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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信装置から複数の受信端末装置へデータの送信を行う際の第１のデータ伝送方法で用
いられる上記受信端末装置を特定するための端末固有情報を当該受信端末装置に対して設
定するデータ設定方法において、
　上記端末固有情報とは異なり上記受信端末装置が保持する当該受信端末装置固有の識別
情報を、上記第１のデータ伝送方法とは異なる第２の伝送方法で上記受信端末装置から上
記送信装置へ送信する第１送信ステップと、
　上記複数の受信端末装置のうち上記識別情報に対応した受信端末装置を送信先として特
定するための端末固有情報を上記送信装置が所定の方式で変換することにより変換固有情
報を生成する生成ステップと、
　上記変換固有情報と、上記送信先である上記受信端末装置の処理内容を変更する更新プ
ログラムとを、上記第２の伝送方法で上記送信装置から上記受信端末装置へ送信する第２
送信ステップと、
　上記変換固有情報及び上記更新プログラムを上記送信装置から上記受信端末装置が受信
し、当該変換固有情報及び当該更新プログラムを所定の記憶手段に格納する格納ステップ
と、
　上記更新プログラムに基づいて上記受信端末装置が上記処理内容を更新する更新ステッ
プと、
　上記受信端末装置が上記変換固有情報から上記端末固有情報を復元して保持する復元ス



(2) JP 4228252 B2 2009.2.25

10

20

30

40

50

テップと
　を有するデータ設定方法。
【請求項２】
　上記更新ステップでは、上記受信端末装置の入力画面を介してユーザにより入力された
上記変換固有情報が正当であると判定した場合、上記更新プログラムに基づいて上記処理
内容を更新する
　請求項１に記載のデータ設定方法。
【請求項３】
　上記更新プログラムは、データ圧縮されており、
　上記更新ステップでは、上記受信端末装置の入力画面を介してユーザにより入力された
上記変換固有情報が正当であると判定した場合、上記更新プログラムをデータ伸張するこ
とにより復元し、復元後の更新プログラムに基づいて上記処理内容を更新する
　請求項１に記載のデータ設定方法。
【請求項４】
　上記端末固有情報は、上記受信端末装置に対応した固有の物理アドレスであり、上記受
信端末装置に固定的に割り当てられる
　請求項１に記載のデータ設定方法。
【請求項５】
　送信装置から複数の受信端末装置へデータの送信を行う際の第１のデータ伝送方法で用
いられる上記受信端末装置を特定するための端末固有情報を当該受信端末装置に対して設
定するデータ設定システムにおいて、
　上記送信装置は、
　上記端末固有情報とは異なり上記受信端末装置が保持する当該受信端末装置固有の識別
情報を、上記第１のデータ伝送方法とは異なる第２の伝送方法で上記送信装置から受信す
る受信手段と、
　上記複数の受信端末装置のうち上記識別情報に対応した受信端末装置を送信先として特
定するための端末固有情報を所定の方式で変換することにより変換固有情報を生成する生
成手段と、
　上記変換固有情報と、上記送信先である上記受信端末装置の処理内容を変更する更新プ
ログラムとを、上記第２の伝送方法で上記受信端末装置へ送信する送信手段と
　を具え、
　上記受信端末装置は、
　上記変換固有情報及び上記更新プログラムを上記送信装置から受信し、当該変換固有情
報及び当該更新プログラムを所定の記憶手段に格納する格納手段と、
　上記更新プログラムに基づいて上記処理内容を更新する更新手段と、
　上記変換固有情報から上記端末固有情報を復元して保持する復元手段と
　を具えるデータ送信システム。
【請求項６】
　上記更新手段は、上記受信端末装置の入力画面を介してユーザにより入力された上記変
換固有情報が正当であると判定した場合、上記更新プログラムに基づいて上記処理内容を
更新する
　請求項５に記載のデータ送信システム。
【請求項７】
　上記更新プログラムは、データ圧縮されており、
　上記更新手段は、上記受信端末装置の入力画面を介してユーザにより入力された上記変
換固有情報が正当であると判定した場合、上記更新プログラムをデータ伸張することによ
り復元し、復元後の更新プログラムに基づいて上記処理内容を更新する
　請求項５に記載のデータ送信システム。
【請求項８】
　上記端末固有情報は、上記受信端末装置に対応した固有の物理アドレスであり、上記受
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信端末装置に固定的に割り当てられる
　請求項５に記載のデータ送信システム。
【請求項９】
　送信装置から複数の受信端末装置へデータの送信を行う際の第１のデータ伝送方法で用
いられる上記受信端末装置を特定するための端末固有情報を受信して自身に設定する受信
端末装置において、
　上記端末固有情報とは異なり上記受信端末装置が保持する当該受信端末装置固有の識別
情報を、上記第１のデータ伝送方法とは異なる第２の伝送方法で上記送信装置へ送信する
送信手段と、
