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(57)【要約】
【課題】視聴料の徴収を阻害することなく、視聴者にと
っては、事前の視聴契約などを必要とせずに有料番組を
録画することが容易となる放送受信装置および有料番組
提供システムの提供を目的とする。
【解決手段】映像を表す映像情報；該映像が有料番組の
ものであるか否かを示す有料識別情報；および所定の通
信サーバを特定するアドレス情報；の各々が、所定の形
式に従って含まれている放送信号を受信する放送受信装
置であって、映像を表示する表示部と、有料識別情報に
基づいて、映像情報が有料番組のものであるか否かを判
別する、有料判別部と、映像情報を記録する記録部と、
を備え、記録部は、有料判別部により映像情報が有料番
組のものであると判断された場合、映像情報に加えてア
ドレス情報をも記録する放送受信装置、およびこれを用
いた有料番組提供システムとする。
【選択図】図１７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表す映像情報；該映像が有料番組のものであるか否かを示す有料識別情報；およ
び所定の通信サーバを特定するアドレス情報；の各々が、所定の形式に従って含まれてい
る放送信号を受信する放送受信装置であって、
　前記映像を表示する表示部と、
　該有料識別情報に基づいて、前記映像情報が有料番組のものであるか否かを判別する、
有料判別部と、
　前記映像情報を記録する記録部と、を備え、
　前記記録部は、
　前記有料判別部により前記映像情報が有料番組のものであると判断された場合、前記映
像情報に加えて前記アドレス情報をも記録することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　前記アドレス情報に基づいて、該アドレスを示すＱＲコード（登録商標）を生成するＱ
Ｒコード生成部と、
　再生開始の指示に応じて、前記記録部に記録された映像情報の映像を前記表示部に再生
させる映像再生部と、
　前記再生させる映像が有料番組のものである場合は、所定の有料案内映像を表示させる
有料案内表示部と、を備え、
　該有料案内表示部は、
　該有料案内映像に、前記ＱＲコードを含ませることを特徴とする請求項１に記載の放送
受信装置。
【請求項３】
　前記映像再生部は、
　前記再生させようとする映像が有料番組のものである場合は、該映像の再生を一旦保留
することを特徴とする請求項２に記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記有料案内表示部は、
　前記有料案内映像を、前記映像情報による映像の全部または一部に重ねるように表示さ
せることを特徴とする請求項２に記載の放送受信装置。
【請求項５】
　前記有料案内表示部は、
　前記有料案内映像に、前記再生させようとする映像が有料番組のものであることをユー
ザに報知するための映像を含ませることを特徴とする請求項２から請求項４の何れかに記
載の放送受信装置。
【請求項６】
　映像を表す映像情報；該映像が有料番組のものであるか否かを示す有料識別情報；所定
の通信サーバを特定するアドレス情報；および該有料番組の種類を示す番組識別情報；の
各々が、所定の形式に従って含まれている放送信号を受信する放送受信装置であって、
　前記有料案内表示部は、
　前記番組識別情報の内容ごとに対応した番組別案内映像を保有しており、
　前記有料案内映像に、該番組別案内映像をも含ませることを特徴とする請求項２から請
求項４の何れかに記載の放送受信装置。
【請求項７】
　映像を表す映像情報；該映像が有料番組のものであるか否かを示す有料識別情報；所定
の通信サーバを特定するアドレス情報；および該有料番組の種類ごとに対応した番組別案
内映像を表す情報；の各々が、所定の形式に従って含まれている放送信号を受信する放送
受信装置であって、
　前記有料案内表示部は、
　前記有料案内映像に、該番組別案内映像をも含ませることを特徴とする請求項２から請
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求項４の何れかに記載の放送受信装置。
【請求項８】
　前記番組別案内映像は、
　少なくとも、前記有料番組の番組名および該有料番組の視聴料を示す映像が含まれてい
ることを特徴とする請求項６または請求項７に記載の放送受信装置。
【請求項９】
　請求項３に記載の放送受信装置と、
　ＱＲコードを読取ることが可能であり、個人または団体を特定し得る情報（「特定情報
」とする）が予め記憶されている通信端末と、
　前記再生の保留を解除させるために必要な解除鍵を保有する通信サーバと、を有し、
　該通信端末が、前記放送受信装置により表示されているＱＲコードを読取り、前記アド
レス情報により特定される通信サーバにアクセスする第１ステップと、
　該通信サーバが、該通信端末から前記特定情報を受信した場合にのみ、該通信端末に前
記解除鍵を送信する第２ステップと、
　該通信端末が、前記放送受信装置に該解除鍵を送信する第３ステップと、
　該放送受信装置が、該解除鍵を取得したときに、前記再生の保留を解除する第４ステッ
プと、
　を含む処理を行うことを特徴とする有料番組提供システム。
【請求項１０】
　請求項４に記載の放送受信装置と、
　ＱＲコードを読取ることが可能であり、個人または団体を特定し得る情報（「特定情報
」とする）が予め記憶されている通信端末と、
　前記有料案内映像の表示を解除させるために必要な解除鍵を保有する通信サーバと、を
有し、
　該通信端末が、前記放送受信装置により表示されているＱＲコードを読取り、前記アド
レス情報により特定される通信サーバにアクセスする第１ステップと、
　該通信サーバが、該通信端末から前記特定情報を受信した場合にのみ、該通信端末に前
記解除鍵を送信する第２ステップと、
　該通信端末が、前記放送受信装置に該解除鍵を送信する第３ステップと、
　該放送受信装置が、該解除鍵を取得したときに、前記有料案内の表示を解除する第４ス
テップと、
　を含む処理を行うことを特徴とする有料番組提供システム。
【請求項１１】
　スクランブル処理のなされた映像を表す映像情報；該映像が有料番組のものであるか否
かを示す有料識別情報；および所定の通信サーバを特定するアドレス情報；の各々が、所
定の形式に従って含まれている放送信号を受信する請求項２に記載の放送受信装置と、
　ＱＲコードを読取ることが可能であり、個人または団体を特定し得る情報（「特定情報
」とする）が予め記憶されている通信端末と、
　前記スクランブルを解除するために必要な解除鍵を保有する通信サーバと、を有し、
　該通信端末が、前記放送受信装置により表示されているＱＲコードを読取り、前記アド
レス情報により特定される通信サーバにアクセスする第１ステップと、
　該通信サーバが、該通信端末から前記特定情報を受信した場合にのみ、該通信端末に前
記解除鍵を送信する第２ステップと、
　該通信端末が、前記放送受信装置に該解除鍵を送信する第３ステップと、
　該放送受信装置が、該解除鍵を用いて、前記スクランブルを解除する第４ステップと、
　を含む処理を行うことを特徴とする有料番組提供システム。
【請求項１２】
　前記通信端末は、
　電話会社と通信回線の使用契約を結んでいる契約者が所有する携帯電話機であり、
　前記特定情報は、
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　該契約者を特定する情報であることを特徴とする請求項９から請求項１１の何れかに記
載の有料番組提供システム。
【請求項１３】
　前記特定情報は、
　前記通信端末に固有のＩＤ情報であることを特徴とする請求項９から請求項１１の何れ
かに記載の有料番組提供システム。
【請求項１４】
　前記通信端末は、
　前記特定情報を前記通信サーバに送信するか否かをユーザに選択させる、選択処理を行
