
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
伝送路を経由して受信した複数の情報を 表示する

情報表示装置であって、
受信した情報に付与された当該情報の配信依頼元に対応するコードによりその情報の配信
依頼元を識別する手段と、
前記配信依頼元に対応するコードにより区分けされ 受信した情報を

当該情報に付与されたコードに対応する領域 憶す 段とを備え、
前記記憶手段は、前記記憶手段の領域を管理するユーザ管理領域テーブルを通じてアクセ
スされ情報表示装置に設けられた外部操作手段を操作するユーザにより記憶情報の更新が
可能な と、前記ユーザ管理領域テーブルとは異なる排他管理領域テーブル
を通じてアクセスされ、前記外部操作手段では更新ができない前記 とは区
別された 排他領域とに区画されていることを特徴とする情報表示装置。
【請求項２】
前記情報は、視聴者への広告であることを特徴とする請求項１記載の情報表示装置。
【請求項３】
前記記憶手段は、電子商取引のバーチャルショールームを表示する情報を記 、あるい
は電子商取引の取引対象であるコンテンツを蓄積す とを特徴とする請求項１または２
に記載の情報表示装置。
【請求項４】
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前記情報は、オンデマンド方式により呼び出されるコンテンツであることを特徴とする請
求項１から３のいずれかに記載の情報表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ＩＳＤＢ放送システムや、その他のシステムを利用した蓄積放送におけるテ
レビ放送方法及びその装置に関するものであり、テレビ放送の受信装置の記憶手段を予め
強制蓄積用として排他的区分を設け、その記憶部分を主として利用した放送方法及びテレ
ビジョン装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、放送信号から地域別情報を半自動的に入手できるようにＩＳＤＢ（Ｉｎｔｅｇｒａ
ｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ）　　用受信装置
を利用したものが提案されている（特開平９－５５６７３号公報）。それには、放送信号
のほかにその地域特有の情報（地域別情報）を送信し、受信側では地域コードによってそ
の地域別情報をＧＰＳ装置によって検索し、これを表示することによってその地域特有な
情報（天気図、地図、コマーシャルなど）を得ることが提案されている（段落番号１、段
落番号２４）。
【０００３】
また、同様な技術において送信された情報の中から選択された情報を取り出して記憶する
点については特開平９－２１４９０８号公報、特開平１０－２８２４３号公報に記載され
ている。
【０００４】
さらに、送信されるテレビ信号の中から、指定された地域情報を取り出すために、住所と
電話番号を利用するものがある（特開平１０－１６４５２７号公報）。
【０００５】
さらにまた、予め記憶された地図情報に基づいて地図を表示して、その地図上に広告対象
物の位置を指定する広告情報の登録方法の発明がある（特許第２７５６４８３号）。
【０００６】
また、中央配信局で広告を含む配信情報を編集あるいは収集し、時分割多重した後、衛星
を利用して多数の受信局へ同報伝送し、各受信局の配信情報蓄積手段において、視聴者の
受信選択要求に応じて上記配信情報の中から利用者が希望する情報を選択的に受信蓄積し
、視聴者からの要求に応じて上記情報を各家庭のテレビジョン装置に表示又は音声出力す
る方式がある（特開平８－２９３８２７号公報）。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
従来のテレビ放送は、放送局から流されるテレビ電波の中から、番組表にしたがって選択
した番組を視聴するシステムであり、その中で民間テレビ放送局の番組は、広告によりそ
の制作費、放送関連費用がまかなわれ、視聴者はその番組を無料で利用している。上記番
組は、連続して送信されるものであり、視聴者は番組自体は選択できるものの、その中で
更に選択することはできない。
【０００８】
一方、最近の記憶媒体に関する技術の進歩から、その蓄積容量やコストの改善は著しいも
のがある。そのため、記憶手段が従来使われなかった装置、例えばテレビジョンの受信装
置に使用されることが検討されている。その一例として、ＩＳＤＢシステムや他のシステ
ムが検討される中で、上記従来技術に開示されるような地域別情報をテレビジョン受信器
（受信装置）の記憶手段に記憶させ、視聴者が自由に取り出すことに関する点について提
案されている。しかし、そのより高度な利用形態については提案されていない。
【０００９】
また、特開平８－２９３８２７号公報記載のシステムでは、中央配信局と視聴者の利用す
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る家庭のテレビジョン装置の中間にある多数の受信局の配信情報蓄積手段に情報を選択的
に受信蓄積するものであって、テレビジョン装置に情報蓄積手段は設けられていない。
【００１０】
上記従来の技術では、例えば広告情報の蓄積は考えられているものの、その内容は一部分
にしか過ぎない。そして、消費の多様化に伴って商品情報をより詳細に且つ容易に提供す
ることが求められているが、現在のテレビコマーシャルはその一部の役割しか果たしてい
ない。そのため、視聴者が従来にも増してテレビコマーシャルを利用しやすくし、情報を
得やすくするためには、工夫が必要である。　また、従来技術の中には、双方向型の情報
提供システムがある。この場合には、情報提供元（例えば、放送局）が集中管理センタ（
消費者の基礎データを有するデータベースを備える消費者センターというべきもの）を介
して、電波で情報を消費者の端末（テレビ受信機）に送信し、消費者は送られた情報の中
から選択して電話回線により集中管理センタに送信するものがある。これは、電子商取引
の基本システムともなるものであるが、運営上、回線やデータベースの点で費用がかかり
すぎるという問題がある。
【００１１】
そこでこの発明は、上記課題を達成できるようにしたものであって、デジタル放送波を利
用して各家庭のテレビジョン装置に強制蓄積された生活者に必要な情報及び広告情報を、
視聴者が利用しやすくするものであり、また、放送信号の中から選択された生活者に必要
な情報及び広告情報の利用を容易にしたものである。
【００１２】
また、この発明は、上記双方向型の欠点を解決するため、視聴者は情報提供者が提供する
情報の中から好みのものを選んで受信し（選択受信）、その情報を記憶手段の排他的領域
に記憶させるものである。また、本発明の場合は、送信された情報の中から選んで受信し
、テレビジョン装置内のハードディスク内に上記情報を蓄積し、編集してその情報（番組
）を視聴するものであり、通常の放送を、ただ蓄積し、それを後から楽しむだけのもので
はない。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、請求項１に記載のこの発明に係るテレビジョン装置は、デジタ
ル放送波（ＢＳ地上波、ＣＡＴＶ、電話回線等も含む）により強制的に、直接、記憶され
、且つコードにより区分けされる情報を記憶する記憶手段を備えていることを特徴とする
ものである。主として、記憶手段に蓄積された放送を視聴するものであって、通常のテレ
ビ放送とは相違するものである。
【００１４】
また、請求項２に記載のこの発明に係るテレビジョン装置は、前記情報が、生活者の必要
とする情報及びそれを無償提供するための広告であることを特徴とするものである。
【００１５】
さらに、請求項３に記載のこの発明に係るテレビジョン装置は、前記記憶手段が、電子商
取引のバーチャルショップや受け取りボックスを兼ねていることを特徴とするものである
。
【００１６】
さらにまた、請求項４に記載のこの発明に係るテレビジョン装置は、前記記憶手段の一部
が、排他的領域として、強制蓄積用に区分けされていることを特徴とするものである。
【００１７】
また、請求項５に記載のこの発明に係る蓄積情報の放送方法は、デジタル放送波によるプ
ログラム番組を選択受信し、テレビジョン装置の記憶手段に直接、強制的に記憶させ、該
記憶内容（コンテンツ）をオンデマンド方式により放送することを特徴とするものである
。
【００１８】
さらにまた、請求項６に記載のこの発明に係る蓄積情報の放送方法は、請求項５の発明に
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おいて、記憶され、オンデマンド方式により呼び出されるコンテンツが、独自の編成によ
るものであることを特徴とするものである。ここでいう編成（編集）とは、放送者あるい
は視聴者が、デジタル蓄積メディアの特性を活かし、時間の経過と共に内容を増加、充実
させたり、周知のハイパーカード（ハイパーリンク）の手法により、テキストデータ、動
画、音声を自在に再生可能なようにリンクさせ、記憶手段にコンテンツのデータベースを
作成することをいう。これによって、これまでのテレビ放送にない新しい価値を生み出す
。そのために、記憶装置あるいは制御部に、リモートコントローラにより記憶された番組
の順番を変更できるプログラム編成ソフトウエアを含んでいてもよい。
【００１９】
上記テレビ放送は地域あるいは全国レベルの放送局からのデジタル放送であり、選択され
た放送内容、例えば、ニュース、天気予報、交通情報等を、テレビ受信装置内に設けたハ
ードディスク等の記憶手段に記憶させる。録画される放送内容は、上記例に限られず他の
番組でもよい。交通情報、広告情報等の視聴者により身近な情報、生活者の必要とする情
報は、別途記憶されている地図情報上に必要な事項を表示させて放送する。
【００２０】
本発明は、デジタルテレビに内蔵されたハードディスクメモリあるいはフラッシュメモリ
（以下単にメモリという）に蓄積された情報を利用した蓄積放送であり、上記の情報に加
えてデジタル放送波を利用して、蓄積される広告情報を含む情報を適宜、例えば１日数回
、書換えを行う。年間を通して１日２４時間視聴可能である。視聴者の住居地周辺の情報
を、朝昼夜、天候、季節等の時間的変化、地域の祭り、自治体の行事等の各種イベント、
火事、水害等の事件情報、渋滞情報等の交通情報、道路工事、清掃、ごみ収集、税金等の
公共情報、新店舗の開店、バーゲン、フェア等の店舗情報（広告情報）を、必要に応じて
２ｋｍ四方、５ｋｍ四方、１０ｋｍ四方の範囲で、地図をスクロールしながら各視聴者に
知らせるようにしてもよい。また、上記番組の他に、ニュース、天気予報、娯楽番組、ゲ
ーム、バーチャルショールーム、デジタルダイレクトメール、インタラクティブ広告、地
図広告が含まれる。
【００２１】
また、上記の他に百科辞典、植物図鑑、動物図鑑（これら図鑑には、従来のブック形式の
ものに限らず、毎週、送付されるものを逐次、記憶手段に蓄積していくものも含まれる。
）、あるいは、冠婚葬祭マニュアル、救急、地震、災害等の緊急マニュアル等、通常のテ
レビ放送にはなじまないものも、記憶手段に蓄積することにより、通常のテレビ番組に放
送を随時、必要に応じて利用することができる。すなわち、通常のテレビ放送よりも、蓄
積された情報を中心とした放送を視聴できるテレビジョン装置及び放送方法を提供する。
【００２２】
以下、このようなメモリを用いることによって可能になる新しい広告の概要について説明
する。
【００２３】
▲１▼バーチャルショールーム
メモリーの排他的領域を分割して、広告主に有料で貸与する。広告主はメモリ内の貸与を
受けた区域に自社の企業情報、商品情報、エンターティメント情報などを蓄積し保管する
。
【００２４】
バーチャル・ショールームの使用料は、使用メモリー容量、使用期間、表示インデックス
の位置などに基づいて決定される。
【００２５】
▲２▼バーチャル・ショップ（テレビ・モール）
テレビに上りの回線などのバックヤードシステムが組み込まれているときには、バーチャ
ルショールームはバーチャル・ショップとなる。バーチャルショップではリモコンの操作
などによって、気に入った商品を購入することができる。
【００２６】