　上記識別情報に対応した上記受信端末装置を送信先として特定するための端末固有情報
を所定の方式で変換することにより生成した変換固有情報と、上記送信先である上記受信
端末装置の処理内容を変更する更新プログラムとを、上記第２の伝送方法で上記送信装置
から受信する受信手段と、
　上記変換固有情報及び上記更新プログラムを所定の記憶手段に格納する格納手段と、
　上記更新プログラムに基づいて上記処理内容を更新する更新手段と、
　上記変換固有情報から上記端末固有情報を復元して保持する復元手段と
　を具える受信端末装置。
【請求項１０】
　上記更新手段は、上記受信端末装置の入力画面を介してユーザにより入力された上記変
換固有情報が正当であると判定した場合、上記更新プログラムに基づいて上記処理内容を
更新する
　請求項９に記載の受信端末装置。
【請求項１１】
　上記更新プログラムは、データ圧縮されており、
　上記更新手段は、上記受信端末装置の入力画面を介してユーザにより入力された上記変
換固有情報が正当であると判定した場合、上記更新プログラムをデータ伸張することによ
り復元し、復元後の更新プログラムに基づいて上記処理内容を更新する
　請求項９に記載の受信端末装置。
【請求項１２】
　上記端末固有情報は、上記受信端末装置に対応した固有の物理アドレスであり、上記受
信端末装置に固定的に割り当てられる
　請求項９に記載の受信端末装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明はデータ設定方法、データ送信システム及び受信端末装置に関し、例えばディジ
タル衛星放送システムに適用して好適なものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ディジタル衛星放送システムにおいては通信衛星（ＣＳ）を用いた放送サービス（
以下、これをＣＳ放送と呼ぶ）の開始によって数百チャンネルもの番組をユーザに提供し
ている。また近年ではディジタル衛星放送システムにおけるＣＳ放送において、データ放
送サービスが行われるようになり、データ放送用の受信ボードを介してデータ放送を受信
し得るようになされている。
【０００３】
図４に示すようにディジタル衛星放送システム８０においては、放送局のアンテナ８１か
ら送られてくる放送波を通信衛星８２を経由して配信し、アンテナ８３Ａ～８５Ａをそれ
ぞれ介してＩＲＤ(Integrated Reciever Decoder) 及びデータ放送用受信ボード（図示せ
ず）で受信し、これをデータ放送信号としてクライアントパーソナルコンピュータ（以下
、これをクライアントＰＣと呼ぶ）８３～８５に送出するようになされており、送信側の
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放送局と受信側の不特定多数のクライアントとからなる１対多の放送サービス形態である
。
【０００４】
このようなディジタル衛星放送システム８０においては、１対多の放送サービス形態であ
ることにより、放送局から特定のクライアントＰＣ８３～８５に対してのみ個別にデータ
を送信することはできない。
【０００５】
一方、インターネットを用いたオープン・ネットワークによる情報送信システムにおいて
は、クライアントから例えばホームページの転送要求が地上回線及びインターネットを介
してサーバに送られると、当該サーバは要求されたホームページを所定のデータベースか
ら読み出し、転送要求が行われたときと同一の地上系の経路を介してクライアントへ送信
するようになされている。
【０００６】
このようなインターネットを用いた情報送信システムでは、サーバとクライアントとの間
を結ぶ電話回線の伝送速度やトラフィック（データ通信量）によって伝送するデータ容量
が制限されてしまうため、情報量の多い例えば画像データを有するホームページをサーバ
からクライアントに送信するまでには多大な時間を要していた。
【０００７】
このような欠点を解決するため、近年ではサーバ側から画像データを含むホームページ等
の大容量データを、ＣＳ放送用の通信衛星を経由して配信する放送形態を利用してクライ
アントに短時間で送信する衛星インターネットと呼ばれる新たな情報送信システム（以下
、これを衛星インターネットシステムと呼ぶ）が提案されている。
【０００８】
図４との対応部分に同一符号を付して示す図５に示すように衛星インターネットシステム
９０は、受信側である例えばクライアントＰＣ８３から公衆回線８６を介して送信側のイ
ンターネットサービスプロバイダ（以下、これを単にプロバイダと呼ぶ）８７に所望のホ
ームページの転送要求を行うと、送信側では要求されたホームページの映像データをイン
ターネット８８からアンテナ８１及び通信衛星８２を経由して送信し、受信側ではアンテ
ナ８３Ａを介してＩＲＤ及び衛星インターネット専用の受信ボード（図示せず）で受信し
てクライアントＰＣ８３に送出する。
【０００９】
この衛星インターネットシステム９０は、クライアントＰＣ８３からの上り回線に地上の
公衆回線８６を用いると共に、下り回線に大容量データを高速伝送し得る衛星回線を用い