うことを特徴とする請求項９から請求項１１の何れかに記載の有料番組提供システム。
【請求項１５】
　前記通信サーバは、
　前記第１ステップの処理がなされたとき、前記通信端末に対してソフトウェアを送信す
るものであり、
　該ソフトウェアは、該通信端末に前記選択処理を実行させるものであることを特徴とす
る請求項１４に記載の有料番組提供システム。
【請求項１６】
　前記ソフトウェアは、
　前記有料番組の視聴料の支払いに同意するか否かをユーザに選択させる処理をも、前記
通信端末に実行させることを特徴とする請求項１５に記載の有料番組提供システム。
【請求項１７】
　前記ソフトウェアは、
　前記有料番組の視聴料が携帯電話会社の料金徴収サービスを利用して支払い可能である
ことを、ユーザに報知するための映像を、前記通信端末に表示させることを特徴とする請
求項１５または請求項１６に記載の有料番組提供システム。
【請求項１８】
　前記通信サーバが取得した前記特定情報は、
　前記有料番組の視聴料の徴収に用いられることを特徴とする請求項９から請求項１１の
何れかに記載の有料番組提供システム。
【請求項１９】
　前記第３ステップにおける前記解除鍵の送信は、
　ＩｒＤＡインターフェースが用いられた赤外線通信を通じてなされることを特徴とする
請求項９から請求項１１の何れかに記載の有料番組提供システム。
【請求項２０】
　前記解除鍵は暗号化処理が施されており、
　前記放送受信装置は、
　該暗号化を解除することを特徴とする請求項９から請求項１１の何れかに記載の有料番
組提供システム。
【請求項２１】
　有料番組の映像信号を放送する放送局と、
　前記映像信号を受信して記録するとともに、該映像信号に基づいて映像を表示する放送
受信装置と、
　通信機器との通信が可能な通信サーバと、
　を有した有料番組提供システムであって、
　前記放送受信装置は、
　該映像の表示を所定の手法で制限する制限部と、
　所定の解除鍵を取得することで前記制限を解除する解除部と、を有し、
　前記通信サーバは、
　該解除鍵を、前記通信機器に送信することを特徴とする有料番組提供システム。
【請求項２２】
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　前記制限部は、
　前記映像の表示を保留する第１手法、または、前記映像の全部または一部に他の映像を
重ねて表示させる第２手法により前記制限を実行し、
　前記解除手段は、
　前記第１手法により前記制限がなされている場合は、前記保留を解除し、
　前記第２手法により前記制限がなされている場合は、前記他の映像を非表示とすること
で、前記制限を解除することを特徴とする請求項２１に記載の有料番組提供システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送信号を受信する放送受信装置およびこれを用いた有料番組提供システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、放送番組を有料で提供するサービス（有料番組提供サービス）が実施されている
。このようなサービスでは、視聴料を漏れなく徴収する等のため、通常は番組提供者と視
聴者との間で、事前の視聴契約がなされることが前提となっている。なお視聴契約の内容
としては、例えば月々一定額の視聴料を徴収するものや、或いは視聴者が視聴を予定する
番組を予め決めておき、視聴の開始に応じて視聴料を徴収するもの等が考えられる。
【特許文献１】特開２００５－３１１５７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上述した従来の方法では、事前の契約によって視聴料の徴収先が判明しているため、視
聴料をほぼ漏れなく徴収することが可能である。しかしこの方法では、番組提供者と視聴
者の間での事前契約が前提となっているため、特に視聴者にとって不便となることが多い
。
【０００４】
　例えば、視聴者が有料番組を録画して事後的に再生しようと考えている場合でも、上述
した方法では、事前にその有料番組について視聴契約が交わされる必要がある。しかし間
もなく（例えば１０分後に）その有料番組が放送されるといった状況では、事前の視聴契
約が間に合わず、結局その有料番組を録画・再生することができないという不便がある。
【０００５】
　しかし一方で、視聴者が有料番組を自由に録画・再生できるようにすると、有料番組提
供者にとっては視聴料の徴収が難しくなるおそれがある。そこで本発明は、上述の問題点
に鑑み、視聴料の徴収を阻害することなく、視聴者にとっては、事前の視聴契約などを必
要とせずに有料番組を録画することが容易となる放送受信装置および有料番組提供システ
ムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために本発明に係る放送受信装置は、映像を表す映像情報；該映像
が有料番組のものであるか否かを示す有料識別情報；および所定の通信サーバを特定する
アドレス情報；の各々が、所定の形式に従って含まれている放送信号を受信する放送受信
装置であって、前記映像を表示する表示部と、該有料識別情報に基づいて、前記映像情報
が有料番組のものであるか否かを判別する、有料判別部と、前記映像情報を記録する記録
部と、を備え、前記記録部は、前記有料判別部により前記映像情報が有料番組のものであ
ると判断された場合、前記映像情報に加えて前記アドレス情報をも記録する構成（第１の
構成）とする。
【０００７】
　本構成によれば、有料番組の録画映像（記録部に記録されている映像）を再生させるに
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あたり、アドレス情報を表示させることが可能となる。そのため例えばユーザに、有料番
組提供者が管理する通信サーバにアクセスさせ、この通信サーバから解除鍵を入手するま
で、録画映像の再生を制限することが容易となる。その結果、有料番組提供者にとっては
、解除鍵と引き換えにユーザ等を特定する情報を入手し、視聴料の徴収を容易とすること
が可能となる。また更に視聴者にとっては、事前の視聴契約などを行っていなくても、有
料番組を録画することが可能となる。
【０００８】
　また上記第１の構成において、前記アドレス情報に基づいて、該アドレスを示すＱＲコ
ード（登録商標）を生成するＱＲコード生成部と、再生開始の指示に応じて、前記記録部
に記録された映像情報の映像を前記表示部に再生させる映像再生部と、前記再生させる映
像が有料番組のものである場合は、所定の有料案内映像を表示させる有料案内表示部と、
を備え、該有料案内表示部は、該有料案内映像に、前記ＱＲコードを含ませる構成（第２
の構成）としてもよい。
【０００９】
　本構成によれば、有料番組の録画映像を再生させるにあたり、アドレスを示すＱＲコー
ドが表示される。そのため、ユーザがＱＲコードを読取り可能である通信端末を用いて、
通信サーバにアクセスすることが可能となる。
【００１０】
　また上記第２の構成において、前記映像再生部は、前記再生させようとする映像が有料
番組のものである場合は、該映像の再生を一旦保留する構成（第３の構成）としてもよい
。
【００１１】
　本構成によれば、例えば通信サーバの保有する解除鍵が得られたときに保留が解除され
るようにすることで、ユーザによる通信サーバへのアクセスを促すことが可能となる。
【００１２】
　また上記第２の構成において、前記有料案内表示部は、前記有料案内映像を、前記映像
情報による映像の全部または一部に重ねるように表示させる構成（第４の構成）としても
よい。
【００１３】
　本構成によれば、例えば通信サーバの保有する解除鍵が得られたときに、有料案内映像
の表示が解除されるようにすることで、ユーザによる通信サーバへのアクセスを促すこと
が可能となる。
【００１４】
　また上記第２から第４の何れかの構成において、前記有料案内表示部は、前記有料案内