10

20

30

40

50

(4) JP 3619427 B2 2005.2.9



▲３▼デジタル・ダイレクトメール（デジタルちらし）
インターネットの電子メールのように、インデックスと本文ファイルに分かれる。視聴者
はインデックスをクリックすることによって、好みのファイルを呼び出すことができる。
このデジタル・ダイレクトメールにより、動画やゲームなどのプログラムを送付すること
ができる。
【００２７】
▲４▼ポータル広告
現在のテレビにおいてもリモコンには多数のボタンが設けられ、新たに蓄積放送用のボタ
ンを設ける余地は少ない。このため、蓄積放送のチャンネルは、テレビ画面のアイコンを
選ぶ方式となる。この蓄積放送全体のチャンネル画面や、これを個人や家族向きにカスタ
マイズしたチャンネル画面は、視聴者が最初にアクセスするポータル画面となる。このチ
ャンネル画面に表示された広告がポータル広告である。
【００２８】
▲５▼ミニ番組広告
通常のテレビ番組のように、蓄積された番組の前後や中間に挿入されたコマーシャルであ
る。番組のコンテンツの人気が高ければ、挿入する広告の料金は高くなる。
【００２９】
▲６▼地図型広告
テレビの画面上に表示された地図上の店舗や施設のアイコンをクリックすることにより、
関連する広告情報のファイルを呼び出すことができるような広告システムである。
【００３０】
▲７▼ハイパーリンク
視聴者が▲３▼▲４▼▲５▼▲６▼の広告の内容に興味を持った場合には、インターネッ
トのバナー広告やホームページのように、その興味を持った広告をクリックすることによ
り▲１▼または▲２▼のより詳しい広告情報の集積にリンクすることができる。
【００３１】
視聴者が広告内容に興味を持った場合は、このシステムを利用してより詳しい情報を入手
することができる。
【００３２】
上りの回線がない場合は、資料請求などのアイコンをクリックすることによりフィルタリ
ングを設定し、後ほど伝送されて来る詳細情報を選択受信し蓄積することができる。
【００３３】
また、上りの回線がある場合は、資料請求の意思をカスタマーセンタや広告主に伝達する
ことによって、詳細資料を郵送してもらったり、ダウンロードしたりすることができる。
【００３４】
次にこのシステムを用いた電子商取引について説明する。
視聴者が上記▲１▼から▲７▼のような広告やバーチャル・ショップで紹介された商品に
対して興味を持ったときには、画面上の購入希望を示すアイコンをクリックすることによ
り上りの回線で注文情報を送信することができる。
【００３５】
衣服や装飾品のような物財の場合には宅配便のような輸送手段で購入者の手元に送付され
る。一方、映画や音楽やゲームのような情報財の場合は直接にテレビの中のメモリに配信
される。いわば、メモリーが電子商取引の受取ボックスとなる。この場合、購入者が蓄積
されたコンテンツを試聴したり、あるいは外部の記憶媒体やプリンターに転送した時点で
料金が課金される。
【００３６】
この方式の利点は、購入に際するトラブルを大幅に減らすことにある。購入者が外部記億
媒体やプリンタに直接ダウンロードする方式では、購入したコンテンツに欠陥があった場
合に、責任の所在が不明になる。なぜなら、ダウンロード時点で既に問題があったのか、
外部記憶媒体に転送する時点で欠陥が生じたのか、確定できないからである。これが、係
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争の原因になると思われる。
【００３７】
これに対して、一且ハードディスクに記億させて、試聴時あるいは転送時に課金する方式
は、いわゆるお試し（試聴）ができる。この方式では、内容を確認してから購入するので
問題が起きにくい。また、注文した通りの商品が来なかった場合はそのままデリー卜する
など、いわゆる返品が可能になる。
【００３８】
前項で説明した事例は、購入希望者の注文に応じて商品が送付される方式であるが、販売
者が予めいくつかの商品（情報財）をメモリーに送信して蓄積しておき、購入者がそれを
試聴したり、外部記憶媒体やプリンタに転送した時点で課金するといった方式も考えられ
る。いわゆる富山の薬売り方式である。
【００３９】
この応用としては「電子商取引放送」といったものが考えられる。例えば、それは、ＢＳ
デジタル放送波を使ったラジオ番組の全体をハードディスクメモリーに蓄積しておき、そ
れを聞いたらいくら、ＭＤに記憶したらいくらという形で課金するビジネスである。
【００４０】
また、それは、テレビ放送で映画番組を放送した際にそれを蓄積しておき、視聴時や、Ｄ
ＶＤなどの外部記憶媒体への記録時に課金するビジネスである。
【００４１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の好適な実施の形態を説明する。
《第１実施形態》
図１は、本発明の概略を説明する図であって、衛星Ｓあるいは地上局Ｂからのテレビ放送
（番組、広告等）のデジタル信号を、各家庭、職場等のテレビジョン装置１に設けられる
記憶手段２であるハードディスクメモリ、フラッシュメモリ等に記憶させる。この蓄積は
、例えば、特開平８－２９３８２７号公報記載のような方式が取られても良い。ただ、本
発明では記憶手段が各テレビジョン装置内に設けられている。
【００４２】
図２において、放送局からの番組の情報は、時分割多重されて衛星に向けて送信され、伝
送フォーマットの各情報フレームは、複数の番組、広告から構成される。図においては、
衛星Ｓあるいは地上局Ｂからは、伝送フォーマットに従った情報が送信され、各家庭のテ
レビジョン装置では、予め利用者に指定された情報フレーム（広告フレーム）の情報のみ
が選択的に受信され（例えば、広告１，３のみを受信）、強制的にテレビジョン装置の記
憶手段（排他的領域）に記載される。
【００４３】
広告やコンテンツの選択的な受信および蓄積に関しては、次の３通りの方法が考えられる
。
【００４４】
選択受信：　これは、テレビジョン装置のフィルタリング機能により、多様な情報の中か
ら当該テレビにふさわしい情報のみを選んで受信、蓄積する方法である。
【００４５】
選択表示：これは、多様な情報をすべて受信、蓄積しておき、当該テレビにふさわしいも
のだけを選択して表示する方法である。
【００４６】
選択配信：これは、あらかじめ情報を配信するテレビのＩＤナンバーのリストを作ってお
き、送信側が送りたいテレビのＩＤナンバーをコンテンツにコーディングし、選択受信さ
せる方法である。
【００４７】
図３に示すように放送局からのデジタル信号は、コード化（暗号符号化）されて伝送され
、テレビジョン装置ではアンテナ１１を介して取り入れられた信号は復号部１２により復
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号され、この暗号符号がデコードされることにより受信され、情報選択部１３によりコー
ドを利用して強制蓄積すべき情報かどうかを判断し、強制蓄積すべき情報は記憶部１３の
強制蓄積に割り当てられた領域の部分に蓄積する。記憶手段のうち強制蓄積に利用しない
領域は、視聴者が自由に使用できる。蓄積された情報は、音声情報と共に画面に表示して
利用する。後述するチラシや電子新聞として利用する場合には、プリンタ１７手段を利用
して印刷ができる。また、電子新聞の場合、必要な分野の記事のみを記憶部１４から取り
だし、モバイルコンピュータ、電子読取器等の携帯端末の記憶部に記憶させ、外部で読む
こともできる。
【００４８】
視聴者は本発明のシステムを利用する時には、居住する地域の情報（例えば、郵便番号）
を、リモートコントローラ３を介してテレビジョン装置の記憶手段に入力する。リモート
コントローラ３には、チャンネル番号、蓄積放送呼び出しボタン、画面上の記号等をクリ
ックするためのボタン等が設けられる。又、必要に応じて表示画面の印刷をするためのプ
リンタ手段の印刷キーが設けられてよい。テレビジョン装置は放送局（地域放送局、全国
ネットの放送局）からのデジタル放送波から受信し、その内の例えば、ニュース、天気予
報、交通情報、広告について、例えば特開平９－２１４８７５号公報、特開平１０－２８
２４３号公報、特開平１０－１６４５２７号公報等に記載の従来技術を用いて選択し、選
択された番組を受信装置内部のハードディスク等の記憶手段２に記憶する。また、テレビ
ジョン装置１のリモートコントローラ３は、画面上のカーソルをクリックできる機能を備
えている。
【００４９】
また、本発明のテレビジョン装置は、プリンタ装置を内蔵あるいは接続可能とする。この
ようにすることにより、地域内の広告情報、例えば、地域のある店舗の広告、例えば、ク
ーポン券が付されたチラシを記憶手段２に蓄積し、蓄積放送したとき、それを見た利用者
が暗証番号を送付するとクーポン券が当たるといったような利用ができる。それによって
、本発明装置が商品販売促進用の装置として利用できる。
【００５０】
テレビジョン装置１の記憶手段２は、コンテンツの強制蓄積用の記憶部と、その他、視聴
者が自由に利用可能な記憶部の部分とに区分されている。
【００５１】
上記強制蓄積用の記憶部は、排他的な領域であって、視聴者が自由に使用できる記憶部は
区別されている。この部分は、蓄積放送用の記憶手段としての他、最近、企画されつつあ
