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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送情報によって提供される複数の放送サービスを受信する放送サービス受信部と、
　情報を送信する情報送信部とを有し、
　該放送サービス受信部は、該複数の放送サービスのうち暗号化された情報を含まない汎
用放送サービスの受信において汎用的に利用される汎用サービス受信制御部と、
　該複数の放送サービスのうち暗号化された情報を含む個別の放送サービスの受信におい
て利用される個別サービス受信制御部とを有し、
　該汎用サービス受信制御部は、受信された該汎用放送サービスに含まれる画像信号に対
して画像処理、圧縮解凍処理、およびデコード処理を実行して、画像信号を出力する汎用
画像処理を実行し、
　該個別サービス受信制御部は、受信された該個別の放送サービスに応じて、受信された
該個別の放送サービスに含まれる画像信号に対して画像処理、圧縮解凍処理、およびデコ
ード処理を実行するとともに、該個別の放送サービスに含まれる暗号化された情報を解読
し、解読された情報を含む画像信号を出力する個別画像処理を実行し、
　該汎用サービス受信制御部は、該汎用画像処理を実行するためのコンピュータ・プログ
ラムである汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムを有し、
　該個別サービス受信制御部は、受信された該個別の放送サービスに応じた該個別画像処
理を実行するためのコンピュータ・プログラムである個別サービス受信制御部制御用コン
ピュータ・プログラムを有し、
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　該情報送信部は、該汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムが利用さ
れたときは、該汎用サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報を送信し、
該個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムが利用されたときは、該個別
サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報を送信することを特徴とする放
送情報受信装置。
【請求項２】
　前記汎用サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記汎用サービ
ス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報であ
り、
　前記個別サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記個別サービ
ス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報であ
ることを特徴とする、請求項１記載の放送情報受信装置。
【請求項３】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムと前記個別サービス受信
制御部制御用コンピュータ・プログラムとを放送情報から受信する制御用コンピュータ・
プログラム受信部と、
　該制御用コンピュータ・プログラム受信部が該汎用サービス受信制御部制御用コンピュ
ータ・プログラムを受信すると、受信前の汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・
プログラムの内容を、受信した汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラム
の内容に更新し、該制御用コンピュータ・プログラム受信部が該個別サービス受信制御部
制御用コンピュータ・プログラムを受信すると、受信前の個別サービス受信制御部制御用
コンピュータ・プログラムの内容を、受信した個別サービス受信制御部制御用コンピュー
タ・プログラムの内容に更新する制御用コンピュータ・プログラム更新制御部とをさらに
有することを特徴とする、請求項１または２に記載の放送情報受信装置。
【請求項４】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記汎用サービス受信制御部用コンピュータ・プログラムの利用に応じ
て課金される料金に関する情報を含み、
　前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に
応じて課金される料金に関する情報を含むことを特徴とする、請求項３に記載の放送情報
受信装置。
【請求項５】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に
応じて課金される料金の金額とその支払方法とに関する情報を含み、
　前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に応じて課金され
る料金に関する情報は、前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの
利用に応じて課金される料金の金額とその支払方法とに関する情報を含むことを特徴とす
る、請求項３記載の放送情報受信装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の受信装置を用いた受信方法であって、
　放送情報によって提供される複数の放送サービスを受信する第１ステップと、
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムが利用されたときは、該
汎用サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報を送信し、前記個別サービ
ス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムが利用されたときは、該個別サービス受信