ることにより、画像データを含むホームページ等の大容量データをクライアントＰＣ８３
に短時間で送信し得るようになされている。
【００１０】
ここで衛星インターネットシステム９０においては、インターネットにおけるＴＣＰ／Ｉ
Ｐ(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) プロトコルを用いている。また
衛星インターネットシステム９０は、通信衛星８２から送られてくるホームページ等のデ
ータを受信するための衛星インターネット専用の受信ボードをＩＲＤにプラグアンドプレ
イでインストールしたときに、当該受信ボードをネットワークにおける１つのデバイスと
して認識するようになされている。
【００１１】
すなわち衛星インターネット専用の受信ボードは、それぞれ固有のＭＡＣアドレスを持っ
ており、送信元のプロバイダ８７はＩＰ(Internet Protocol) パケットのヘッダ部にＩＰ
アドレス及びＭＡＣ(Media Access Control)アドレスを付加し、送信先であるクライアン
トＰＣ８３に衛星インターネット専用の受信ボードを介して送信することができる。
【００１２】
ここでＩＰアドレスとは、ＩＰパケットを送受信する際のネットワーク層におけるネット
ワーク・アドレスと、ホスト・アドレスとからなるユニークなアドレスであり、ＭＡＣア
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ドレスとはＬＡＮ(Local Area Network)に接続されている端末の識別に用いられるユニー
クな物理アドレスである。すなわちＩＰパケットは、ＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスの
両方を基に指定されたクライアントへと送信される。
【００１３】
そこでディジタル衛星放送システム８０において、１対１の双方向通信を可能にした衛星
インターネットシステム９０の通信形態を適用することができれば、当該ディジタル衛星
放送システム８０においても１対１の双方向通信を実現し得ると考えられる。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
ところでかかる構成のディジタル衛星放送システム８０においては、１対多の放送サービ
ス形態であり、衛星インターネットシステム９０の通信形態と同様に、放送局から特定の
クライアントＰＣ８３～８５に対してのみ個別にデータを送信し得るためには、データ放
送用受信ボードに対してそれぞれ固有のＭＡＣアドレスを割り当てる必要がある。
【００１５】
しかしながらディジタル衛星放送システム８０においては、ＣＳ放送を用いたデータ放送
サービスが既に始まっており、現在多くのユーザが既に所有しているデータ放送用受信ボ
ードにＭＡＣアドレスの実装されたＲＯＭ(Read Only Memory)を後から搭載することは、
データ放送用受信ボードの回収作業が必要になり実際上は困難であった。
【００１６】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、受信端末装置に対して固有の端末固有情
報を割り当て、特定の受信端末装置に対してのみ所定のデータを送信し得るデータ設定方
法、データ送信システム及び受信端末装置を提案しようとするものである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　かかる課題を解決するため本発明においては、送信装置から複数の受信端末装置へデー
タの送信を行う際の第１のデータ伝送方法で用いられる受信端末装置を特定するための端
末固有情報を当該受信端末装置に対して設定する場合、端末固有情報とは異なり受信端末
装置が保持する当該受信端末装置固有の識別情報を、第１のデータ伝送方法とは異なる第
２の伝送方法で受信端末装置から送信手段へ送信し、複数の受信端末装置のうち識別情報
に対応した受信端末装置を送信先として特定するための端末固有情報を送信装置が所定の
方式で変換することにより変換固有情報を生成し、変換固有情報と、送信先である受信端
末装置の処理内容を変更する更新プログラムとを、第２の伝送方法で送信装置から受信端
末装置へ送信し、変換固有情報及び更新プログラムを送信装置から受信端末装置が受信し
、当該変換固有情報及び当該更新プログラムを所定の記憶手段に格納し、更新プログラム
に基づいて受信端末装置が処理内容を更新し、受信端末装置が変換固有情報から端末固有
情報を復元して保持するようにする。
【００１８】
　送信装置は、受信端末装置からの識別情報を第２の伝送方法で受信したとき、当該識別
情報に対応した受信端末装置を送信先として特定するための端末固有情報を変換固有情報
に変換し、その変換固有情報と更新プログラムとを第２の伝送方法で受信端末装置へ送信
し、受信端末装置は、第２の伝送方法で送信された変換固有情報と更新プログラムとを受
信して記憶手段に格納した後、更新プログラムに基づいて処理内容を更新し、変換固有情
報から端末固有情報を復元して保持することにより、端末固有情報及び更新プログラムに
ついては第２の伝送方法により送信装置と個別にやり取りする一方、送信装置から端末固