る広告の手段としてバーチャルショールーム等の大容量プログラムを利用する場合、その
建物あるいは商品の陳列棚のような不変部分は、予め記憶させておくことが可能である。
そのようにすることで、情報量の多い部分を放送波として送信しなくてもよいので、送信
の負担が少なくなると同時に、後に送信される情報は、例えば商品情報のみでよくなり、
商品情報を取り替えるのが容易である。
【００５２】
上記記憶手段２としては、例えばＨＤＤや、フラッシュメモリが用いられ、テレビジョン
装置外部からこれら記憶手段の記憶内容を書き換える手段として、例えば、衛星デジタル
放送、地上波デジタル放送、ＣＡＴＶ、電話回線、インターネット等がある。
【００５３】
そして、映像放送やデータ放送のデジタル放送波を内容によって、その一部、例えば広告
情報を、記憶手段の強制蓄積用の部分に蓄積する。これは、視聴者の何ら手をわずらわす
ことなく、テレビジョン装置のオフのときでも、記憶手段に蓄積されている情報の書換え
は自由にできる。これは、各広告情報にデジタルコードを付すことにより、地域、消費者
の属性等で選択受信、選択表示が可能である。また、記憶手段に付すタグを、各情報にも
付すことにより、記憶手段の強制蓄積部分のエリアの部分更新ができる。
【００５４】
テレビジョン装置１には上記選択・録画された番組を他の情報と共に画面に表示する回路
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が設けられており、図１に示すように、視聴者がリモートコントローラ３を操作すること
により、例えばニュース、天気予報、交通情報等の録画された番組、メール、ショールー
ム等の番組案内表示、現在時刻、アイコンと共に表示される地域の地図、広告画面等から
構成される。各情報にはタグが付されており、アイコンをリモートコントローラによって
クリックすることにより引き出すことができる。広告画面は、例えば一日数回、強制蓄積
により書換えることが可能である。
【００５５】
上記画面に表示される内容全体は、「暮らしマップ」として、本出願人により出願された
特願平１１－２９５２３３号に、その詳細が記載され、説明されている。
【００５６】
次に本発明のサービスを受ける手順を説明する。
【００５７】
視聴者は、先ず受信装置として内部に強制蓄積用のメモリ（記憶手段２）を備えたテレビ
ジョン装置を購入し、動作状態にする。そして、リモートコントローラの蓄積放送呼び出
しボタンを押し、広告情報の選択放送のサービスを受けるか、否かの意志表示を行い、制
御部１５の当該部分の回路を切り替えておく。これは、いつでも変更可能とする。次に、
リモートコントローラ３（１９）を用いて、記憶手段２（１３）に郵便番号、電話番号、
家族構成などのデータを入力する。郵便番号、電話番号は、放送波の中から地域別の各種
情報を得る為である。また、放送波から取り入れられたアンケートに回答することにより
、消費者の趣味、嗜好等が登録される。
【００５８】
その上で蓄積放送の広告画面をクリックあるいはリモートコントローラの選択ボタンを押
すことにより、すなわち、オン・デマンド方式により、広告主が提供する別の詳細な広告
情報を無償で利用できる。
【００５９】
また、テレビジョン装置の記憶手段には、百科辞典、植物図鑑、動物図鑑、緊急時のマニ
ュアル、冠婚葬祭マニュアル等、通常のテレビジョン放送にはそぐわない番組も蓄積でき
る。この場合、記憶手段に蓄積された他の番組の放送中にこれら百科辞典、図鑑等を利用
できるし、独立に調べたい時に適宜視聴して利用できる。
【００６０】
さらに、蓄積された番組の順序を自由に編集して、視聴できる。このために記憶手段ある
いは制御部に、編集用のソフトウエアを記憶させ、リモートコントローラにより、各番組
のリストを呼び出してその放送の順番を入力することを可能とする。
【００６１】
そして、ハイパーカード（ハイパーリンク）の手法を活用して、ある画像をリンクすると
、音声と共に関連する動画が表示される。
【００６２】
上記のような視聴者の趣味、嗜好、番組選択、広告選択等の各データは、繰返し登録され
るうちにテレビジョン装置の記憶手段に蓄積されていくが、そのことによってそのテレビ
ジョン装置は、個人の特性を有した、いわばパーソナライズされたテレビジョン装置とな
る。このようなテレビジョン装置は、個人情報の保護の点で、有利である。
【００６３】
一方、本発明のテレビジョン装置は、毎日のように時間をかけて個人的に利用されるもの
であるから、記憶手段に蓄積される内容は個人の情報や趣向を明らかにする情報の塊であ
る。したがって、上記のコスト、管理面の負担が問われない場合には、ある程度、上記デ
ータが蓄積された後（例えば、年に１回程度）、そのデータをテレビジョン装置から地区
あるいは中央のセンターコンピュータへ送信するようにして、データを集積し、視聴者に
関するデータベースを作成することは、価値を有する情報を集めることになり、有効であ
る。このようにすると、このデータベース自体が、他の商品情報の分析材料になり、また
データベース自体の商品価値を生じることになる。その場合に対応できるように、テレビ
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ジョン装置内に送信手段を設け、蓄積内容の情報を公衆通信網（電話回線）を利用して送
信できるようにする。
【００６４】
記憶手段２の情報内容の書換えは、放送波によらなくても、インターネット等の通信ネッ
トワークによっても可能である。この場合には、テレビジョン装置に通信ネットワークの
接続が必要であり、ＩＳＤＮ、光ファイバーネットワーク、ＡＳＤＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒ
ｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）等のＤＳＬ、ＣＡＴＶ、携帯
電話網、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ経由のネットワーク、無線パケット通信網等を利用してデー
タの送信を行う。
【００６５】
なお、上述した番組内容の蓄積に伴う著作権、肖像権の問題は、放送局や広告主が、それ
ぞれ責任を持って問題を生じない情報のみを蓄積することによって解決できる。
【００６６】
更に他の実施例として、テレビジョン装置を電話回線を接続し、利用すれば、記憶手段と
してのＨＤＤ等（視聴者の自由にしようできる部分）を、電子商取引の受け取りボックス
に利用できる。この場合には、例えば、インターネットを介して、例えば音楽のＣＤ販売
、映画のＤＶＤを視聴者本人が在宅していなくても自動的に販売元から部分的にでも送信
することにより蓄積し、視聴者は随時、選択した後に購買行為を行えばよい。消費者は、
待たずに取りあえず蓄積された情報を見ることによって、各個人の好みで必要な情報のみ
を買うことができる。商品の確認は、商品、例えばビデオテープが記憶手段に蓄積された
か否かを確認し（ビデオテープの画像の少なくとも一部は、映画化することで確認できる
）、記憶手段から商品の情報を引き出した時点で課金すればよい。
【００６７】
このＨＤＤ等は、バーチャル・ショールームや電子商取引のバーチャル・ショッピングモ
ールとして利用できるだけでなく、　映像、音楽、ゲームなどのコンテンツのダウンロー
ドにも利用することができる。いわば電子商取引の受取ボックスというべきものである。
【００６８】
この受け取りボックスを利用すれば、本人が在宅していなくても、また記録保管の用意を
していない場合でも、デジタル放送波やインターネットを介して送付されきた情報財を随
時受け取ることができる。
【００６９】
視聴者はハードディスクに蓄積されたコンテンツが、うまくダウンロードされているかど
うかをチェックして、しかる後に、視聴あるいはＤＶＤのような外部メディアに記録する
ことができる。
【００７０】
また、電話回線あるいは放送波により、新聞情報をテレビジョン装置の記憶手段に蓄積す
ることも可能である。これは電子新聞とも呼ばれるものであるが、この場合には、経済、
家庭、児童などの各ジャンルの記事を総合して送信することが可能であり、記憶手段に蓄
積後、必要な分野の記事のみをジャンル別に他の記憶手段、例えば携帯可能なコンピュー
タ、読取器などに取り出して記憶させ、例えば、電車内で読むなどのことが可能である。
また、上述したプリント手段により、印刷して読むことも可能である。
【００７１】
本発明を利用するにあたって、テレビジョン受信機の記憶手段の一部を排他的領域として
視聴者に利用できないようにするが、その部分の記憶容量のコスト負担や、選択蓄積を行
うためのフィルタリングのためのソフトウエアの費用負担等は、このシステムを利用する
広告主等の事業者が負担すれば、視聴者には経済的負担はかからない。
《第２実施形態》
図４から図１３の図面に基づいて、本発明の第２実施形態を説明する。図４は、本発明の
第２実施形態に係る放送システムのハードウェア構成図であり、図５は、テレビジョン（
図４に示したセットトップボックス２１）の初期設定手順を示す図であり、図６は、この