映像に、前記再生させようとする映像が有料番組のものであることをユーザに報知するた
めの映像を含ませる構成（第５の構成）としてもよい。
【００１５】
　本構成によれば、ユーザに現状を正しく認識させ、例えば再生を実行しても視聴料がか
からないといった誤解が生じることを、極力回避することが可能となる。
【００１６】
　また上記第２から第４の何れかの構成において、映像を表す映像情報；該映像が有料番
組のものであるか否かを示す有料識別情報；所定の通信サーバを特定するアドレス情報；
および該有料番組の種類を示す番組識別情報；の各々が、所定の形式に従って含まれてい
る放送信号を受信する放送受信装置であって、前記有料案内表示部は、前記番組識別情報
の内容ごとに対応した番組別案内映像を保有しており、前記有料案内映像に、該番組別案
内映像をも含ませる構成（第６の構成）としてもよい。
【００１７】
　本構成によれば、例えば番組のタイトルや視聴料といった番組毎に異なる情報を、適切
に表示させることが容易となる。そのため、再生に係る有料番組のより正確な情報を、視
聴者に提供することが容易となる。
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【００１８】
　また上記第２から第４の何れかの構成において、映像を表す映像情報；該映像が有料番
組のものであるか否かを示す有料識別情報；所定の通信サーバを特定するアドレス情報；
および該有料番組の種類ごとに対応した番組別案内映像を表す情報；の各々が、所定の形
式に従って含まれている放送信号を受信する放送受信装置であって、前記有料案内表示部
は、前記有料案内映像に、該番組別案内映像をも含ませる構成（第７の構成）としてもよ
い。
【００１９】
　本構成によれば、例えば番組のタイトルや視聴料といった番組毎に異なる情報を、適切
に表示させることが容易となる。そのため、再生に係る有料番組のより正確な情報を、視
聴者に提供することが容易となる。
【００２０】
　また上記第６または第７の構成としてより具体的には、前記番組別案内映像は、少なく
とも、前記有料番組の番組名および該有料番組の視聴料を示す映像が含まれている構成（
第８の構成）としてもよい。
【００２１】
　また本発明に係る有料番組提供システムは、上記第３の構成に係る放送受信装置と、Ｑ
Ｒコードを読取ることが可能であり、個人または団体を特定し得る情報（「特定情報」と
する）が予め記憶されている通信端末と、前記再生の保留を解除させるために必要な解除
鍵を保有する通信サーバと、を有し、該通信端末が、前記放送受信装置により表示されて
いるＱＲコードを読取り、前記アドレス情報により特定される通信サーバにアクセスする
第１ステップと、該通信サーバが、該通信端末から前記特定情報を受信した場合にのみ、
該通信端末に前記解除鍵を送信する第２ステップと、該通信端末が、前記放送受信装置に
該解除鍵を送信する第３ステップと、該放送受信装置が、該解除鍵を取得したときに、前
記再生の保留を解除する第４ステップと、を含む処理を行う構成（第９の構成）とする。
【００２２】
　本構成によれば、有料番組提供者にとっては、通信サーバを通じて特定情報を取得する
ことにより、有料番組の視聴料徴収を容易とすることが可能となる。なお特定情報と引き
換えに解除鍵が入手されるまで再生は保留されるため、ユーザに特定情報の送信を促すこ
とが可能である。また視聴者にとっては、事前の視聴契約等がなくても、有料番組の映像
情報を録画することが可能となる。
【００２３】
　また本発明に係る有料番組提供システムは、上記第４の構成に係る放送受信装置と、Ｑ
Ｒコードを読取ることが可能であり、個人または団体を特定し得る情報（「特定情報」と
する）が予め記憶されている通信端末と、前記有料案内映像の表示を解除させるために必
要な解除鍵を保有する通信サーバと、を有し、該通信端末が、前記放送受信装置により表
示されているＱＲコードを読取り、前記アドレス情報により特定される通信サーバにアク
セスする第１ステップと、該通信サーバが、該通信端末から前記特定情報を受信した場合
にのみ、該通信端末に前記解除鍵を送信する第２ステップと、該通信端末が、前記放送受
信装置に該解除鍵を送信する第３ステップと、該放送受信装置が、該解除鍵を取得したと
きに、前記有料案内の表示を解除する第４ステップと、を含む処理を行う構成（第１０の
構成）とする。
【００２４】
　本構成によれば、有料番組提供者にとっては、通信サーバを通じて特定情報を取得する
ことにより、有料番組の視聴料徴収を容易とすることが可能となる。なお特定情報と引き
換えに解除鍵が入手されるまで有料案内の表示がなされる（つまり、録画映像の完全な表
示が阻害される）ため、ユーザに特定情報の送信を促すことが可能である。また視聴者に
とっては、事前の視聴契約等がなくても、有料番組の映像情報を録画することが可能とな
る。
【００２５】
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　また本発明に係る有料番組提供システムは、スクランブル処理のなされた映像を表す映
像情報；該映像が有料番組のものであるか否かを示す有料識別情報；および所定の通信サ
ーバを特定するアドレス情報；の各々が、所定の形式に従って含まれている放送信号を受
信する請求項２に記載の放送受信装置と、ＱＲコードを読取ることが可能であり、個人ま
たは団体を特定し得る情報（「特定情報」とする）が予め記憶されている通信端末と、前
記スクランブルを解除するために必要な解除鍵を保有する通信サーバと、を有し、該通信
端末が、前記放送受信装置により表示されているＱＲコードを読取り、前記アドレス情報
により特定される通信サーバにアクセスする第１ステップと、該通信サーバが、該通信端
末から前記特定情報を受信した場合にのみ、該通信端末に前記解除鍵を送信する第２ステ
ップと、該通信端末が、前記放送受信装置に該解除鍵を送信する第３ステップと、該放送
受信装置が、該解除鍵を用いて、前記スクランブルを解除する第４ステップと、を含む処
理を行う構成（第１１の構成）とする。
【００２６】
　本構成によれば、有料番組提供者にとっては、通信サーバを通じて特定情報を取得する
ことにより、有料番組の視聴料徴収を容易とすることが可能となる。なお特定情報と引き
換えに解除鍵が入手されるまで録画映像にはスクランブル処理がなされているため、ユー
ザに特定情報の送信を促すことが可能である。また視聴者にとっては、事前の視聴契約等
がなくても、有料番組の映像情報を録画することが可能となる。
【００２７】
　また上記第９から第１１の何れかの構成において、前記通信端末は、電話会社と通信回
線の使用契約を結んでいる契約者が所有する携帯電話機であり、前記特定情報は、該契約
者を特定する情報である構成（第１２の構成）としてもよい。本構成によれば、有料番組
提供者が、携帯電話機の契約者に対して視聴料を請求することが可能となる。
【００２８】
　また上記第９から第１１の何れかの構成において、前記特定情報は、前記通信端末に固
有のＩＤ情報である構成（第１３の構成）としてもよい。本構成によれば、通信端末ごと
に所有者等が予め把握されていれば、有料番組提供者が、当該所有者等に対して視聴料を
請求することが可能となる。
【００２９】
　また上記第１３の構成において、前記通信端末は、前記特定情報を前記通信サーバに送
信するか否かをユーザに選択させる、選択処理を行う構成（第１４の構成）としてもよい
。本構成によれば、特定情報を通信サーバに送信するか否かにおいて、ユーザの意志を反
映させることが可能となる。
【００３０】
　また上記第１４の構成において、前記通信サーバは、前記第１ステップの処理がなされ
たとき、前記通信端末に対してソフトウェアを送信するものであり、該ソフトウェアは、
該通信端末に前記選択処理を実行させるものである構成（第１５の構成）としてもよい。
本構成によれば、ソフトウェア処理により前記選択処理を実現できるとともに、通信端末