有情報に基づいて送信されるデータについては第１の伝送方法により当該送信装置から受
け取るように使い分けることができる。
【００１９】
　また本発明においては、送信装置から複数の受信端末装置へデータの送信を行う際の第
１のデータ伝送方法で用いられる受信端末装置を特定するための端末固有情報を受信して
自身に設定する受信端末装置において、端末固有情報とは異なり受信端末装置が保持する
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当該受信端末装置固有の識別情報を、第１のデータ伝送方法とは異なる第２の伝送方法で
送信装置へ送信する送信手段と、識別情報に対応した受信端末装置を送信先として特定す
るための端末固有情報を所定の方式で変換することにより生成した変換固有情報と、送信
先である受信端末装置の処理内容を変更する更新プログラムとを、第２の伝送方法で送信
装置から受信する受信手段と、変換固有情報及び更新プログラムを所定の記憶手段に格納
する格納手段と、更新プログラムに基づいて処理内容を更新する更新手段と、変換固有情
報から端末固有情報を復元して保持する復元手段とを設けるようにする。
【００２０】
　送信装置は、受信端末装置からの識別情報を第２の伝送方法で受信したとき、当該識別
情報に対応した受信端末装置を送信先として特定するための端末固有情報を変換固有情報
に変換し、その変換固有情報と更新プログラムとを第２の伝送方法で受信端末装置へ送信
し、受信端末装置は、第２の伝送方法で送信された変換固有情報と更新プログラムとを受
信して記憶手段に格納した後、更新プログラムに基づいて処理内容を更新し、変換固有情
報から端末固有情報を復元して保持することにより、端末固有情報及び更新プログラムに
ついては第２の伝送方法により送信装置と個別にやり取りする一方、送信装置から端末固
有情報に基づいて送信されるデータについては第１の伝送方法により当該送信装置から受
け取るように使い分けることができる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００２２】
図１において、１は全体として本発明によるデータ送信システムとしての衛星インターネ
ットシステムを示し、ユーザが通常のディジタル衛星放送サービスを利用する場合、通信
衛星９から送られてくるディジタル放送信号を受信端末手段としての受信端末装置２のア
ンテナ１０を介してＩＲＤ(Integrated Reciever Decoder) ８で受信する。
【００２３】
　図２に示すようにＩＲＤ８は、所定の処理プログラムの記憶されたＲＡＭ(Random Acce
ss Memory)でなるメモリ１２に接続されたＣＰＵ(Central Processing Unit)１１によっ
て、フロントエンド１３、デマルチプレクサ１４、ＭＰＥＧ(Moving Picture Expert Gro
up)２オーディオデコーダ１５及びＭＰＥＧ２ビデオデコーダ１６を制御するようになさ
れており、アンテナ１０を介して受信したディジタル放送信号Ｓ１０をフロントエンド１
３に送出する。
【００２４】
フロントエンド１３は、ディジタル放送信号Ｓ１０に対してＱＰＳＫ(Quadrature Phase 
Shift Keying) 復調処理を施した後、データ誤り訂正処理を施すことによりトランスポー
トストリームＳ１１を抽出し、これをデマルチプレクサ１４に送出する。
【００２５】
デマルチプレクサ１４は、抽出したトランスポートストリームＳ１１を分離して契約チャ
ンネルの番組データを取り出し、当該番組データの音声部分のパケットからなるオーディ
オストリームＳ１２をＭＰＥＧ２オーディオデコーダ１５に送出すると共に、映像部分の
パケットからなるビデオストリームＳ１３をＭＰＥＧ２ビデオデコーダ１６に送出する。
【００２６】
ＭＰＥＧ２オーディオデコーダ１５は、オーディオストリームＳ１２をデコードすること
により圧縮符号化前のオーディオデータを復元し、これをアナログ信号化することにより
オーディオ信号Ｓ１４を生成し、これを後段のモニタ（図示せず）のスピーカを介して番
組音声として出力する。
【００２７】
ＭＰＥＧ２ビデオデコーダ１６は、ビデオストリームＳ１３をデコードすることにより圧
縮符号化前のビデオデータを復元し、これをアナログ信号化することにより映像信号Ｓ１
５を生成し、これを後段のモニタ（図示せず）に番組映像として出力する。
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【００２８】
次に衛星インターネットシステム１（図１）において、ユーザが衛星インターネットサー
ビスを利用する際の一連の処理ついて図２及び図３を用いて説明する。
【００２９】
まず第１段階としてクライアントＰＣ(Personal Computer) ３は、ＣＰＵ２５がホストバ
ス２４を介してメインメモリ２７からクライアントＰＣ３固有のクライアント名又は受信
ボード７固有の機器情報を識別データとして読み出し、これをＣＰＵ－ＰＣＩ(Periphera