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テレビジョンにコンテンツを配信するためのファイルコンテナの構成を示す図であり、図
７は、セットトップボックス２１の記憶領域の構成を示す図であり、図８は、ファイル管
理領域の構成を示す図であり、図９は図７に示した排他的管理領域３５へのコンテンツの
格納手順を示す図であり、図１０は、図４に示したコンテンツ配信サーバ８１が有するコ
ンテンツ管理情報を示す図であり、図１１は、コンテンツ配信サーバ８１において実行さ
れるコンテンツ配信処理を示すフローチャートであり、図１２は、セットトップボックス
２１において実行されるコマンド受信処理を示すフローチャートであり、図１３は、コン
テンツ受信処理を示すフローチャートである。
＜ハードウェア構成＞
図４に、本発明の第２実施形態に係る放送システムのハードウェア構成図を示す。この放
送システムは、衛星放送を通じてコンテンツを配信するコンテンツ配信サーバ８１（配信
装置に相当）と、セットトップ２１と、このセットトップボックス２１の受信したコンテ
ンツを出力するＴＶモニタ３０と、セットトップボックス２１を操作するためのリモート
コントローラ３と、セットトップボックス２１に接続されるリムーバルメディア３１と、
外付けハードディスク３２を備えている。
【００７２】
上記第１実施形態では、強制蓄積用のメモリ（記憶手段２）を有するテレビジョン装置１
について説明した。本実施形態では、テレビジョン装置１に代えてセットトップボックス
２１、テレビモニタ３０、リムーバルメディア３１によりテレビジョンを構成し、コンテ
ンツ配信サーバ８１がテレビジョンにコンテンツを配信する放送システムについて説明す
る。
【００７３】
図４のように、コンテンツ配信サーバ８１は、コンテンツ配信プログラムを実行するＣＰ
Ｕ８３と、ＣＰＵ８３で実行されるプログラムやデータを一時的に記憶するＲＡＭ８４と
、配信されるコンテンツや配信時の制御情報を記録するハードディスク１７と、ネットワ
ークを介してセットトップボックス２１と通信する通信インタフェース１７と、ＣＰＵ８
３と送信装置４０を接続する送信インタフェース１８とを有している。
【００７４】
ＣＰＵ８３は、コンテンツ配信プログラムを実行し、コンテンツ配信サーバ８１としての
機能を提供する。例えば、ＣＰＵ８３は、ハードディスク１２にコンテンツを記憶し、所
定の手順で配信する。この配信は、送信インターフェース８８に接続された送信装置４０
及び人工衛星を介して実行される。
【００７５】
また、ＣＰＵ８３は、通信インターフェース８７を介して、セットトップボックス２１と
双方向の通信を行う。
【００７６】
セットトップボックス２１は、コンテンツ受信プログラムを実行し、セットトップボック
ス２１としての機能を提供するＣＰＵ２３と、ＣＰＵ２３で実行されるプログラムやデー
タを一時的に記憶するＲＡＭ２４と、人工衛星と通じて配信されるデータを受信する受信
部２６と、受信したデータに含まれるコンテンツを記憶するハードディスク２２と、ネッ
トワークを介してコンテンツ配信サーバ８１と双方向の通信を行う通信インターフェース
２７と、受信したコンテンツをＴＶモニタに出力するＴＶインタフェース２８と、リモー
トコントローラ２３からの操作信号を検出する赤外線検出部２９とを備えている。
【００７７】
ＣＰＵ２３は、コンテンツ受信プログラムを実行し、セットトップボックス２１としての
機能を提供する。例えば、ＣＰＵ２３は、受信部２６が受信したデータを判別し、必要な
データをハードディスク２２に記憶する。また、ＣＰＵ２３は、リモートコントローラ３
への操作に従い、ハードディスク２２に記憶されたコンテンツをＴＶモニタ３０（表示手
段に相当）に出力する（セットトップボックス２１とＴＶモニタ３０が情報表示装置また
はテレビジョン装置に相当する）。
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【００７８】
また、ＣＰＵ２３は、通信インターフェース２７を介して、コンテンツ配信サーバ８１と
双方向の通信を行う。
【００７９】
このセットトップボックス２１には、拡張記憶領域として、リムーバルメディア３１及び
外付けハードディスク３２が接続される。このリムーバルメディア３１としては、例えば
、ＤＶＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、フラッシュメモリカードを使
用できる。
＜初期設定＞
図５は、テレビジョン（図４に示したセットトップボックス２１）の初期設定手順を示す
図である。セットトップボックス２１は、購入後、図５に示した設定を行うことにより、
蓄積型放送サービス（以下単に蓄積サービスともいう）を開始する。
【００８０】
まず、ユーザがセットトップボックス２１をアンテナへ接続後、リモートコントローラ３
（図５では、リモコンと記載）のボタンにタッチすると、ＣＰＵ２３は、初期設定処理を
開始する。リモートコントローラ３が表示指示手段、または外部操作手段に相当する。
【００８１】
この初期設定処理では、ＣＰＵ２３は、最初に不図示の初期設定画面を表示する（Ｓ１）
。ここで、ＣＰＵ２３は、ユーザのビデオガイドの選択を検出すると、不図示のビデオガ
イドの画面へ移行する（Ｓ２）。このビデオガイドにおいて、ＣＰＵ２３は、蓄積サービ
スを受けるか否かを問い合わせる。
【００８２】
この問い合わせに対して、ユーザからの蓄積サービス不要との指示を検出した場合（Ｓ３
でＮＯの場合）、ＣＰＵ２３は、セットトップボックス２１を通常のテレビ放送受信モー
ドに移行させる。
【００８３】
一方、この問い合わせに対して、ユーザからの蓄積サービス希望との指示を検出した場合
（Ｓ３でＹＥＳの場合）、ＣＰＵ２３は、セットトップボックス２１を蓄積放送受信モー
ドに移行させる。
【００８４】
蓄積放送受信モードに移行すると、次に、ＣＰＵ２３は、視聴者情報、例えば、郵便番号
、電話番号、住所、家族構成（性別、年齢、趣味を含む）等を入力させる（Ｓ４）。
【００８５】
次に、ＣＰＵ２３は、設定内容を不揮発性蓄積媒体（ハードディスク８２）に記録する（
Ｓ５）。
【００８６】
以上の設定により、セットトップボックス２１は、蓄積型放送受信モードへ移行する。蓄
積型放送では、所定の時刻に、様々なコンテンツが配信され、セットトップボックス２１
内のハードディスク２２、外付けハードディスク３２またはリムーバルメディア３１に記
録される。これらのコンテンツをＴＶモニタに呼び出すことで、ユーザは、バーチャルシ
ョールーム、バーチャルショップ、デジタルダイレクトメール、ポータル広告、ミニ番組
広告、または地図型広告等のサービスを利用できる。
＜コンテンツ配信におけるファイルコンテナの構成＞
以上の初期設定により、蓄積型放送の受信が設定されると、セットトップボックス２１は
、所定の時刻に配信されるコンテンツを受信し、ハードディスク２２に記録する。
【００８７】
図６は、このセットトップボックス２１にコンテンツを配信する際に、コンテンツを格納
するファイルコンテナの構成を示す図である。
【００８８】
ファイルコンテナとは、１以上のコンテンツを含む配信データをいう。本実施形態におい
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ては、コンテンツは、ファイルコンテナ単位で暗号化して送信され、セットトップボック
ス２１において復号される。
【００８９】
このファイルコンテンツは、コンテナＩＤ、広告主数、広告主数分のインデックス情報、
広告主数分の広告と番組と含むコンテンツを有している。
【００９０】
コンテナＩＤは、ファイルコンテナをユニークに識別する番号である。
【００９１】
広告主数とは、コンテナに含まれる広告の依頼主の数である。広告主（配信依頼元、ある
いは、情報提供者に相当）は、本セットトップボックス２１に内蔵されたハードディスク
８２の区画された領域の借り主でもある。このファイルコンテナに含まれる広告は、その
広告主が借用するハードディスク２２上の所定のファイル、リムーバルメディア３１また
は外付けハードディスク３２に記憶される。
【００９２】
インデックス情報は、各コンテンツの記憶の開始時刻・終了時刻、ファイル領域の先頭ア
ドレス・末尾アドレス、ファイルの蓄積先のファイル名、蓄積コード（指定情報、または
制御情報に相当）、ファイルのハイパーリンク先を有している。
【００９３】
蓄積の開始時刻・終了時刻とは、蓄積開始時刻と、終了時刻をいう。
【００９４】
ファイル領域の先頭アドレス・末尾アドレスは、ハードディスク内のファイルの先頭と末
尾を示す。
【００９５】
ファイルの蓄積先とファイル名は、広告を格納するディレクトリ名とファイル名である。
【００９６】
蓄積コードとは、広告を一意に特定するためのユニークな番号である。本実施形態におい
ては、蓄積コードは、８バイトで構成される。上位４バイトは、広告主を特定するユニー
クな番号である。また、下位４バイトは、広告主ごとの広告を識別するユニークな番号で
ある。
【００９７】
ファイルのハイパーリンク先とは、広告ごとに表示する最初の画面データの格納先を示す
ＵＲＬ（ユニバーサル・リソース・ロケータ）である。