がソフトウェアを常時保有する必要がなく、記憶容量の増大を極力抑えることが可能とな
る。
【００３１】
　また上記第１５の構成において、前記ソフトウェアは、前記有料番組の視聴料の支払い
に同意するか否かをユーザに選択させる処理をも、前記通信端末に実行させる構成（第１
６の構成）としてもよい。本構成によれば、有料番組の視聴料の支払いに同意するか否か
において、ユーザの意志を反映させることが可能となる。
【００３２】
　また上記第１５または第１６の構成において、前記ソフトウェアは、前記有料番組の視
聴料が携帯電話会社の料金徴収サービスを利用して支払い可能であることを、ユーザに報
知するための映像を、前記通信端末に表示させる構成（第１７の構成）としてもよい。ま
た上記第９から第１１の何れかの構成において、前記通信サーバが取得した前記特定情報
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は、前記有料番組の視聴料の徴収に用いられる構成（第１８の構成）としてもよい。
【００３３】
　なお特定情報が有料番組の視聴料の徴収に用いられる態様としては、例えば通信端末が
携帯電話機である場合に、携帯電話会社の料金徴収サービスを利用して視聴料を徴収する
態様、携帯電話会社と提携したクレジットサービスを利用して視聴料を徴収する態様、携
帯電話会社と提携した電子マネーサービスを利用して視聴料を徴収する態様、などが挙げ
られる。
【００３４】
　また上記第９から第１１の何れかの構成としてより具体的には、前記第３ステップにお
ける前記解除鍵の送信は、ＩｒＤＡインターフェースが用いられた赤外線通信を通じてな
される構成（第１９の構成）としてもよい。また、前記解除鍵は暗号化処理が施されてお
り、前記放送受信装置は、該暗号化を解除する構成（第２０の構成）としてもよい。
【００３５】
　また本発明に係る有料番組提供システムは、有料番組の映像信号を放送する放送局と、
前記映像信号を受信して記録するとともに、該映像信号に基づいて映像を表示する放送受
信装置と、通信機器との通信が可能な通信サーバと、を有した有料番組提供システムであ
って、前記放送受信装置は、該映像の表示を所定の手法で制限する制限部と、所定の解除
鍵を取得することで前記制限を解除する解除部と、を有し、前記通信サーバは、該解除鍵
を、前記通信機器に送信する構成（第２１の構成）とする。
【００３６】
　本構成によれば、視聴者にとっては、事前の視聴契約等がなくても、放送受信装置を用
いて有料番組を記録することが可能である。また通信サーバを有する有料番組提供者にと
っては、視聴者等が有する通信機器への解除鍵の送信と引き換えに、視聴料の徴収先を特
定する情報を入手することが容易となる。
【００３７】
　また上記第２１の構成としてより具体的には、前記制限部は、前記映像の表示を保留す
る第１手法、または、前記映像の全部または一部に他の映像を重ねて表示させる第２手法
により前記制限を実行し、前記解除手段は、前記第１手法により前記制限がなされている
場合は、前記保留を解除し、前記第２手法により前記制限がなされている場合は、前記他
の映像を非表示とすることで、前記制限を解除する構成（第２２の構成）としてもよい。
【発明の効果】
【００３８】
　上述の通り、本発明に係る放送受信装置および有料番組提供システムによれば、有料番
組の録画映像（記録部に記録されている映像）を再生させるにあたり、アドレス情報を表
示させることが可能となる。そのため例えばユーザに、有料番組提供者が管理する通信サ
ーバにアクセスさせ、この通信サーバから解除鍵を入手するまで、録画映像の再生を制限
することが容易となる。その結果、有料番組提供者にとっては、解除鍵と引き換えにユー
ザ等を特定する情報を入手し、視聴料の徴収を容易とすることが可能となる。また更に視
聴者にとっては、事前の視聴契約などを行っていなくても、有料番組を録画することが可
能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　本発明の実施形態として、以下、実施例１から実施例３の各々を挙げて説明する。
【００４０】
　［実施例１］
　本発明の実施例１として、有料番組提供システムを挙げて説明する。本有料番組提供シ
ステムの構成概略を、図１に示す。本図に示すように、有料番組提供システム１は、テレ
ビ放送局２、テレビ放送受信装置３、携帯電話機４、通信サーバ５、および電話会社６か
らなっている。なおテレビ放送受信装置３と携帯電話機４は、ユーザにより所持されるこ
とが想定されている。
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【００４１】
　まずテレビ放送局２について説明する。テレビ放送局２は、番組提供者の作成した番組
の内容に係る情報（映像データ等）を、例えばＲＦ信号を用いて、データストリームとし
て放送する。ここでデータストリームのデータ構造について、図２を参照しながら説明す
る。
【００４２】
　図２に示すように、データストリーム１０は、同期信号１１、データ識別フラグ１２、
制御データ１３、同期信号１４、データ識別フラグ１５、および映像音声データ１６から
構成されている。同期信号１１および１４は、それぞれデータの開始を示している。また
データ識別フラグ１２は、制御データ１３が後続することを示しており、データ識別フラ
グ１５は、映像音声データ１６が後続することを示している。
【００４３】
　そして制御データ１３は、種々の制御に関する情報である。具体的には、図２に示すよ
うに、有料フラグ１３Ａ、認証用サイトアドレス１３Ｂ、通知画像選定情報１３Ｃ、番組
識別情報１３Ｄ、およびその他の制御データ１３Ｅを有している。
【００４４】
　この有料フラグ１３Ａは、当該放送中の番組が有料番組であるか否かを示している。ま
た認証用サイトアドレス１３Ｂは、当該有料番組を視聴するにあたって認証手続を行うた
めの認証用サイト（ウェブページ）にアクセスためのアドレスを示している。なおこの認
証用サイトは、通信サーバ５により提供されている。
【００４５】
　また通知画像選定情報１３Ｃは、テレビ放送受信装置３において有料番組案内を表示さ
せる際に利用されるものであり、例えば有料番組における視聴料の設定金額ごとに異なる
ものである。また番組識別情報１３Ｄは、放送中の番組の種類を識別させるための情報で
あり、後述するように、通信サーバ５が番組の種類を判断する際に利用される。なお有料
番組でない放送信号の場合は、認証用サイトアドレス１３Ｂ、通知画像選定情報１３Ｃ、
および番組識別情報１３Ｄをダミーデータとしておいても良い。
【００４６】
　映像音声データ１６は、番組の内容に係る映像および音声のデータである。なお当該テ
レビ放送がアナログ放送であっても、垂直帰線期間の走査線にデータ信号を重ねることに
よって、上述した制御データを送信することが可能である。つまりデジタル放送であるか
アナログ放送であるかを問わず、上述したデータストリーム１０に相当するものを放送す
ることは可能である。
【００４７】
　次にテレビ放送受信装置（以下、単に「受信装置」と称す）３について説明する。受信
装置３は、テレビ放送局２から送信されるテレビ放送を受信し、番組に係るデータの記録
や再生等が可能となっている。この受信装置３の構成について、図３を参照しながら以下
に説明する。
【００４８】
　図３に示すように、受信装置３は、アンテナ３２、ＲＦ受信回路３３、復調回路３４、
映像信号処理回路３５、システム制御回路３６、映像表示部３７、ＩｒＤＡインターフェ
ース３８、および記録部３９などから構成されている。
【００４９】
　ＲＦ受信回路３３は、アンテナ３２を通じて取得されたＲＦ信号（テレビ放送の信号）
を受信して、後段の回路に伝送する。なおＲＦ受信回路３３は、チューナ回路を備えてお
り、ユーザにより選局されたチャンネルの信号のみが伝送されることとなる。