l Component Interconnect) ブリッジ２３及びシリアルポート２９を経由してターミナル
アダプタ（ＴＡ：Terminal Adaptor）３０に送出する。
【００３０】
ＴＡ３０は、識別データに対して所定の変調処理を施した後、ＩＳＤＮ(Integrated Serv
ices Digital Network) 等の地上回線４及びインターネット５を介して送信手段としての
プロバイダ６に送信する（１）。
【００３１】
第２段階としてプロバイダ６は、識別データを基に顧客管理データベース（図示せず）を
参照し、当該顧客管理データベースに識別データが登録されている場合には認証確認を得
るが、それ以外のときには認証確認を得ることができない。すなわちプロバイダ６は、識
別データを基に認証確認が得られなかった場合には認証が失敗に終わったので処理を終了
する（２）。
【００３２】
第３段階としてプロバイダ６は認証確認が得られた場合、出荷された全ての受信ボード７
に対してそれぞれ割り当てられるように予め複数用意しておいた端末固有情報としてのＭ
ＡＣアドレスのうちの１つをＭＡＣアドレスリストから割り当てた後、例えば「00:11:22
:33:44:01 」でなるＭＡＣアドレスを所定の方式で符号化して「1234567890」でなる変換
固有情報としてのキーＩＤを生成する。
【００３３】
ここでＭＡＣアドレスは、世界で固有のアドレスであり、当該ＭＡＣアドレスを基に生成
されたキーＩＤについても固有のデータであり、受信ボード７毎に全て異なる。またキー
ＩＤは、ユーザによって容易に改ざんされないように冗長分のデータが付加されている。
【００３４】
そしてプロバイダ６は、クライアントＰＣ３との間で通信衛星９を介して１対１のデータ
通信サービスを開始するために必要な更新プログラムとしての受信ボード用ソフトウェア
と、当該受信ボード用ソフトウェアを受信ボード７にダウンロードするために必要なダウ
ンロードアプリケーションと、上述のキーＩＤとを実装データとしてインターネット５及
び地上回線４を経由して受信手段としてのクライアントＰＣ３へ返信する（３）。
【００３５】
ここで受信ボード用ソフトウェア及びダウンロードアプリケーションについては、データ
圧縮された状態でクライアントＰＣ３へ送信される。因みに受信ボード用ソフトウェア及
びダウンロードアプリケーションについては、全ての受信ボード７に対して共通のデータ
であり、このためプロバイダ６側では全ての受信ボード７毎に異なる受信ボード用ソフト
ウェア及びダウンロードアプリケーションを用意する必要はない。
【００３６】
第４段階としてクライアントＰＣ３は、ＴＡ３０を介してプロバイダ６から返信されてき
た実装データを受け、これをシリアルポート２９、ＣＰＵ－ＰＣＩブリッジ２３、ホスト
バス２４を介してメインメモリ２７に一旦書き込む。
【００３７】
そしてクライアントＰＣ３は、ＣＰＵ２５の制御に基づいてメインメモリ２７に一旦書き
込まれた実装データのうちダウンロードアプリケーションをデータ伸長しながら読み出し
、当該ダウンロードアプリケーションを基にＶＧＡ(Video Graphics Array)コントローラ
３１を制御することにより、モニタ３２の画面上に割り当てられたキーＩＤを表示してユ
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ーザに知らせた後、ダウンロードアプリケーションに応じた入力画面を表示する。続いて
クライアントＰＣ３は、ユーザによってモニタ３２の入力画面中のダイアログボックスに
キーＩＤが入力される（４）。
【００３８】
第５段階としてクライアントＰＣ３は、ユーザによって入力されたキーＩＤのデータをＣ
ＰＵ２５によりブロック分けし、さらにそれぞれのブロック内のデータの合計を検査する
、いわゆるチエックサムすることにより正当なキーＩＤであるか否かを判定する。
【００３９】
ここでクライアントＰＣ３は、ＣＰＵ２５によりキーＩＤが正当であると判定した場合に
は全ての受信ボード７に共通な受信ボード用ソフトウェアをデータ伸長しながらメインメ
モリ２７から読み出してハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２６の所定領域（図中に斜線
で示す）に格納すると共に、キーＩＤをメインメモリ２から読み出して受信ボード用ソフ
トウェアとは異なる他の領域（図中に白紙で示す）に格納し、その後受信ボード用ソフト
ウェアを受信ボード７に転送する。
【００４０】
ここでクライアントＰＣ３は、キーＩＤが正当であった場合にのみ受信ボード用ソフトウ
ェアをデータ伸長し、それまではデータ圧縮したままの状態でメインメモリ２６に格納し
ておくことにより、ユーザによる受信ボード用ソフトウェアの解析や改ざんを防止し得る
ようになされている。
【００４１】
受信ボード７は、クライアントＰＣ３から転送されてきた受信ボード用ソフトウェアをＰ
ＣＩバスインターフェース２１及びデータ処理部２０を介して記憶手段としてのフラッシ
ュメモリ１９の所定領域（図中斜線で示す）に書き込み、データ通信サービスに対応させ
るようにアップデートする（５）。
【００４２】