【００９８】
図６に示すように、広告主から依頼され、ハードディスクに蓄積する広告は、通常の民間
放送と同様に、番組と番組の間に挿入されて配信される。
【００９９】
セットトップボックス２１は、ファイルコンテナを復号後、蓄積コードを読み、ハードデ
ィスク８２に蓄積すべき広告か否かを判定する。蓄積すべき広告については、セットトッ
プボックス２１は、指定されたハードディスク上のファイルに格納する。
＜記憶領域の構成＞
図７は、セットトップボックス２１の記憶領域の構成を示す図である。ここで、記憶領域
とは、ハードディスク２２、外付けハードディスク３２、またはリムーバルメディア３１
によって提供される記憶領域をいう。図７のように、記憶領域は、ファイル管理領域３４
と、排他的管理領域３５（排他領域に相当）と、ユーザ管理領域３６とを含んでいる。
【０１００】
図８にファイル管理領域の構成を示す。ファイル管理領域は、ファイル名テーブルと、空
きブロックポインタとを、各々、排他的管理領域とユーザ管理領域とに対して有している
。
【０１０１】
排他的管理領域ファイル名テーブル は、排他的
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管理領域３５のファイルのブロックを管理する。すなわち、排他的管理領域ファイル名テ
ーブルは、広告等のコンテンツを保持する１個のファイルに対して、広告主コード（コー
ド、識別子に相当）と、ファイル名と、ファイルサイズと、ポインタテーブルへのポイン
タとを１組にして有している。広告主コードの定義が所定の定義に相当する。
【０１０２】
広告主コードは、当該ファイルへコンテンツを蓄積することを認められた広告主を示すユ
ニークな数字である。図６に示したファイルコンテナ内の蓄積コードの上位４バイト（広
告主コード）が、この広告主コードと一致する場合に、ファイルコンテナのコンテンツが
排他的管理領域のそのファイルに蓄積される。
【０１０３】
ファイル名は、広告等のコンテンツを記憶するファイルのファイル名である。ファイルサ
イズは、そのファイルのバイト数である。ポインタテーブルへのポインタは、ファイルを
構成するブロックを指すポインタテーブルの先頭を指すポインタである。このポインタテ
ーブルは、例えば、ＵＮＩＸシステムでは、ｉノードとして広く知られている。
【０１０４】
排他的管理領域空きブロックポインタは、排他的管理領域３５に含まれる空き領域のブロ
ックをつなぐポインタテーブルの先頭を示すポインタである。
【０１０５】
ユーザ管理領域ファイル名テーブル の構造は
、広告主コードがない点を除いて、排他的管理領域ファイル名テーブルと同様である。
【０１０６】
ユーザ管理領域空きブロックポインタの機能は、排他的管理領域空きブロックポインタと
同様である。
【０１０７】
ただし、ユーザがリモートコントローラ３を介して操作可能な領域は、ユーザ管理領域３
６である。排他的管理領域ファイルテーブルの内容はユーザからは見えない。このため、
ユーザは、排他的管理領域へはアクセスできない。
【０１０８】
この排他的管理領域３５は、セットトップボックス２１の製造会社からの出荷時、あるい
は、ユーザの家庭に設置時に定義される。また、製造会社からの出荷時に排他的管理領域
３５が定義される場合には、同時に、既存の広告主コードが設定される。
【０１０９】
さらに、セットトップボックス２１のＣＰＵ２３は、放送局から送信されるコマンドに従
い、排他的管理領域３５を定義し、排他的管理領域３５とユーザ管理領域３６の大きさを
変更し、あるいは、排他的管理領域３５を削除する。また、セットトップボックス２１は
、放送局から送信されるコマンドに従い、排他的領域ファイル管理テーブルに広告主コー
ドを設定する。これにより、セットトップボックス２１の排他的管理領域３５は、特定の
広告主に専属的に使用される。
【０１１０】
図７に示したように、セットトップボックス２１の外付けハードディスク３２及びリムー
バルメディア３１は、内蔵ハードディスクの拡張領域として使用される。そして、この外
付けハードディスク３２及びリムーバルメディア３１にも内蔵のハードディスク８２と同
様に排他的管理領域が定義される。
【０１１１】
ただし、各領域の優先順位は、原則的に、ファイル管理領域＞排他的管理領域＞ユーザ管
理領域の順となる。
＜コンテンツの格納＞
図９は図７に示した排他的理領域３５へのコンテンツ（蓄積広告）の格納手順を示す図で
ある。セットトップボックス２１は、ファイルコンテナの形式で受信した放送コンテンツ
を復号し、ファイルコンテナに保持される蓄積コードと排他的管理領域３５内の広告主コ
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ードとを比較し、排他的管理領域３５に保存するコンテンツか否かを判定する（Ｓ８）。
この判定を実行するセットトップボックス２１が選択手段に相当する。
【０１１２】
セットトップボックス２１は、排他的格納領域３５に格納するコンテンツである場合は、
インデックス情報とともにコンテンツ情報を排他的格納領域３５に蓄積する（Ｓ９）。
【０１１３】
図９のように、蓄積広告は、番組構造、企業別階層、大ジャンル階層、中ジャンル階層、
及び個別商品の階層によって分類されて、格納される。この階層は、ＵＮＩＸシステムや
、パーソナルコンピュータのＤＯＳ－Ｖでは、ディレクトリとして知られている。
【０１１４】
セットトップボックス２１は、受信したコンテンツを図９のように、特定の番組構造（例
えばポータル広告）、指定された広告主（例えばＡ社）、特定の大ジャンル（例えば、基
礎化粧品）、特定の中ジャンル（例えば、洗顔）、特定の個別商品（例えば型番ＴＨ－０
０１）に対応する階層のファイルに格納する。
＜コンテンツ配信管理＞
図１０に、コンテンツ配信サーバ８１が管理するコンテンツ管理情報（コンテンツ管理部
に相当）を示す。コンテンツ配信サーバ８１は、セットトップボックス２１へのコンテン
ツの配信後、コンテンツ管理情報に配信したコンテンツを記録し、広告期限等を管理する
。
【０１１５】
このコンテンツ管理情報は、番組構造ごとに分かれている。コンテンツ配信サーバ８１は
、例えば、バーチャルショールーム、バーチャルショップ、デジタルダイレクトメール、
ポータル広告、ミニ番組、あるいは、地図型広告ごとにコンテンツ管理情報を有している
。
【０１１６】
このコンテンツ管理情報は、ファイル名、蓄積コード、メモリ容量及び広告期限の各フィ
ールドを有している。
【０１１７】
ファイル名は、配信したコンテンツをセットトップボックス２１に記憶させるファイル名
である。蓄積コードは、図６のファイルコンテナ内のインデックス情報に格納した蓄積コ
ードである。蓄積コードは、広告主とその広告の種類を一意に特定する。メモリ容量は、
そのコンテンツのデータ量である。広告期限は、その広告をセットトップボックス２１に
保持する期限である。
＜コマンド一覧＞
図２２に、コンテンツ配信サーバ８１からセットトップボックス２１に送信されるコマン
ド一覧を示す。これらのコマンドは、デジタル放送波の空き帯域を使用して送信される。
コマンドは、不図示のコマンド指示リストに従い、コンテンツ配信サーバ８１で実行され
るバッチ処理プログラムの実行により、送信される。このバッチ処理プログラムを実行す
るコンテンツ配信サーバ８１のＣＰＵ８３が区画指示部及び削除指示部に相当する。
【０１１８】
本実施形態では、コマンドとして、新規貸出領域確保、貸出領域解放、及び容量変更が用
意されている。
【０１１９】
新規貸出領域確保とは、広告主コードで指定される広告主に分譲する排他的管理領域を新
規に確保させることをいう。既存の広告主コードに対しては、領域の拡張の増加量（負の
増加領域指定の場合は減少量）指示となる。
【０１２０】
貸出領域解放とは、確保した排他的管理領域を消滅させることをいう。
【０１２１】
容量変更とは、排他的管理領域３５と、ユーザ管理領域３６との配分を変更することをい
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う。排他的管理領域が存在しないとき、本容量変更（正の増加領域指定）によって、排他
的管理領域が新規に生成される。既存の排他的管理領域より大きいサイズの減少（負の増
加領域指定）を指定すると、排他的管理領域は消滅する。
＜作用と効果＞
図１１に、コンテンツ配信サーバ８１で実行されるコンテンツ配信処理プログラムの処理
手順を示す。コンテンツ配信サーバ８１のＣＰＵ８３は、これらのプログラムを実行し、
コンテンツ配信サーバ８１としての機能を提供する。
【０１２２】
このプログラムは、ＣＰＵ８３において、常に未送信の配信リストの有無を監視する（Ｓ
１１）。この配信リストには、配信するファイルコンテナの構成が指定されている。すな
わち、配信リストは、コンテナＩＤ、広告主数、蓄積コード、コンテンツを格納するファ
イル名の組み合わせ、及び各コンテンツの広告期限を有している。
【０１２３】
未送信の配信リストがあった場合、ＣＰＵ８３は、その配信リストを読む（Ｓ１２）。
【０１２４】
次に、ＣＰＵ８３は、配信リストに従いインデックス情報を生成する（Ｓ１３）。