制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報を送信する第２ステップとを包含することを
特徴とする放送情報受信方法。
【請求項７】
　前記汎用サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記汎用サービ
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ス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報を含
み、
　前記個別サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記個別サービ
ス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報を包
含することを特徴とする、請求項６記載の放送情報受信方法。
【請求項８】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムと前記個別サービス受信
制御部制御用コンピュータ・プログラムとを放送情報から受信するステップと、
　前記制御用コンピュータ・プログラム受信部が該汎用サービス受信制御部制御用コンピ
ュータ・プログラムを受信すると、受信前の汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ
・プログラムの内容を、受信した汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラ
ムの内容に更新し、該制御用コンピュータ・プログラム受信部が該個別サービス受信制御
部制御用コンピュータ・プログラムを受信すると、該個別サービス受信制御部制御用コン
ピュータ・プログラムの内容を、受信した個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・
プログラムの内容に更新するステップとをさらに包含する、請求項７に記載の放送情報受
信方法。
【請求項９】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に
応じて課金される料金に関する情報を含み、
　前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に応じて課金され
る料金に関する情報は、前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの
利用に応じて課金される料金に関する情報を包含する、請求項７に記載の放送情報受信方
法。
【請求項１０】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に
応じて課金される料金の金額とその支払方法とに関する情報を含み、
　前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に
応じて課金される料金の金額とその支払方法とに関する情報を包含することを特徴とする
、請求項７記載の放送情報受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は放送情報を受信する放送情報受信装置および放送情報受信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
放送サービスを受信装置で利用する際には、放送サービスを利用することに対して料金が
課金される。放送サービスの利用に対する課金は、個別の放送サービス事業者毎に行って
いる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、個別の放送サービス事業者毎に放送サービスの利用に対する課金を行うと、個別
の放送サービス事業者毎に放送サービスの利用に対する課金を実行するシステムを構築す
る必要が生ずる。個別の放送サービス事業者毎にシステムを構築すると、システム全体が
煩雑で複雑になる。
【０００４】
本発明の目的は、複数の放送サービス事業者が提供する放送サービスの利用に対する課金
を容易に実行することができる放送情報受信装置および放送情報受信方法を提供すること
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にある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る放送情報受信装置は、放送情報によって提供される複数の放送サービスを
受信する放送サービス受信部と、情報を送信する情報送信部とを有し、該放送サービス受
信部は、該複数の放送サービスのうち暗号化された情報を含まない汎用放送サービスの受
信において汎用的に利用される汎用サービス受信制御部と、該複数の放送サービスのうち
暗号化された情報を含む個別の放送サービスの受信において利用される個別サービス受信
制御部とを有し、該汎用サービス受信制御部は、受信された該汎用放送サービスに含まれ
る画像信号に対して画像処理、圧縮解凍処理、およびデコード処理を実行して、画像信号
を出力する汎用画像処理を実行し、該個別サービス受信制御部は、受信された該個別の放
送サービスに応じて、受信された該個別の放送サービスに含まれる画像信号に対して画像
処理、圧縮解凍処理、およびデコード処理を実行するとともに、該個別の放送サービスに
含まれる暗号化された情報を解読し、解読された情報を含む画像信号を出力する個別画像
処理を実行し、該汎用サービス受信制御部は、該汎用画像処理を実行するためのコンピュ
ータ・プログラムである汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムを有し
、該個別サービス受信制御部は、受信された該個別の放送サービスに応じた該個別画像処
理を実行するためのコンピュータ・プログラムである個別サービス受信制御部制御用コン
ピュータ・プログラムを有し、該情報送信部は、該汎用サービス受信制御部制御用コンピ