【００５０】
　復調回路３４は、ＲＦ受信回路３３から伝送された信号に基づいて、映像データおよび
音声データ（映像音声データ１６に基づくもの）や、制御データ１３を抽出する。この抽
出処理は、先述したデータストリーム中の同期信号やデータ識別フラグが参照されてなさ
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れる。そして映像データおよび音声データは後段の記録部３９へ、制御データ１３はシス
テム制御回路３６および記録部３９へと伝送される。なおこれらの処理は、放送信号がデ
ジタル放送のものであるかアナログ放送のものであるかを問わず、実行可能となっている
。
【００５１】
　映像信号処理回路３５は、記録部３９あるいはシステム制御回路３６から入力された映
像データに基づいて、映像表示部３７に映像を表示させる。また映像表示部３７はブラウ
ン管や液晶ディスプレイ等の映像表示装置を備えている。
【００５２】
　システム制御回路３６は、入力される制御データ１３等に基づいて、種々の制御を実行
する。特に、記録部３９に記録されている有料番組のテレビ放送の情報が再生されようと
しているとき（有料フラグ１３Ａの内容により認識される）は、入力される認証用サイト
アドレス１３Ｂおよび番組識別情報１３Ｄに基づいて、これらの情報の内容が符号化され
たＱＲコード（登録商標、以下同様）１７を生成し、映像信号処理回路３５へ伝送する。
なおこれらの処理は、無料番組の受信に関しては不要であるため、有料フラグ１３Ａによ
り有料番組を受信していると認められる場合にのみ、実行されるようにしておいてもよい
。
【００５３】
　またシステム制御回路３６は、図９に示すような有料番組の案内用の画像（ＱＲコード
１７の部分を除く）を、複数種類記憶している。なお当該画像を複数種類設けているのは
、有料番組の種類によって視聴料等が異なるため、これに対応するためである。そして更
に放送信号の受信時においては、復調回路３４から伝送される有料フラグ１３Ａに基づい
て、受信中の番組が有料番組のものであるか否かを判断する。その結果、有料番組のもの
であると判断された場合は、映像データや音声データに加えて、制御データ１３が記録部
３９に記録されるよう制御する。
【００５４】
　ＩｒＤＡインターフェース３８は、携帯電話機４等と赤外線通信（ＩｒＤＡ通信）を実
行するために設けられたインターフェースである。後述する通り受信装置３は、ＩｒＤＡ
インターフェース３８を介して、鍵情報を、携帯電話機４から受取ることが可能となって
いる。
【００５５】
　記録部３９は、例えばハードディスク（ＨＤ）レコーダやＤＶＤレコーダ等により構成
されており、復調回路３４から伝送される映像データおよび音声データを記録（録画）す
る。また上述した通り、有料番組に係る映像データや音声データが記録される場合は、こ
れらに対応する制御データ１３も同時に記録されることとなる。
【００５６】
　また図示していないが、受信装置３は、映像音声データ１６の音声データに基づいて音
声を出力させるための、音声出力装置をも備えている。以上の構成により受信装置３は、
受信された放送番組が有料番組であるか否かを問わず、その映像データや音声データが（
有料番組である場合には、制御データ１３も）記録部３９に記録される。そして事後的に
、これらの記録されたデータを再生することが可能となっている。
【００５７】
　次に、携帯電話機４について説明する。ここでの携帯電話機４は、図４に示すように、
制御部４１、撮像部４２、記憶部４３、デコード処理部４４、通信部４５、操作部４６、
ＩｒＤＡインターフェース４７、および表示部４８等を備えている。
【００５８】
　制御部４１は、演算制御装置を備えており、携帯電話機４における各装置の動作を制御
する。撮像部４２は、ＣＣＤやＣＭＯＳ等の撮像素子を備えており、レンズを介して結像
する光学像の情報を取得することができる。これにより、受信装置３の映像表示部に表示
されたＱＲコードの情報を取得することが可能である。
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【００５９】
　記憶部４３は、ＲＡＭ等により構成されており、撮像部４２により取得された画像デー
タ、通信部４５を介して受信した各種データ、および携帯電話機４自身のＩＤ情報等を記
憶する。なおこのＩＤ情報は、その携帯電話機に割り当てられた固有の情報であり、当該
携帯電話機やその所有者を特定し得る情報や、携帯電話機４の所有者と通信回線使用契約
を交わしている電話会社を特定し得る情報等を含んでいてもよい。デコード処理部４４は
、記憶部４３に記憶されているＱＲコードにデコード処理を施し、取得されたアドレスの
情報などを記憶部４３に戻す。
【００６０】
　通信部４５は、アンテナを備えており、通信サーバ５をはじめとする通信装置との間で
無線通信（ＲＦ信号の送受信）を行う。また操作部４６は、例えばボタンスイッチを備え
ており、かかるボタンの操作を通じて、ユーザの意思を反映させた種々の指示情報を取得
する。ＩｒＤＡインターフェース４７は、赤外線通信（ＩｒＤＡ通信）を実行するための
インターフェースであり、受信装置３におけるＩｒＤＡインターフェース３８に対応して
いる。また表示部４８はディスプレイを備えており、種々の画面表示を行う。
【００６１】
　以上の構成により携帯電話機４は、受信装置３が表示するＱＲコードの情報を取得する
とともに、このアドレスにより接続される通信サーバ５との通信を行うことが可能である
。
【００６２】
　次に、通信サーバ５について説明する。通信サーバ５は、図５に示すように、通信部５
１、制御部５２、および記憶部５３等を備えているものであり、有料番組の提供者などに
より管理されている。通信部５１は、携帯電話機４をはじめとする通信装置との間で無線
通信（ＲＦ信号の送受信）を実行する。制御部５２は、通信サーバ５の各装置を制御する
。
【００６３】
　また記憶部５３は、携帯電話機４等からのアクセスがあった場合に、ＩＤ情報と引き換
えに鍵情報を送信するための認証用サイトを提供するための情報、有料番組の内容や視聴
料に関する情報、および受信装置３における有料番組の録画再生の保留を解除するための
鍵情報などが、予め記憶されている。また通信端末４からＩＤ情報などが送信されてきた
場合には、これらを記憶する。
【００６４】
　なお電話会社６は、携帯電話機に係る通信サービスを提供しているものであり、携帯電
話機４の所有者との間で、通信サービスに関する契約を予め結んでいるものである。電話
会社６は、当該所有者に携帯電話機４に係る通信サービス等を提供する代わりに、例えば
銀行口座からの引き落としを通じて通信料を徴収するようにしている。
【００６５】
　次に、以上に説明した有料番組提供システム１において、放送信号に含まれる情報が受
信装置３内の記録部３９に格納されるまでの処理の流れを、図６のフローチャートを参照
しながら説明する。
【００６６】
　受信装置３は、通常の動作時において、テレビ番組の録画開始の指示を待機している（
ステップＳ１）。なお録画開始の指示は、例えばユーザによる所定のボタン操作やリモコ
ン操作によるものや、予め設定された録画開始時刻が到来した時とするものなどが挙げら
れるが、これらには限定されない。
【００６７】
　そして録画開始の指示がなされたら（ステップＳ１のＹ）、受信装置３は、テレビ放送
局２が放送している放送信号を受信するとともに（ステップＳ２）、この放送信号が有料
番組のものであるか否かを判断する（ステップＳ３）。この判断は先述の通り、放送信号
に含まれている有料フラグ１３Ａに基づいて実行される。
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【００６８】
　その結果、有料番組のものであると判断された場合は（ステップＳ３のＹ）、受信装置
３は、放送信号に含まれている映像音声データ１６に加え、制御データ１３をも、記録部