【０１２５】
次に、ＣＰＵ８３は、このインデックス情報をコンテンツに付加する（Ｓ１４）。
【０１２６】
次に、ＣＰＵ８３は、このインデックス情報を付加したコンテンツを暗号化し、ファイル
コンテナを作成する（Ｓ１５）。
【０１２７】
次に、ＣＰＵ８３は、送信インターフェース８８を介して作成したファイルコンテナを配
信する（Ｓ１６）。
【０１２８】
次に、ＣＰＵ８３は、配信したコンテンツを図１０に示したコンテンツ管理情報に記録す
る（Ｓ１７）。次に、ＣＰＵ８３は、制御をＳ１１に戻す。
【０１２９】
図１２及び図１３にセットトップボックス２１で実行される受信プログラムの処理手順を
示す。ＣＰＵ２３は、これらのプログラムを実行し、セットトップボックス２１としての
機能を提供する。
【０１３０】
図１２は、コマンド受信処理のフローチャートである。コマンド受信処理とは、放送局か
らのセットトップボックス２１内の記憶領域に対する指示を受信する処理である。
【０１３１】
このプログラムを実行すると、ＣＰＵ２３は、コマンド受信待ちの状態になる（Ｓ５０、
Ｓ５１）。
【０１３２】
ＣＰＵ２３は、コマンドの受信を検出すると、これを復号する（Ｓ５２）。
【０１３３】
次に、ＣＰＵ２３は、復号結果が正常か否かを判定する（Ｓ５３）。この判定は、復号後
の誤り訂正符号を確認することで行う。復号結果が異常である場合、ＣＰＵ２３は、送信
されたコマンドの暗号化手順が正しくないと判定し、何もせずに制御をＳ５０に戻す。コ
マンドの送信元がコマンドを送信する権限を有しないと考えられるからである。
【０１３４】
復号結果が正しい場合、ＣＰＵ２３は、コマンドが新規貸出領域確保か否かを判定する（
Ｓ５４）。コマンドが新規貸出領域確保である場合、ＣＰＵ２３は、新規貸出領域確保処
理を実行する（Ｓ５５）。新規貸出領域確保とは、新たな広告主に対してハードディスク
８２を貸し出す領域（コンテンツを格納するファイル）を確保する処理である。その後、
ＣＰＵ２３は、制御をＳ５０に戻す。
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【０１３５】
コマンドが新規貸出領域確保でない場合、ＣＰＵ２３は、コマンドが貸出領域解放か否か
を判定する（Ｓ５６）。コマンドが貸出領域解放である場合、ＣＰＵ２３は、貸出領域解
放処理を実行する（Ｓ５７）。貸出領域解放とは、広告主に貸し出してあるハードディス
ク８２の領域（コンテンツを格納するファイル）を削除する処理である。その後、ＣＰＵ
２３は、制御をＳ５０に戻す。
【０１３６】
コマンドが貸出領域解放でない場合、ＣＰＵ２３は、コマンドが容量変更か否かを判定す
る（Ｓ５８）。コマンドが容量変更である場合、ＣＰＵ２３は、容量変更処理を実行する
（Ｓ５９）。容量変更処理とは、排他的管理領域３５と、ユーザ管理領域３６との配分を
変更する処理である。その後、ＣＰＵ２３は、制御をＳ５０に戻す。
【０１３７】
コマンドが容量変更でない場合、ＣＰＵ２３は、コマンドがコンテンツの削除か否かを判
定する（Ｓ５ａ）。コマンドがコンテンツの削除である場合、ＣＰＵ２３は、コンテンツ
削除処理を実行する（Ｓ５ｂ）。コンテンツ削除処理とは、広告期限の過ぎたコンテンツ
を削除する処理である。その後、ＣＰＵ２３は、制御をＳ５０に戻す。
【０１３８】
コマンドがコンテンツ削除処理でない場合、ＣＰＵ２３は、なにもせずに制御をＳ５０に
戻す。
【０１３９】
図１３は、コンテンツ受信処理を示すフローチャートである。この処理を実行すると、Ｃ
ＰＵ２３は、まず、配信待ちの状態になる（Ｓ６０、Ｓ６１）。
【０１４０】
ＣＰＵ２３が、ファイルコンテナの送信を検出すると、そのファイルコンテナを復号する
（Ｓ６２）。
【０１４１】
次に、ＣＰＵ２３は、復号結果が正常か否かを判定する（Ｓ６３）。復号結果が異常であ
る場合、ＣＰＵ２３は、配信されたファイルコンテナの暗号化手順が正しくないと判定し
、何もせずに制御をＳ６０に戻す。コンテンツの送信元がコンテンツを配信する権限を有
しないと考えられるからである。
【０１４２】
復号結果が正しい場合、ＣＰＵ２３は、次に格納すべきコンテンツがあるか否かを判定す
る（Ｓ６４）。次に格納すべきコンテンツがある場合、ＣＰＵ２３は、制御をＳ６０に戻
す。
【０１４３】
次に格納すべきコンテンツがない場合、ＣＰＵ２３は、インデックス情報の蓄積コードと
、排他的管理領域ファイル名テーブルの広告主コードを突き合わせ、格納すべきコンテン
ツか否かを判定する（Ｓ６５）。格納すべきコンテンツでない場合、ＣＰＵ２３は、制御
をＳ６４に戻す。
【０１４４】
Ｓ６５の判定で格納すべきコンテンツであった場合、所定の格納先（排他的管理領域３５
内のファイル）にコンテンツを格納する（Ｓ６６）。その後、ＣＰＵ２３は、制御をＳ６
４に戻す。
【０１４５】
以上述べたように、本実施形態に係るコンテンツ配信サーバ８１は、配信リストに従い、
指定された蓄積コード（広告主、及び広告コード）とともにコンテンツを配信する。そし
て、蓄積コードと、配信したコンテンツを広告期限とともにコンテンツ管理情報に記録す
る。したがって、このコンテンツ配信サーバ８１は、配信先のセットトップボックス２１
のハードディスク２２等の領域を管理することができる。
【０１４６】
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また、本実施形態に係るテレビジョン（セットトップボックス２１）では、放送局から送
信されたコマンドに従い、ハードディスク２２等の排他的管理領域３５の容量変更、特定
広告主へのファイルの割付、割付られたファイルの削除、コンテンツの削除を実行する。
また、このテレビジョンは、配信されたコンテンツの蓄積コードと、排他的管理領域２５
内のファイルの広告主コードとを突き合わせて格納すべきコンテンツのみを排他的管理領
域３５に格納する。このため、このコンテンツ配信サーバ８１とセットトップボックス２
１は、セットトップボックス２１に内蔵されたハードディスク２２、外付けハードディス
ク３２あるいはリムーバルメディア３１の領域を広告主に占有させることができる。すな
わち、ハードディスク８２等の領域を広告主に賃貸できる。
＜ハードウェア構成の変形＞
上記実施形態では、テレビジョンをセットトップボックス２１とテレビモニタ３０で構成
し、蓄積型放送をセットトップボックス２１内のハードディスク２２、外付けハードディ
スク３２、あるいは、リムーバルメディア３１の排他的禁止領域に記憶した。しかし、本
発明の実施は、このような構成には限定されない。たとえば、テレビジョンは、第１実施
形態に示したテレビジョン装置１のようにテレビモニタと受信部が一体型であってもよい
。その場合、記憶領域は、テレビジョン装置１内のハードディスクでもよいし、外付けハ
ードディスクでもよい。また、テレビジョン放送の受信機能を有するパーソナルコンピュ
ータを使用してもよい。
【０１４７】
また、テレビジョン装置１に代えて、ネットワークを介して情報携帯端末にコンテンツを
配信し、蓄積型放送を提供してもよい。また、携帯電話にコンテンツを配信し、フラッシ
ュメモリに記憶させ、蓄積型放送を提供してもよい。
＜その他の変形例＞
上記実施形態においては、図５に示した初期設定処理において、蓄積型放送受信モードに
おける設定内容をハードディスク２２に記録した。しかし、本発明の実施は、このような
構成に限定されない。例えば、ハードディスク２２の代わりにフラッシュメモリ等の不揮
発性蓄積媒体に記録してもよい。
【０１４８】
上記実施形態においては、図６に示したように、ファイルコンテナのインデックス情報と
してファイル領域の先頭アドレス・末尾アドレス、及びファイルの蓄積先とファイル名を
有している。しかし、本発明の実施は、このような構成には限定されない。例えば、ファ
イル領域の先頭アドレス・末尾アドレス、またはファイルの蓄積先とファイル名のいずれ
か一方のみでも、ファイルの蓄積先を特定できる。
【０１４９】
また、ファイルの蓄積先は、蓄積コードに応じて予め設定しておいてもよい。すなわち、
図１３に示した新規領域確保時に、蓄積コードごとに予め蓄積先を決定しておいてもよい
。その場合は、インデックス情報には、ファイル領域の先頭アドレス・末尾アドレス、及
びファイルの蓄積先とファイル名は、いずれも不要である。
【０１５０】
上記実施形態においては、図６に示した蓄積コードは、広告主を特定する４バイトの番号
と、広告主ごとに広告を特定する４バイトの番号によって構成された。しかし、本発明の
実施は、このような構成には、限定されない。すなわち、蓄積コードのバイト数は、８バ
イトには限定されない。また、蓄積コードは数字である必要はなく、文字列でもよい。さ
らに、蓄積コードの代わりに、広告主を特定する情報と、広告を特定する情報とに分けて
広告主及び広告を管理してもよい。その場合には、広告主とその広告とを関連づけるテー
ブルを設ければよい。
【０１５１】
上記実施形態では、排他的管理領域３５とユーザ管理領域３６の大きさは、放送局からの
コマンドに従いＣＰＵ２３が変更した。しかし、本発明の実施は、このような構成には限
定されない。例えば、ディスクスペースが不足した場合は、ＣＰＵ２３からユーザへのメ