ュータ・プログラムが利用されたときは、該汎用サービス受信制御部の利用状況に基づく
課金に関わる情報を送信し、該個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラム
が利用されたときは、該個別サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報を
送信することを特徴とし、そのことにより上記目的が達成される。
【０００７】
　前記汎用サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記汎用サービ
ス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報であ
り、前記個別サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記個別サー
ビス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報で
あってもよい。
【０００８】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムと前記個別サービス受信
制御部制御用コンピュータ・プログラムとを放送情報から受信する制御用コンピュータ・
プログラム受信部と、該制御用コンピュータ・プログラム受信部が該汎用サービス受信制
御部制御用コンピュータ・プログラムを受信すると、受信前の汎用サービス受信制御部制
御用コンピュータ・プログラムの内容を、受信した汎用サービス受信制御部制御用コンピ
ュータ・プログラムの内容に更新し、該制御用コンピュータ・プログラム受信部が該個別
サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムを受信すると、受信前の個別サービ
ス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの内容を、受信した個別サービス受信制御
部制御用コンピュータ・プログラムの内容に更新する制御用コンピュータ・プログラム更
新制御部とをさらに有してもよい。
【０００９】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記汎用サービス受信制御部用コンピュータ・プログラムの利用に応じ
て課金される料金に関する情報を含み、前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ
・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記個別サービス受信制御部制御
用コンピュータ・プログラムの利用に応じて課金される料金に関する情報を含んでもよい
。
【００１０】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に
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応じて課金される料金の金額とその支払方法とに関する情報を含み、前記個別サービス受
信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に応じて課金される料金に関する情報は
、前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に応じて課金され
る料金の金額とその支払方法とに関する情報を含んでもよい。
【００１１】
　本発明に係る放送情報受信方法は、本発明に係る受信装置を用いた受信方法であって、
放送情報によって提供される複数の放送サービスを受信する第１ステップと、前記汎用サ
ービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムが利用されたときは、該汎用サービス
受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報を送信し、前記個別サービス受信制御部
制御用コンピュータ・プログラムが利用されたときは、該個別サービス受信制御部の利用
状況に基づく課金に関わる情報を送信する第２ステップとを包含し、そのことにより上記
目的が達成される。
【００１３】
　前記汎用サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記汎用サービ
ス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報を含
み、前記個別サービス受信制御部の利用状況に基づく課金に関わる情報は、前記個別サー
ビス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金に関わる情報を
包含してもよい。
【００１４】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムと前記個別サービス受信
制御部制御用コンピュータ・プログラムとを放送情報から受信するステップと、前記制御
用コンピュータ・プログラム受信部が該汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プ
ログラムを受信すると、受信前の汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラ
ムの内容を、受信した汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの内容に
更新し、該制御用コンピュータ・プログラム受信部が該個別サービス受信制御部制御用コ
ンピュータ・プログラムを受信すると、該個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・
プログラムの内容を、受信した個別サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラム
の内容に更新するステップとをさらに包含してもよい。
