
ットワーク上のサーバを利用する方法がある。この場合、本発明を形成するコンピュータ
プログラムとなりうるデータファイル（プログラムファイル）をサーバに記憶しておく。
プログラムファイルとしては、実行形式のものであっても、ソースコードであっても良い
。
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　そして、このサーバにアクセスしたクライアントコンピュータに、プログラムファイル
をダウンロードすることによって供給する。この場合、プログラムファイルを複数のセグ
メントファイルに分割し、セグメントファイルを異なるサーバに分散して配置することも
可能である。
【０１０８】
　つまり、上述の各実施形態を実現するためのプログラムファイルをクライアントコンピ
ュータに提供するサーバ装置も本発明の一つである。
【０１０９】
　また、上述の各実施形態を実現するためのコンピュータプログラムを暗号化して格納し
た記憶媒体を配布し、所定の条件を満たしたユーザに、暗号化を解く鍵情報を供給し、ユ
ーザの有するコンピュータへのインストールを許可してもよい。鍵情報は、例えばインタ
ーネットを介してホームページからダウンロードさせることによって供給することができ
る。
【０１１０】
　また、上述の各実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、すでにコンピュ
ータ上で稼働するＯＳの機能を利用するものであってもよい。
【０１１１】
　さらに、上述の各実施形態を実現するためのコンピュータプログラムは、その一部をコ
ンピュータに装着される拡張ボード等のファームウェアで構成してもよいし、拡張ボード
等が備えるＣＰＵで実行するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１１２】
１０１　サーバ機能付きＤＴＶ
１０２，１０３　デジタルＴＶ
１０４　通信ネットワーク
２０３　カードＩ／Ｆ部
２０４　デスクランブラ
２０５　出力処理部
２０６　ＣＰＵ
２０７　ＲＯＭ
２０９　ＴＳデータ処理部
２１０　デコード処理部
２２０　通信Ｉ／Ｆ
２２１　契約情報管理部
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