10

20

30

40

50

(17) JP 3619427 B2 2005.2.9



ッセージを発し、ユーザから“ＯＫ”の回答がされた場合にユーザ管理領域３６の既存フ
ァイルの上にオーバーライトしてもよい。
【０１５２】
また、排他的領域に格納するトータルサイズが排他的領域の制限をオーバーする場合は、
ユーザ管理領域３６の空きブロックやユーザ管理領域３６の既存ファイルを利用して、Ｃ
ＰＵ２３が排他的管理領域３５を拡張してもよい。
【０１５３】
上記実施形態では、コンテンツ配信サーバ８１からセットトップボックス２１へのコマン
ド（図２２）は、デジタル放送波の空き帯域を用いて配信された。しかし、これに代えて
、ネットワーク５０を介してコマンドを送信してもよい。
《第３実施形態》
図１４から図１９に基づいて、本発明の第３実施形態を説明する。図１４及び図１５は、
本発明の第３実施形態に係る放送システムにおけるサービスの類型を示す図であり、図１
６及び図１７は、この放送システムに含まれるテレビジョン装置１を使用したバーチャル
ショールームへのアクセス手順を示す図であり、図１８は、データ型コンテンツの配信方
法を示す図であり、図１９は、データ型コンテンツの利用方法を示す図である。
【０１５４】
上記第１実施形態及び第２実施形態においては、蓄積型放送受信のためのテレビジョン装
置１、セットトップボックス２１、あるいはコンテンツ配信サーバ８１について説明した
。本実施形態においては、これらの装置を使用して提供されるサービスの例を説明する。
従って、本実施形態の放送システムの構成は、第１実施形態及び第２実施形態と同様であ
る。そこで、必要に応じて、図１から図１３の図面を参照する。
＜サービス類型＞
図１４、及び図１５に、本実施形態の放送システムにおいて、提供されるサービスの類型
を示す。本放送システムは、第１実施形態、あるいは第２実施形態で説明したテレビジョ
ン装置１、またはセットトップボックス２１を含むテレビジョンと、これらにサービスを
提供するコンテンツ配信サーバ８１（図１、または図４参照）で構成される。
【０１５５】
このシステムにおいて、放送局または、コンテンツ配信サーバ８１から蓄積情報型サービ
スが提供される。この蓄積情報型サービスとは、配信された情報をテレビジョン装置１の
記憶手段２、セットトップボックス２１のハードディスク８２、外付けハードディスク３
２、あるいは、リムーバルメディア３１に記憶させ、ユーザのリモートコントローラ３を
通じた操作に応答して記憶しておいた情報を表示することで提供されるサービスである。
このサービスには、データ型コンテンツの提供サービスと、物理型コンテンツの提供サー
ビスとがある。
【０１５６】
図１４は、データ型コンテンツの提供サービスの類型を示す図である。データ型コンテン
ツは、バーチャルショールーム、バーチャルショップ、蓄積型広告、ビデオレンタル、ミ
ニ番組広告、地図型広告によって提供される。
【０１５７】
バーチャルショールームとは、テレビジョン装置１等の画面に表示される仮想的なショー
ルームである。また、バーチャルショップとは、バーチャルショールームにおいて、商品
を購入できる手段を備えるものをいう。購入の意思表示は、図４に示したネットワーク５
０を介してコンテンツ配信サーバ８１に伝達され、さらに、個々のバーチャルショップの
提供者（広告主）に伝達される。
【０１５８】
蓄積型広告とは、記憶手段２やハードディスク８２等に記憶され、ユーザの属性（年齢、
性別、家族構成等）に応じて、表示される広告をいう。
【０１５９】
ビデオレンタルとは、記憶手段２やハードディスク８２等にビデオの映像を記憶させ、ユ
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ーザの操作により再生させるサービスをいう。
【０１６０】
ミニ番組広告とは、番組とその前後に放映される短時間の広告をいう。
【０１６１】
地図型広告とは、ユーザが地図上のオブジェクト（建物、店舗等）にアクセスすると、そ
の地図上のオブジェクトに関連させて表示される広告をいう。
【０１６２】
本放送システムのサービスでは、ユーザは、以上のような様々なサービスを通じて購入し
たいサービスを検索して選択する。そのような選択に対して、本放送システムは、２種類
の方法で商品を提供する。
【０１６３】
一つは、事前商品蓄積型のサービスである。このサービスでは、予めユーザがアクセスで
きない排他的管理領域３５に、データ型コンテンツが配信されている。
【０１６４】
他方は、商品ダウンロード型のサービスである。商品ダウンロード型のサービスでは、商
品に対するインデックスのみが予め排他的管理領域３５に配信されている。ユーザ操作に
応答してこのインデックス情報が表示され、ユーザが商品を選択すると、実際のデータ型
コンテンツがダウンロードされる。
【０１６５】
事前商品蓄積型の商品を利用する方法は、２種類用意されている。一つは、鍵を必要とし
ないタイプであり、排他的管理領域３５に記憶された商品を使用した履歴がネットワーク
５０を介してコンテンツ配信サーバ８１に報告され、課金がされる（これは、事前保持方
式、または富山の薬売り方式とも呼ばれる）。
【０１６６】
他方は、鍵を必要とするタイプである（これは鍵受信方式と呼ばれる）。このサービスで
は、ユーザの商品購入の申し込みに対して暗号化されたデータ型コンテンツを解凍するた
めの鍵が配信される。この鍵の配信に対して課金がされる。ユーザは、この鍵によってデ
ータ型コンテンツの鍵を解除し、利用する。
【０１６７】
図１５に、デジタル伝送路を利用した物理型コンテンツ販売サービスの類型を示す。ここ
で、物理型コンテンツとは、物、例えば、玩具、本、食品、衣類、家庭用品、コンテンツ
を記録した媒体等をいう。
【０１６８】
このサービスでは、商品の選択までは、図１４と同様であるので、その説明を省略する。
ユーザは、商品の選択後、決済に必要な情報や配達に必要な住所等の情報を入力する。こ
れに対して、ロジスティックサービスを通じて商品が配達される。
＜バーチャルショールームへのアクセス例＞
図１６は、蓄積型放送を選択するメモリチャンネルメニューからテレビジョン装置１のバ
ーチャルショールームへのアクセス手順を示す図である。
【０１６９】
ユーザは、リモートコントローラ３を使用してメモリチャンネルを選択する（Ｓ１００）
。するとテレビジョン装置１の画面に、メモリチャンネルメニューが表示される（Ｓ１０
１）。
【０１７０】
次に、ユーザがメモリチャンネルメニューから所望のバーチャルショールームを選択する
（Ｓ１０２）。すると、テレビジョン装置１の画面には、排他的管理領域内に記録された
バーチャルショールームが表示される（Ｓ１０３）。
【０１７１】
図１７は、デジタルダイレクトメールからバーチャルショールームにアクセスする手順を
示す図である。
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【０１７２】
ユーザは、まず、ダイレクトメール受信画面から希望するダイレクトメールを選択する（
Ｓ１１０）。すると、テレビジョン装置１の画面には、選択したダイレクトメールが表示
される（Ｓ１１１）。このデジタルダイレクトメールには、バーチャルショールームへの
リンク７０が表示されている。
【０１７３】
ユーザがリンク７０をクリックすると（Ｓ１１２）、テレビジョン装置１には、排他的管
理領域内に記録されたバーチャルショールームが表示される（Ｓ１１３）。
＜商品の配信方法＞
図１８にバーチャルショールームで購入されるデータ型コンテンツの配信方法を示す。本
放送システムでは、３種類の方法により、データ型コンテンツを配信する。
【０１７４】
第１の方法は、第２実施形態で述べたファイルコンテナによる方法である。この方法では
、インデックス情報と、インデックス情報から参照されるコンテンツがファイルコンテナ
として暗号化され、配信される。配信されたコンテンツは、図１４に示したバーチャルシ
ョールーム、バーチャルショップ、蓄積型広告等のサービス対象または表示データとして
提供される。この方法では、１つのファイルコンテナに複数のコンテンツが暗号化されて
配信される。
【０１７５】
第２の方法は、コンテンツを事前に記憶しておき、ユーザの購入意思に応じて、別途コン
テンツを利用するための鍵を配信する方法である。この方法では、コンテンツそのものの
流通に対しては、一切関与がされず、鍵の配信に対してのみ課金がされる。
【０１７６】
第３の方法は、コンテンツのインデックスのみを事前に配信しておき、ユーザの購入意思
が示されたときに、実際にコンテンツをダウンロードする方法である。
＜商品の利用方法＞
図１９にバーチャルショールームで購入されるデータ型コンテンツの利用方法を示す。
【０１７７】
ユーザは、まず、バーチャルショールームにおいて商品（データ型コンテンツ）を選択す
る（Ｓ１２０）。この選択によるデータ型コンテンツは、以下の３種類の方法で配信され
る。
（１）事前保持方式（富山薬売り方式）
ユーザが選択したデータ型コンテンツが、排他管理領域３５に計画配送された商品の場合
、その選択によって、商品の解凍が開始される。解凍完了後、商品は、ユーザ管理領域３
６に移動される。このユーザ管理領域への移動、または、実際の商品の使用により、使用
報告がコンテンツ配信サーバ８１に送付される。この使用報告は、通信インターフェース
２７及びネットワーク５０（図４参照）による上り回線を通って通知される。
【０１７８】
ユーザが、データ型コンテンツを解凍するまでは、排他的管理領域３５にデータ型コンテ
ンツが格納されているが、購入されたとは見なされない。
（２）鍵受信方式
事前保持方式と同様、予めデータ型コンテンツは、排他的管理領域３５に格納されている
。ユーザがデータ型コンテンツ購入の選択をすると、購入に必要な決済情報がアップロー
ドされる。そして、その決済情報と引き換えに、コンテンツの解凍に必要な復号キーを受
信する。
（３）ダウンロード方式
ユーザがバーチャルショールームの商品を選択すると、コンテンツ配信サーバ８１からネ
ットワーク５０を介してコンテンツがダウンロードされる。
【０１７９】
以上述べたように、本実施形態の放送システムでは、記憶手段２あるいはハードディスク
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８２等の排他的管理領域３５を使用し、バーチャルショールーム、バーチャルショップ、
蓄積型広告等のサービスを提供できる。
【０１８０】
排他的管理領域３５は、第２実施形態で述べたように、広告主に賃貸される領域であるが
、さらに、テレビジョン装置１のユーザの属性（年齢、性別、家族構成、居住地域、また
は提供を受けたサービスの履歴等）に応じて、表示されるコンテンツが選択されるように
してもよい。例えば、年齢に応じた化粧品広告表示、家族構成に応じた自動車の広告表示
、ショールームの構成等である。
《第４実施形態》