第６段階としてクライアントＰＣ３は、ＣＰＵ２５の制御に基づいてＨＤＤ２６からキー
ＩＤを読み出して復号することにより元のＭＡＣアドレスを復元し、これを受信ボード７
に転送する。ここでＭＡＣアドレスはキーＩＤに変換された状態でＨＤＤ２６に格納され
ていることにより、キーＩＤがＭＡＣアドレスであることをユーザに認識されることがな
く、ユーザによる改ざんを防止し得るようになされている。
【００４３】
受信ボード７は、クライアントＰＣ３から転送されてきたＭＡＣアドレスをＣＰＵ１８の
制御に基づいて受信ボード用ソフトウェアを書き込んだ所定領域とは異なるフラッシュメ
モリ１９上の他の領域に書き込み、ＭＡＣアドレスの受信ボード７に対するダウンロード
を終了する（６）。
【００４４】
第７段階としてクライアントＰＣ３は、受信ボード７のフラッシュメモリ１９に対して受
信ボード用ソフトウェア及びＭＡＣアドレスのダウンロードを終了したので、メインメモ
リ２７及びＨＤＤ２６に書き込まれた受信ボード用ソフトウェア及びキーＩＤを消去し、
これによりユーザによる受信ボード用ソフトウェアの改ざんを防止するようになされてい
る。
【００４５】
この結果プロバイダ６（図１）は、クライアントＰＣ３からユーザが所望するサービス情
報（例えばＷＷＷ(World Wide Web)ブラウザ等）の転送要求を受信すると、転送要求に応
じた例えばホームページをサーバ（図示せず）から読み出し、これをＩＰ(Internet Prot
ocol) パケットのデータ部に付加すると共に、転送要求と共に送られてきたＭＡＣアドレ
スと、ＩＰアドレスとをヘッダ部に付加してＩＰパケットを生成する。
【００４６】
さらにプロバイダ６は、ＩＰパケットを複数のＴＳパケットに分割した後、各ＴＳパケッ
トを多重化することによりトランスポートストリームを生成し、これをディジタル放送信
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号としてアンテナ６Ａから通信衛星９を介して送信する。
【００４７】
ＩＲＤ８（図２）は、アンテナ１０を介して受信したディジタル放送信号Ｓ１０をフロン
トエンド１３に送出する。フロントエンド１３は、ディジタル放送信号Ｓ１０に対してＱ
ＰＳＫ復調処理及び誤り訂正処理を施した後、トランスポートストリームＳ１１を抽出し
、これを高速出力ポート（図示せず）を介して受信ボード７のデマルチプレクサ１７に送
出する。
【００４８】
デマルチプレクサ１７は、トランスポートストリームＳ１１を分離して複数のＴＳ(Trans
port Stream)パケットに変換し、これをデータ処理部２０に送出する。データ処理部２０
は、ＴＳパケットを複数まとめることによりセクション形式のセクションデータを生成し
、これをＰＣＩバスインターフェース２１を介してクライアントＰＣ３へ送出する。
【００４９】
クライアントＰＣ３は、セクションデータをＰＣＩバス２２及びＶＧＡコントローラ３１
を介してモニタ３２に出力することにより、転送要求されたユーザ所望のホームページを
モニタ３１の画面上に表示するようになされている。
【００５０】
以上の構成において、衛星インターネットシステム１はクライアントＰＣ３から供給され
る識別データに基づいてプロバイダ６が認証確認を得ると、当該プロバイダ６からクライ
アントＰＣ３に対してＭＡＣアドレスを変換してなるキーＩＤ、受信ボード用ソフトウェ
ア及びダウンロードアプリケーションを実装データとして送信する。
【００５１】
クライアントＰＣ３は、プロバイダ６から送られてきた実装データをメインメモリ２７に
一旦格納した後、ダウンロードアプリケーションを起動して表示したモニタ３２の入力画
面において正当なキーＩＤが入力されたときに、メインメモリ２７から読み出した受信ボ
ード用ソフトウェアをデータ伸長してＨＤＤ２６の所定領域に書き込み、続いてメインメ
モリ２７から読み出したキーＩＤを復号してＭＡＣアドレスを復元し、これを受信ボード
用ソフトウェアとは異なるＨＤＤ２６上の他の領域に書き込む。
【００５２】
そしてクライアントＰＣ３は、ＨＤＤ２６から受信ボード用ソフトウェアを読み出し受信
ボード７に転送してフラッシュメモリ１９に書き込み、続いてＨＤＤ２６からＭＡＣアド
レスを読み出し受信ボード７に転送してフラッシュメモリ１９に書き込むことにより、プ
ロバイダ６と通信衛星９を介して１対１のデータ通信サービスを開始するために必要な受
信ボード用ソフトウェア及び受信ボード７に固有なＭＡＣアドレスをフラッシュメモリ１
９にダウンロードすることができる。
【００５３】
このように衛星インターネットシステム１は、ユーザがクライアントＰＣ３を介して識別
データをプロバイダ６に送信し、当該プロバイダ６から供給される実装データを基にモニ
タ３２に表示された入力画面でキーＩＤを入力するだけで、受信ボード用ソフトウェア及
びＭＡＣアドレスのダウンロードを実行することができ、かくしてユーザは受信ボード用
ソフトウェア及びＭＡＣアドレスのダウンロード処理を特別意識することなく衛星インタ
ーネットサービスを利用し得る通信環境を構築することができる。
【００５４】