３９に記録（録画）させる（ステップＳ４）。なお同時期に受信された映像音声データ１
６と制御データ１３は、互いにリンクして記録される。つまり、記録された映像音声デー
タが再生される場合に、その映像音声データ１６に対応する制御データ１３が読み出し可
能とされている。
【００６９】
　一方、有料番組のものでないと判断された場合は（ステップＳ３のＮ）、放送信号に含
まれている映像音声データ１６だけを記録部３９に記録させるようにし、制御データ１３
は記録されない（ステップＳ５）。なお処理負担がやや増大するが、ステップＳ５の処理
において、制御データ１３をも記録させるようにしても構わない。
【００７０】
　以上のステップＳ２からＳ５までの処理は、録画終了の指示（例えばユーザによる所定
のボタン操作等）がなされるまで継続される、かかる指示がなされれば、ステップＳ１の
処理に戻る（ステップＳ６）。これにより、有料番組の録画においては、映像音声データ
だけでなく、制御データ１３も同時に記録されることになる。
【００７１】
　次に、有料番組提供システム１において、記録部３９に記録されている番組情報（録画
情報）の再生に関する処理の流れを、図７および図８のフローチャートを参照しながら説
明する。
【００７２】
　受信装置３は、通常の動作時において、録画情報の再生指示を待機している（ステップ
Ｓ７）。なお録画開始の指示は、例えばユーザによる所定のボタン操作やリモコン操作に
よるものや、予め設定された再生開始時刻が到来した時とするものなどが挙げられるが、
これらには限定されない。
【００７３】
　そして録画再生の指示があったら（ステップＳ７のＹ）、その指示に係る録画情報、す
なわちこれから再生されようとしている録画情報が、有料番組のものであるか否かを判断
する（ステップＳ８）。この判断は、当該録画情報に付随して制御データ１３も記録され
ているか否か、あるいは、この制御データ１３における有料フラグ１３Ａの状態に基づい
てなされる。
【００７４】
　その結果、有料番組のものでないと判断されたら（ステップＳ８のＮ）、録画の再生を
実行する（ステップＳ９）。これによりユーザは、受信装置３によって、予め録画してい
た番組（有料番組を除く）を自由に視聴することが可能となる。その後、再生停止の指示
（例えばユーザによる所定のボタン操作等）がなされるまで再生が継続され、かかる指示
がなされればステップＳ７の処理に戻る（ステップＳ１０）。
【００７５】
　一方、有料番組のものであると判断されたら（ステップＳ８のＹ）、受信装置３は録画
の再生に先立ち、所定の有料案内映像を表示させる（ステップＳ１１）。この表示がなさ
れている間は、録画の再生は一旦保留される。これにより、有料番組の録画再生に一定の
制限が加えられることになる。なおこの有料案内映像は、認証用サイトアドレス１３Ｂお
よび番組識別情報１３Ｄの内容が符号化されたＱＲコード１７が映し出されるものである
。
【００７６】
　ここで有料案内映像が表示されている状態の一例を、図９に示す。このように有料番組
案内はＱＲコード１７だけでなく、予め受信装置３に記憶されている複数の有料番組の案
内用の通知画像（再生させようとする映像が有料番組のものであること、番組名、および
視聴料などをユーザに通知するための画像）の何れかが、同時に表示される。何れの通知
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画像を表示させるかは、記録部３９に記録されている通知画像選定情報１３Ｃによって決
定される。また有料案内映像を表示させている間、受信装置３は、録画再生の保留を解除
するための鍵情報の入力を待機する（ステップＳ１２）。
【００７７】
　なお受信装置３がＱＲコード１７を生成する処理としては、有料番組の録画を再生する
時に、記録部３９に記憶されている制御データ１３に基づいてＱＲコード１７を生成する
（つまり、録画を再生する段階でＱＲコード１７を生成する）処理を採用してもよく、ま
た、有料番組が受信されて記録部３９に記録される段階でＱＲコード１７を生成しておき
、このＱＲコード１７も、有料番組の映像データ等とともに記録部３９に記録しておく（
つまり録画の再生に先立ち、予めＱＲコード１７を生成して記録しておく）処理を採用し
ても良い。
【００７８】
　一方、携帯電話機４では、通信サーバ５からの鍵情報の受信（ステップＳ２１）や、撮
像部４２を通じたＱＲコード１７の入力（ステップＳ２３）を待機している。この状態で
、ユーザがステップＳ１１にて表示されているＱＲコード１７を携帯電話機４に取り込む
と（ステップＳ２３のＹ）、携帯電話機４はＱＲコード１７の内容をデコードし、得られ
たアドレスに基づいて通信サーバ（ウェブページ）にアクセスする（ステップＳ２４）。
【００７９】
　なおステップＳ２３からＳ２４へ移行する際に、例えば携帯電話機４に、図１０に示す
ような表示を行わせ、認証サイトへのアクセスの許否をユーザに選択させるようにしても
よい。ここでアクセスが拒否された場合は、ＱＲコード１７のデータを破棄するとともに
、ステップＳ２１の処理に戻る。
【００８０】
　そしてステップＳ２４の後、携帯電話機４は、自身に割り当てられているＩＤ情報を通
信サーバ５に送信するとともに、携帯電話機４（あるいは携帯電話機４に対応するメール
サーバ等）へ鍵情報を送信するように、通信サーバ５へ要求する（ステップＳ２５）。
【００８１】
　なおステップＳ２４からＳ２５へ移行する際に、通信サーバ５は、例えば携帯電話機４
に図１１に示すような表示を行わせ、ユーザにおける視聴料支払い等の意志の有無を確認
するようにしてもよい。ここで視聴料支払いの意志や有料番組を視聴する意志がない場合
は、ステップＳ２５の処理に進まないこととする。
【００８２】
　また一方、通信サーバ５は、携帯電話機４による鍵情報送信の要求の有無を監視してい
る（ステップＳ３１）。そこでステップＳ２５に係る要求があった場合は（ステップＳ３
１のＹ）、携帯電話機４のＩＤ情報を取得するとともに、鍵情報を携帯電話機４（あるい
は携帯電話機４に対応するメールサーバ等）に送信する（ステップＳ３２）。なお通信サ
ーバ５は、携帯電話機４のＩＤ情報を正常に取得できた場合にのみ、鍵情報を送信するこ
ととする。
【００８３】
　ステップＳ３２により鍵情報が送信されてきたら（ステップＳ２１のＹ）、携帯電話機
４はその鍵情報を受信する（ステップＳ２２）。このとき携帯電話機４は、例えば図１２
に示すような表示を行い、現在の状態をユーザに報知するようにしてもよい。さらにその
後図１３に示すような表示を行い、ユーザに、受信装置３への鍵情報の送信を促すことと
してもよい。
【００８４】
　また、携帯電話機４に図１１の表示を行わせ、有料番組の視聴料の支払いに同意するか
否かをユーザに選択させる処理を実行するプログラムを、予め通信サーバ５に記憶させて
おき、携帯電話機４からのアクセスがあったときに、このプログラムを携帯電話機４側に
送信させるようにしておいてもよい。またこのプログラムは、携帯電話機４のＩＤ情報を
通信サーバ５に送信するか否かをユーザに選択させる処理や、有料番組の視聴料が電話会
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社６の料金徴収サービスを利用して支払い可能であることをユーザに報知するための映像
を表示する処理などを、携帯電話機４に実行させるものとしても良い。
【００８５】
　携帯電話機４が鍵情報を取得した状態で、ＩｒＤＡインターフェースを介して、受信装
置３に適正な鍵情報が入力されると（ステップＳ１２のＹ）、受信装置３は、有料案内映
像の表示を停止し、録画再生の保留は解除させる（ステップＳ１３）。
【００８６】
　なおステップＳ１２の処理においては、送信されてきた鍵情報が適正であるか否かが、
判断される。なおこの判断は、例えば、受信装置３が予め保有している情報と一致するか