図２０を参照して本発明の第４実施形態を説明する。上記第３実施形態では、第１実施形
態または第２実施形態で述べた放送システムを利用して提供されるサービスを説明した。
本実施形態においては、第３実施形態で述べた蓄積型放送サービス、例えば、バーチャル
ショールーム、あるいはバーチャルショップ等へのユーザのアクセスをモニタし、広告主
に報告するシステムを説明する。
【０１８１】
本実施形態においても、放送システムの構成は、第１実施形態から第３実施形態と同様で
あるので、必要に応じて図１から図１９の図面を参照する。
【０１８２】
本実施形態のテレビジョン装置１においては、ユーザによるバーチャルショールーム、バ
ーチャルショップ等の視聴や商品購入の履歴が排他的管理領域３５に記録される。この履
歴は、例えば、ユーザによるアンケートの回答、ショールーム来訪の頻度、資料請求の履
歴、商品購入の履歴等である。これを個人履歴データと呼ぶ。
【０１８３】
この個人履歴データは、その広告を依頼した広告主ごとに暗号化され、ネットワーク５０
に接続された制御サーバ８１ａ宛に定期的に送信される。
【０１８４】
制御サーバ８１ａは、ネットワーク５０を介して送信される個人履歴データを復号化し、
個人属性データ（年齢、性別、家族個性、居住地域等）を添付してコミュニケーションサ
ーバ８１ｂに転送する。
【０１８５】
コミュニケーションサーバ８１ｂは、転送された情報を抽象化し、広告ごとの反応（ユー
ザの回答率、バーチャルショールームへの訪問回数、商品の売れ行き等）をレスポンスレ
ポートにまとめる。このレスポンスレポートは、各広告主に配布され、次の広告に対する
指針として利用される。
【０１８６】
一方、制御サーバ８１ａは、個人属性データを各広告主宛にそのまま転送する。この個人
履歴データは広告主が個別に利用する計算機において復号され、データベースに格納され
る。
【０１８７】
従って、この放送システムによれば、各広告主は、自身の広告やバーチャルショールーム
に対するユーザの生の応答を短期間で収集することができる。
【０１８８】
また、上記個人履歴データは、広告主ごとに暗号化されて送信されるので、プライバシー
に係る情報が含まれていても、第三者に漏れることはない。このため、広告主とユーザと
の間の信頼関係が形成できれば、広告主は、ユーザの詳細で具体的な傾向を把握すること
ができる。
《第５実施形態》
以下、図２１を参照して本発明の第５実施形態を説明する。上記第２実施形態においては
、ファイルコンテナのインデックス情報として蓄積コードを有していた。そして、セット
トップボックス２１が保持する広告主と、蓄積コードとの整合がとれた場合に、セットト
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ップボックス２１は所定の領域にそのコンテンツを蓄積した。
【０１８９】
本実施形態では、コンテンツの配信先を地域やユーザの属性によって制限する例を説明す
る。他の構成については、第２実施形態と同様であるので、必要に応じて図４から図１３
の図面を参照する。
【０１９０】
図２１は、本実施形態において、コンテンツとともに暗号化されるインデックス情報の構
成図である。
【０１９１】
このインデックス情報は、コンテナＩＤと、蓄積コードと、地域指定と、フィルター条件
とを有している（コンテナＩＤ、蓄積コード、地域指定、またはフィルター条件の少なく
とも一つが制御情報に相当）。このうち、コンテナＩＤ及び蓄積コードについては、第２
実施形態と同様であるので、その説明を省略する。
【０１９２】
地域指定とは、配信先の地域を指定する情報である。この地域指定がＮＵＬＬの場合、全
国の指定となる。一方、この地域指定に所定の地域コードが指定された場合、その地域に
存在するセットトップボックス２１のみが、そのコンテンツを蓄積し、他の地域のセット
トップボックス２１は、配信されたファイルコンテナを廃棄する。
【０１９３】
この地域指定として、本実施形態では、郵便番号を使用する。郵便番号の全部の桁が指定
された場合は、その郵便番号の地域に設置されたセットトップボックス２１のみが、配信
されたファイルコンテンツを蓄積する。
【０１９４】
郵便番号の中に任意数字を指定する文字（”＊”）が含まれていた場合、その”＊”を０
から９のいずれかの数に置き換えたときに該当する郵便番号の地域に設置されたセットト
ップボックス２１が、配信されたコンテンツを蓄積する。例えば、地域指定として、１０
３００＊＊が指定された場合、郵便番号が１０３００００から１０３００９９に該当する
地域のセットトップボックス２１が、そのコンテンツを蓄積する。
【０１９５】
フィルター条件とは、そのセットトップボックス２１のユーザの属性を指定する条件であ
る。図２１に示したように、フィルター条件は、属性：値の形式で記述する。この属性：
値をＡＮＤまたはＯＲの論理演算子で接続した論理式を用いてもよい。
【０１９６】
例えば、フィルター条件として、「年齢：２０歳から２９歳　ＡＮＤ　性別：女性　ＡＮ
Ｄ　配偶者：なし」が指定された場合、セットトップボックス２１は、この論理式を展開
して、ユーザが２０代の未婚の女性である場合に、そのコンテンツを蓄積する。
【０１９７】
このように、コンテンツ配信サーバ８１において地域指定やフィルター条件を指定し、セ
ットトップボックス２１に選択受信させることで、特定のコンテンツを所望の地域、所望
の属性のユーザに配信できる。
＜変形例＞
上記実施形態においては、インデックス情報に地域指定とフィルター条件の双方を設けた
。しかし、本発明の実施は、このような構成には限定されない。例えば、地域指定または
フィルター条件のいずれかを備えてもよい。また、地域指定をフィルター条件の１つとし
て、地域：地域コードのように指定してもよい。
【０１９８】
上記実施形態においては、地域指定として郵便番号を用いた。しかし、本発明の実施は、
このような構成には限定されない。例えば、地域指定として、電話番号の市外局番と市内
局番を組み合わせて用いてもよい。また、地域ごとに専用のコードを割り当てて使用して
もよい。
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【０１９９】
上記実施形態においては、フィルター条件を「属性：値」を含む論理式で指定した。しか
し、本発明の実施は、このような構成には限定されない。例えば、フィルター条件を固定
の位置パラメータとしてもよい。位置パラメータとは、例えば、第１パラメータは、年齢
下限、第２パラメータを年齢上限、第３パラメータを性別、第４パラメータを配偶者の有
無、第５パラメータを職業区分とするような形式のパラメータをいう。
【０２００】
【発明の効果】
本発明によれば、蓄積放送番組として、テレビジョン装置の記憶手段の情報、例えば広告
情報の内容が１日に数回、自動的に書換えられ、年間を通して１日２４時間視聴可能であ
るので、視聴者は常に最新の広告情報を無償で利用可能である。
【０２０１】
広告情報の提供コストは、例えば従来のダイレクトメールに比して、約１／１０ですみ、
チラシの場合よりも約１／８ですむので、視聴者には早くて、安いサービスが可能となり
、事業者にとっても有利である。
【０２０２】
また、テレビジョン装置の記憶手段の、例えばＨＤＤを電子商取引の受け取りボックスス
ポットに利用すると、消費者は待たずに内容を確認して好みのものを、容易に買うことが
できる。
【０２０３】
さらに、チラシ代わりに入力された情報はテレビ放送での地域における販売促進用の広告
を可能とする。
【０２０４】
広告主にとっては、チラシや電話帳広告に比べて印刷や配達のコストが削減できるほか、
広告範囲がきめこまかく設定でき、地域別の販売促進や、また、広告内容の変更も容易で
ある。
【０２０５】
また、上記のようなテレビジョン装置の記憶手段を利用した広告形態は従来にないもので
あり、電子商取引のボックス、あるいは電子新聞等の利用等を含めて、新たな市場を形成
することが期待される。
【０２０６】
また、テレビジョン装置内のハードディスク等の記憶手段に蓄積された情報（コンテンツ
）を、ハイパーカード等の手法により、自由に編成（編集）して視聴することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態の概略を示す図である。
【図２】広告情報を伝送するための伝送フレームフォーマットを示す。
【図３】本発明第１実施形態に係るテレビジョン装置の概略ブロック図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係るテレビジョン放送システムのハードウエア構成図で
ある。
【図５】本発明の第２実施形態に係るテレビジョンの初期設定手順を示す図である。
【図６】ファイルコンテナの構成を示す図である。
【図７】図４に示したセットトップボックス２１の記憶領域の構成を示す図である。
【図８】ファイル管理領域の構成を示す図である。
【図９】排他的管理領域３５へのコンテンツの格納手順を示す図である。
【図１０】コンテンツ配信サーバ８１のコンテンツ配信管理方式を示す図である。
【図１１】コンテンツ配信サーバ８１が実行するコンテンツ配信処理を示すフローチャー
トである。
【図１２】セットトップボックス２１が実行するコマンド受信処理を示すフローチャート
である。
【図１３】セットトップボックス２１が実行するコンテンツ受信処理を示すフローチャー
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トである。
【図１４】データ型コンテンツの提供サービスの類型を示す図である。
【図１５】物理型コンテンツの提供サービスの類型を示す図である。
【図１６】本発明の第３実施形態に係るバーチャルショールームへのアクセス手順（１）
を示す図である。
【図１７】本発明の第３実施形態に係るバーチャルショールームへのアクセス手順（２）
を示す図である。
【図１８】本発明の第３実施形態に係るデータ型コンテンツの配信方法を示す図である。
【図１９】本発明の第３実施形態に係るデータ型コンテンツ利用方法を示す図である。
【図２０】本発明の第４実施形態に係る顧客情報収集方法を示す図である。
【図２１】本発明の第５実施形態に係るファイルコンテナのインデックス情報の構成図で
ある。
【図２２】コンテンツ配信サーバ８１からセットトップボックス２１へ送信されるコマン
ド一覧である。
【符号の説明】
１　テレビジョン装置
２　記憶手段
３　リモートコントローラ
２１　セットトップボックス
２２　ハードディスク
３１　リムーバルメディア
３２　外付けハードディスク
３４　ファイル管理領域
３５　排他的管理領域
３６　　ユーザ管理領域
８１　コンテンツ配信サーバ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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