また衛星インターネットシステム１は、全ての受信ボード７に対して共通な受信ボード用
ソフトウェア及びダウンロードアプリケーションと、各受信ボード７毎に異なる固有のキ
ーＩＤとを格納領域をそれぞれ分けてＨＤＤ２６に格納し得るようにしたことにより、受
信ボード用ソフトウェア及びダウンロードアプリケーションがインターネット上で公開さ
れた場合でも、キーＩＤが含まれることはないのでユーザ固有の情報が漏洩することを防
止できる。
【００５５】
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また衛星インターネットシステム１は、ＭＡＣアドレスをキーＩＤに変換すると共に冗長
データを付加した状態で送信するようにしたことにより、受信ボード７に固有なＭＡＣア
ドレスのセキュリティを一段と向上させることができる。
【００５６】
さらに衛星インターネットシステム１は、受信ボード７にＭＡＣアドレスを割り当てた後
、当該受信ボード７に各ＩＲＤ８固有のＩＣカード番号を送信して追加実装する場合にお
いても、プロバイダ６はＭＡＣアドレスを基にＩＣカード番号をクライアントＰＣ３から
受信ボード７に送信し、当該受信ボード７にダウンロードされた受信ボード用ソフトウェ
アを用いてフラッシュメモリ１９にＩＣカード番号を容易に実装することができる。すな
わち衛星インターネットシステム１は、同様にしてＭＡＣアドレスやＩＣカード番号のよ
うな端末固有情報のみのアップデートを容易に実行することができる。
【００５７】
さらに衛星インターネットシステム１は、受信ボード７にＭＡＣアドレスを割り当てた後
、当該受信ボード７のフラッシュメモリ１９に書き込まれているソフトウェアの内容をプ
ロバイダ６に通知することにより、当該プロバイダ６から受信ボード７のフラッシュメモ
リ１９をアップデートするための新たな更新プログラムをＭＡＣアドレスを基に送信して
もらうことができ、かくして受信ボード７のアップデートを容易に行うことができる。
【００５８】
さらに衛星インターネットシステム１は、全ての受信ボード７に固有のＭＡＣアドレスを
固定的に割り当てることにより、クライアントＰＣ３はプロバイダ６に対するサービス情
報の転送要求をＭＡＣアドレスを付加して送信することができる。かくしてプロバイダ６
は、送られてきたＭＡＣアドレスを宛て先として用いることができるので、全ての受信ボ
ード７に割り当てたＭＡＣアドレスをプロバイダ６側で管理する必要がなくなり、転送要
求に対するサービス情報の返信処理が容易になる。
【００５９】
以上の構成によれば、衛星インターネットシステム１は、クライアントＰＣ３からの認識
データに基づいて認証確認を得た場合に、プロバイダ６からクライアントＰＣ３に対して
実装データを送信し、当該クライアントＰＣ３を介して受信ボード７のフラッシュメモリ
１９にＭＡＣアドレスを実装すると共に、受信ボード用ソフトウェアをダウンロードして
処理内容を変更することにより、クライアントＰＣ３からプロバイダ６に対する転送要求
をＭＡＣアドレスと共に送信することができる。またプロバイダ６は、送信されてきたＭ
ＡＣアドレスを受信端末装置２への宛て先として用いることができ、これにより転送要求
に応じたホームページをプロバイダ６から通信衛星９を介して受信端末装置２に対して送
信することができる。
【００６０】
なお上述の実施の形態においては、クライアントＰＣ３からプロバイダ６に識別データを
送信することにより、プロバイダ６から受信ボード用ソフトウェア及びキーＩＤを返信し
てもらい受信ボード７のフラッシュメモリ１９にダウンロードするようにした場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、プロバイダ６が主体で通信衛星９を介して各受信ボ
ード７にそれぞれ対応した所定の識別子と共に受信ボード用ソフトウェア、ダウンロード
アプリケーション及びキーＩＤをクライアントＰＣ３に送信し、当該クライアントＰＣ３
では自身の識別子を受信したときにダウンロードアプリケーションを用いて受信ボード用
ソフトウェアを受信ボード７にダウンロードし、キーＩＤを復元して得られるＭＡＣアド
レスを受信ボード７にダウンロードするようにしても良い。
【００６１】
また上述の実施の形態においては、転送要求に応じたホームページ等のサービス情報を通
信衛星９を介してクライアントＰＣ３へ送信するようにした場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、インターネット５及び地上回線４を介してクライアントＰＣ３へサー
ビス情報を送信するようにしても良い。この場合にも、上述の実施の形態と同様の効果を
得ることができる。
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【００６２】
さらに上述の実施の形態においては、受信ボード７のデマルチプレクサ１７及びデータ処
理部２０を介してＴＳパケットを複数まとめてセクション形式のセクションデータを生成
し、これをＰＣＩバスインターフェース２１を介してクライアントＰＣ３へ送出すること