否かの判断を通じてなされる。この結果、鍵情報が適正でないと判断された場合には、ス
テップＳ１３の処理には進まず、引き続き鍵情報の入力を待機することとする。
【００８７】
　ステップＳ１３の処理がなされることにより、ユーザは受信装置３を通じて、予め録画
していた有料番組を制限なく視聴することが可能となる。その後、再生停止の指示（例え
ばユーザによる所定のボタン操作等）がなされるまで再生が継続され、かかる指示がなさ
れればステップＳ７の処理に戻る（ステップＳ１４）。
【００８８】
　なお有料番組提供者は、携帯電話機４から取得したＩＤ情報に基づいて、携帯電話機４
に係る通信契約がなされている電話会社６に対して、有料番組の視聴料を請求する。電話
会社６は、かかる請求に応じて、有料番組提供者への視聴料の支払いを代行する一方、視
聴者（当該ＩＤ情報により特定される携帯電話機４についての契約者）の銀行口座から視
聴料相当分を引き落とすこととする。このように携帯電話機４のＩＤ情報は、有料番組の
視聴料の徴収に用いられる。
【００８９】
　また有料番組提供者が視聴料を徴収する方法としては、上述したものの他、例えば電話
会社６の提携先によるクレジットサービスを利用して視聴料を徴収する（ユーザが視聴料
を支払う）方法や、電話会社６の提携先による電子マネーサービスを利用して視聴料を徴
収する（ユーザが視聴料を支払う）方法などを採用しても良い。
【００９０】
　なお電話会社６の提携先によるクレジットサービスや電子マネーサービスに関する契約
は、ユーザにとっては、携帯電話の使用契約と同時申し込めることが多い。また、かかる
クレジットサービスや電子マネーサービスに関する契約を済ませておくことにより、ユー
ザは、有料番組の録画再生のみならず種々の料金支払いに関しても、従来のようにテレビ
番組視聴のための専用の契約を交わす必要なく実現可能である。
【００９１】
　以上に説明した一連の処理により、視聴者は、番組提供者との視聴契約等を事前に行う
ことなく、受信装置３に有料番組を録画しておくことが可能となっている。そのため有料
番組提供システム１によれば、例えば事前の視聴契約のために有料放送の録画が間に合わ
ないといった不便が解消される。
【００９２】
　そして視聴者がこの有料番組を視聴するためには、主に、携帯電話機４により受信装置
３からＱＲコードを読み取る処理、携帯電話機４により通信サーバ５にアクセスして鍵情
報を取得する処理、および鍵情報を受信装置３に入力する処理を経るだけで足りる。その
ため視聴者にとっては、ごく簡単な操作を行うだけで、有料番組を視聴することが可能と
なっている。
【００９３】
　また有料番組提供者の側から見ると、視聴者が使用している携帯電話機４のＩＤ情報を
取得することができるために、事前に視聴者との番組視聴契約などがなされていなくても
、容易に視聴料を徴収することができる。つまりＩＤ情報により、有料番組の視聴者や、
当該視聴者が契約している電話会社６を特定することが可能であるため、事後的にでも、
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容易に視聴料を徴収することが可能である。
【００９４】
　なお本実施例の受信装置３では、有料番組の録画再生に制限を加える処理として、適正
な鍵情報が入力されるまで録画再生を保留することとしているが、その代わりに、もしく
はこれに加えて、有料番組の映像データにスクランブルを施しておき、適正な鍵情報が入
力されることにより当該スクランブルを解除するようにしてもよい。例えば、当該映像デ
ータに適正な鍵情報を用いたデコード処理を施すことで、スクランブルが解除するものが
考えられる。またその他にも、録画再生を保留することとせず、有料番組に係る映像の全
部または一部に重ねるように先述した有料案内映像を表示させることとし、鍵情報が入力
された時点で、有料案内映像の表示を解除するようにしても良い。
【００９５】
　また本実施例では、通信サーバ５が携帯電話機４からＩＤ情報を取得するものとしたが
、ＩＤ情報の代わりに、個人や団体を特定し得る他の情報としてもよい。例えば、携帯電
話機の所有者（通信回線の使用契約者）の名前や住所、或いは加入者番号など、所有者を
特定し得る情報を予め携帯電話機４に記憶させておき、これらの情報を通信サーバ５が取
得するようにしても良い。これにより有料番組提供者にとっては、かかる所有者に視聴料
を請求することが容易となる。
【００９６】
［実施例２］
　次に本発明の実施例２について説明する。なお本実施例は、テレビ放送局２から送信さ
れるストリームデータの内容、ならびに、受信装置３における有料番組案内の表示に関す
る事項を除いては、基本的に実施例１と同様の構成であるため、重複する説明は省略する
。
【００９７】
　本実施例におけるストリームデータの内容を図１４に示す。このようにストリームデー
タ１０については、通知画像選定情報１３Ｃの代わりに有料案内表示データ１３Ｆが挿入
されている点で、実施例１のものとは異なっている。この有料案内表示データ１３Ｆは、
実施例１における有料番組案内を表示させるデータに相当するものである。
【００９８】
　つまり実施例１では、予め受信装置３が通知画像（有料番組案内のうちＱＲコード１７
を除く部分）のデータを複数しており、通知画像選定情報１３Ｃの内容に応じて、そのう
ちの何れかを表示させることとしていたが、本実施例では、この通知画像のデータそのも
のを、テレビ放送局２から受信するものとしている。
【００９９】
　そのため本実施例では、実施例１に比べてストリームデータ１０に占める制御データ１
３の割合が増大することとなるが、有料番組案内の内容の自由度を向上させることが可能
となる。その結果、番組の内容・種類に応じて、より正確かつ詳細な有料番組案内を表示
させることが可能となる。
【０１００】
［実施例３］
　次に本発明の実施例３について説明する。なお本実施例は、鍵情報に暗号化処理を施す
点を除いては、基本的に実施例１と同様の構成であるため、重複する説明は省略する。
【０１０１】
　本実施例では、携帯電話機４から受信装置３へ赤外線通信を利用して送信される鍵情報
について、公開鍵暗号の手法を応用した暗号化処理を採用している。なお公開鍵暗号の手
法とは、互いにペアとなる公開鍵と秘密鍵を用いるものであり、公開鍵で暗号化された情
報を復号するには、これに対応する秘密鍵が必要であることを利用するものである。公開
鍵暗号の手法としては、例えば素因数分解の困難性を利用したＲＳＡ方式などがある。
【０１０２】
　以下、図１５のフローチャートを参照しながら、本実施例における処理の内容について
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説明する。まず番組提供者は、ペアとなる公開鍵（以下、適宜「Ｋｐｕ」とする）と秘密
鍵（以下、適宜「Ｋｐｒ」とする）、および実施例１で説明した、有料番組の録画再生の
制限を解除するための鍵情報（以下、適宜「Ｋｓ」とする）を作成しておく。そして当該
Ｋｐｕをテレビ放送局２に提供し、ＫｐｒとＫｓを通信サーバ５に記憶させる（ステップ
Ｓ４１）。
【０１０３】
　これを受けテレビ放送局２は、制御データ１３の中にＫｐｕを含めて放送する（ステッ
プＳ５１）。一方通信サーバ５は、携帯電話機４からＫｐｒとＫｓの送信要求があるか否
かを監視し（Ｓ６１）、要求がある場合は、ＫｐｒとＫｓを当該携帯電話機に送信する（
ステップＳ６２）。なおステップＳ６１は実施例１でのステップＳ３１に、Ｓ６２はＳ３
２に相当している。
【０１０４】
　また受信装置３では、テレビ放送局２からＫｐｕが受信されたら（ステップＳ７２）、
セッション鍵（乱数）が生成される（ステップＳ７３）。そして受信装置３は、Ｋｐｕで
セッション鍵を暗号化するとともに（ステップＳ７４）、この暗号化されたセッション鍵
をＱＲコード１７に組み込むこととする（ステップＳ７５）。
【０１０５】