により、モニタ３２にホームページの映像を表示するようにした場合について述べたが、
本発明はこれに限らず、ＩＲＤ８の内部にデータ処理部２０を設けて、ＩＲＤ８内のデマ
ルチプレクサ１４及びデータ処理部２０を介して得られたセクションデータに基づく映像
を直接テレビジョンの画面上に表示するようにしても良い。
【００６３】
さらに上述の実施の形態においては、受信ボード用ソフトウェアに基づいて受信ボード７
におけるフラッシュメモリ１９のソフトウェアの内容をアップデートするようにした場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばＦＰＧＡ(Field Programmable Gate A
rrays)のような回路構成を自在に変更し得るＰＬＤ(Programmable Logic Device) 等のハ
ードウェアの内容をアップデートするようにしても良い。
【００６４】
さらに上述の実施の形態においては、受信ボード７のフラッシュメモリ１９に受信ボード
用ソフトウェアを書き込んだ後にキーＩＤを変換してＭＡＣアドレスを書き込むようにし
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、受信ボード用ソフトウェアにＭＡＣア
ドレスが書き込まれた状態で一体になって送られてきたときには、データ伸長して受信ボ
ード用ソフトウェア及びＭＡＣアドレスが一体になったまま受信ボード７のフラッシュメ
モリ１９に書き込むようにしても良い。
【００６５】
さらに上述の実施の形態においては、ＭＡＣアドレスを符号化することにより生成したキ
ーＩＤを送信するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ユーザによ
る改ざんの恐れがないようであれば　必ずしもキーＩＤに変換しなくても良く、また変換
する際には受信ボード７毎に固有の情報であればキーＩＤ以外の端末固有情報に変換して
用いるようにしても良い。
【００６６】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、送信装置は、受信端末装置からの識別情報を第２の伝送
方法で受信したとき、当該識別情報に対応した受信端末装置を送信先として特定するため
の端末固有情報を変換固有情報に変換し、その変換固有情報と更新プログラムとを第２の
伝送方法で受信端末装置へ送信し、受信端末装置は、第２の伝送方法で送信された変換固
有情報と更新プログラムとを受信して記憶手段に格納した後、更新プログラムに基づいて
処理内容を更新し、変換固有情報から端末固有情報を復元して保持することにより、端末
固有情報及び更新プログラムについては第２の伝送方法により送信装置と個別にやり取り
する一方、送信装置から端末固有情報に基づいて送信されるデータについては第１の伝送
方法により当該送信装置から受け取るように使い分けることができ、かくして受信端末装
置に対して固有の端末固有情報を割り当て、特定の受信端末装置に対してのみ所定のデー
タを送信し得るデータ設定方法及びデータ送信システムを実現できる。
【００６７】
　また本発明によれば、送信装置は、受信端末装置からの識別情報を第２の伝送方法で受
信したとき、当該識別情報に対応した受信端末装置を送信先として特定するための端末固
有情報を変換固有情報に変換し、その変換固有情報と更新プログラムとを第２の伝送方法
で受信端末装置へ送信し、受信端末装置は、第２の伝送方法で送信された変換固有情報と
更新プログラムとを受信して記憶手段に格納した後、更新プログラムに基づいて処理内容
を更新し、変換固有情報から端末固有情報を復元して保持することにより、端末固有情報
及び更新プログラムについては第２の伝送方法により送信装置と個別にやり取りする一方
、送信装置から端末固有情報に基づいて送信されるデータについては第１の伝送方法によ
り当該送信装置から受け取るように使い分けることができ、かくして転送要求に応じた所
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望のデータを送信装置から受信し得る受信端末装置を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態による衛星インターネットシステムの構成を示す略線的ブロック図
である。
【図２】受信端末装置の構成を示すブロック図である。
【図３】プロバイダから送られるソフトウェア及びＭＡＣアドレスを受信ボードにダウン
ロードする処理手順を示す略線図である。
【図４】ディジタル衛星放送システムの構成を示す略線図である。
【図５】衛星インターネットシステムの構成を示す略線図である。
【符号の説明】
１……衛星インターネットシステム、２……受信端末装置、３……クライアントＰＣ、４
……地上回線、５……インターネット、６……プロバイダ、６Ａ、１０……アンテナ、８
……ＩＲＤ、９……通信衛星、１１、１８、２５……ＣＰＵ、１９……フラッシュメモリ
、２６……ＨＤＤ、２７……メインメモリ。

【図１】 【図２】
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