　この暗号化されたセッション鍵は、撮像部４２を通じてＱＲコードが読み込まれること
により、携帯電話機４によって取得される（ステップＳ８１のＹ）。そしてその後、通信
サーバ５にアクセスしたときに、ＫｐｒとＫｓの送信を要求することとする（ステップＳ
８２）。これにより先述した通り、通信サーバ５はＫｐｒとＫｓを携帯電話機４に送信す
る（ステップＳ６２）。なおステップＳ８１は実施例１でのステップＳ２３に、Ｓ８２は
Ｓ２５に相当している。
【０１０６】
　ここで携帯電話機４と通信サーバ５との間における通信（ステップＳ８２、およびＳ６
２）については、ＳＳＬ［Secure Socket Layer］を用いることにより、通信の安全性を
高めている。なおこれらの通信において、通信サーバ５が、携帯電話機のＩＤ情報を取得
しておくことは、実施例１の場合と同様である。
【０１０７】
　ステップＳ６２の処理がなされた時点で、携帯電話機４は、Ｋｐｒにより暗号化された
セッション鍵、Ｋｐｕ、およびＫｓを取得していることになる。そこで携帯電話機４は、
まずＫｐｕを用いて、セッション鍵に施されている暗号化処理を解除（復号）する（ステ
ップＳ８４）。そしてその後、復号されたセッション鍵を用いて、Ｋｓに対して暗号化処
理を施す（ステップＳ８５）。
【０１０８】
　暗号化処理のなされたＫｓが、赤外線通信により受信装置３へ送信されると（ステップ
Ｓ７１のＹ）、受信装置３は暗号化を解除してＫｓを取得し、以降、Ｋｓを用いて有料番
組の録画再生に係る制限を解除する（ステップＳ７６）。なおセッション鍵は受信装置３
自身が生成したものであるため、受信装置３と携帯電話機４の間で符号化・復号処理の方
式を整合させておけば、受信装置３においてＫｓに係る暗号化の解除は可能である。また
セッション鍵については、受信装置３内部で毎回（例えば、セッション鍵の送信・受信が
１セット実行される度に）発生し直すようにしておけば、より安全性を向上させることが
できる。なおステップＳ７１は実施例１でのステップＳ１２に、Ｓ７６はＳ１３に相当し
ている。
【０１０９】
　以上により、携帯電話機４から受信装置３へ、赤外線通信を通じて鍵情報を送信する際
、鍵情報はセッション鍵により暗号化されているため、例えば学習リモコンなどの使用に
よる鍵情報の不正入手を、防止することが可能となっている。またＱＲコードに組み込ま
れるセッション鍵についても、Ｋｐｕにより暗号化されているため、不正取得の防止が可
能となっている。なお上述した処理の流れについての概要を、図１６に示しておく。
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【０１１０】
　［まとめ］
　以上までに説明した本発明の実施形態の構成内容について、その概要を図１７に簡潔に
示しておく。このように本有料番組提供システム１によれば、受信装置３は所定の鍵情報
が入力された場合にのみ、有料番組の録画映像の再生に対する制限（再生を保留すること
、録画映像の全部または一部に他の映像を重ねて表示すること、もしくは、録画映像にス
クランブル処理が施されていること）を解除する。また通信サーバ５は、ＩＤ情報等を送
信してきた携帯電話機４等へ、鍵情報を送信することとしている。
【０１１１】
　そのため、通信サーバ５を管理する有料番組の提供者はかかるＩＤ情報等を取得するこ
とにより、容易に視聴者の特定等を行うことができる。また鍵情報の送信はＩＤ情報等の
受信と引き換えにしているため、ユーザにＩＤ情報等の送信を促すことが可能となってい
る。また視聴者にとっては、有料番組提供者との事前の視聴契約がなくても、取り急ぎ有
料番組を録画することが可能となっている。
【０１１２】
　以上の通り、本発明の実施形態について説明したが、本発明はこれらに限定されるもの
ではなく、本発明の主旨を逸脱しない範囲において種々の変形が可能である。また各実施
例の内容は、矛盾の無い限り、互いに組み合わせて実施することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【０１１３】
　本発明は、放送により有料番組を提供するシステム等の分野において利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明の実施形態に係る有料番組提供システムの構成概略図である。
【図２】本発明の実施例１などにおける、ストリームデータの構成概略図である。
【図３】本発明の実施形態におけるテレビ放送受信装置の構成図である。
【図４】本発明の実施形態における携帯電話機の構成図である。
【図５】本発明の実施形態における通信サーバの構成図である。
【図６】放送信号に含まれる情報を記録（録画）する処理の流れ図である。
【図７】本発明の実施形態に係る、録画再生に関する処理の流れ図である。
【図８】本発明の実施形態に係る、録画再生に関する処理の流れ図である。
【図９】本発明の実施形態に係る、テレビ放送受信装置の画面表示を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態に係る、携帯電話機の画面表示を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態に係る、携帯電話機の画面表示を示す図である。
【図１２】本発明の実施形態に係る、携帯電話機の画面表示を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態に係る、携帯電話機の画面表示を示す図である。
【図１４】本発明の実施例２における、ストリームデータの構成概略図である。
【図１５】本発明の実施形態に係る鍵情報の暗号化に関する処理の流れ図である。
【図１６】本発明の実施形態に係る鍵情報の暗号化に関する説明図である。
【図１７】本発明の実施形態における、有料番組提供システムの説明図である。
【符号の説明】
【０１１５】
　　　１　　　有料番組提供システム
　　　２　　　テレビ放送局
　　　３　　　テレビ放送受信装置
　　　４　　　携帯電話機（通信端末）
　　　５　　　通信サーバ
　　　６　　　電話会社
　　１０　　　ストリームデータ
　　１１　　　同期信号
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　　１２　　　データ識別フラグ（制御データが後続することを示す）
　　１３　　　制御データ
　　１３Ａ　　有料フラグ（有料識別情報）
　　１３Ｂ　　認証用サイトアドレス（アドレス情報）
　　１３Ｃ　　通知画像選定情報
　　１３Ｄ　　番組識別情報
　　１３Ｆ　　有料案内表示データ（通知画像の情報）
　　１４　　　同期信号
　　１５　　　データ識別フラグ（映像データが後続することを示す）
　　１６　　　映像音声データ
　　１７　　　ＱＲコード
　　３２　　　アンテナ
　　３３　　　ＲＦ受信回路
　　３４　　　復調回路
　　３５　　　映像信号処理回路
　　３６　　　システム制御回路
　　３７　　　映像表示部
　　３８　　　ＩｒＤＡインターフェース（赤外線通信手段）
　　３９　　　記録部
　　４１　　　制御部
　　４２　　　撮像部
　　４３　　　記憶部
　　４４　　　デコード処理部
　　４５　　　通信部
　　４６　　　操作部
　　４７　　　ＩｒＤＡインターフェース（赤外線通信手段）
　　４８　　　表示部
　　５１　　　通信部
　　５２　　　制御部
　　５３　　　記憶部
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【図１１】
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【図１６】
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【図１７】
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