【００１５】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記汎用サービス受信制御部用コンピュータ・プログラムの利用に応じ
て課金される料金に関する情報を含み、前記個別サービス受信制御部制御用コンピュータ
・プログラムの利用に応じて課金される料金に関する情報は、前記個別サービス受信制御
部制御用コンピュータ・プログラムの利用に応じて課金される料金に関する情報を包含し
てもよい。
【００１６】
　前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用状況に基づく課金
に関わる情報は、前記汎用サービス受信制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に
応じて課金される料金に関する情報を含み、前記個別サービス受信制御部制御用コンピュ
ータ・プログラムの利用に応じて課金される料金に関する情報は、前記個別サービス受信
制御部制御用コンピュータ・プログラムの利用に応じて課金される料金に関する情報を包
含してもよい。
【００１７】
【発明の実施の形態】
図１は、実施の形態に係る受信装置１００のブロック図である。
【００１８】
受信装置１００は、放送サービス受信部１０１と制御用コンピュータプログラム受信部１
０２と制御用コンピュータプログラム更新制御部１０３と表示部１０４と利用状況監視部
１０５と情報送信部１０６とを備える。
【００１９】
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放送サービス受信部１０１は、汎用サービス受信制御部１０７と個別サービス受信制御部
１０８とを含む。汎用サービス受信制御部１０７は、汎用サービス受信部制御用コンピュ
ータプログラム１０９を有する。個別サービス受信制御部１０８は、個別サービス受信部
制御用コンピュータプログラム１１０を有する。
【００２０】
放送サービス受信部１０１は、放送情報によって提供される複数の放送サービスを受信す
る。複数の放送サービスは、汎用的に放送される汎用放送１２１と個別的に放送される個
別放送１２２Ａとを含む。
【００２１】
汎用サービス受信制御部１０７は、汎用放送１２１を受信する。汎用サービス受信制御部
１０７は、汎用コンピュータプログラム１０９により動作する。汎用サービス受信制御部
１０７は、汎用放送１２１を受け取り、汎用放送１２１に含まれる画像信号に対して画像
処理、圧縮解凍処理、デコード処理を実行し、画像信号を出力する。表示部１０４は、汎
用サービス受信制御部１０７から出力された画像信号に基づいて画像を表示する。
【００２２】
個別サービス受信制御部１０８は、個別放送１２２を受信する。個別放送１２２Ａは、暗
号化された情報を含む。
【００２３】
個別コンピュータプログラム１１０は、複数のプログラムを含む。図１に示す例では、プ
ログラムＡが領域１１に格納され、プログラムＢが領域１１２に格納される例を示してい
る。プログラムＡとプログラムＢとは識別用のＩＤを含む。
【００２４】
個別サービス受信制御部１０８が個別放送１２２Ａを受け取ると、個別サービス受信制御
部１０８は、個別放送１２２Ａに対応する個別コンピュータプログラムＡにより動作する
。個別サービス受信制御部１０８は、個別放送１２２Ａに含まれる画像信号に対して画像
処理、圧縮解凍処理、デコード処理を実行する。
【００２５】
個別サービス受信制御部１０８はパスワード、スクランブルにより、個別放送１２２Ａに
含まれる暗号化された情報を解読し、解読された情報を含む画像信号を出力する。表示部
１０４は、個別サービス受信制御部１０８から出力された画像信号に基づいて画像を表示
する。
【００２６】
個別サービス受信制御部１０８は、複数種類の個別放送を受信し得る。個別サービス受信
制御部１０８が個別放送１２２Ｂを受け取ると、個別サービス受信制御部１０８は、個別
放送１２２Ｂに対応する個別コンピュータプログラムＢにより動作する。個別サービス受
信制御部１０８は、個別放送１２２Ｂに含まれる画像信号に対して画像処理、圧縮解凍処
理、デコード処理を実行する。
【００２７】
個別サービス受信制御部１０８はパスワード、スクランブルにより、個別放送１２２Ｂに
含まれる暗号化された情報を解読し、解読された情報を含む画像信号を出力する。表示部
１０４は、個別サービス受信制御部１０８から出力された画像信号に基づいて画像を表示
する。
【００２８】
制御用コンピュータプログラム受信部１０２が汎用コンピュータ・プログラム１０９Ａを
受信すると、更新制御部１０３は汎用コンピュータ・プログラム１０９Ａにより、汎用コ
ンピュータ・プログラム１０９を更新する。
【００２９】
制御用コンピュータプログラム受信部１０２が個別コンピュータ・プログラムＡ１を受信
すると、更新制御部１０３は個別コンピュータ・プログラムＡ１により個別コンピュータ
・プログラムＡを更新する。制御用コンピュータプログラム受信部１０２が個別コンピュ
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ータ・プログラムＢ１を受信すると、更新制御部１０３は個別コンピュータ・プログラム
Ｂ１により個別コンピュータ・プログラムＢを更新する。
【００３０】
制御用コンピュータプログラム受信部１０２が個別コンピュータ・プログラムＣを受信す
ると、更新制御部１０３は個別コンピュータ・プログラムＣを領域１１３に格納する。
【００３１】
利用状況監視部１０５は、汎用コンピュータプログラム１０９および個別コンピュータプ
ログラム１１０の利用状況を監視する。
【００３２】
図２は、実施の形態に係るコンピュータプログラムとその利用状況に応じて課金される料
金との関係の説明図である。図３は、実施の形態に係る受信装置１００の汎用放送サービ
ス受信動作のフローチャートである。図４は、実施の形態に係る受信装置の個別放送サー
ビス受信動作のフローチャートである。
【００３３】
図２および図３を参照して、受信装置１００の汎用放送サービス受信動作を説明する。
【００３４】
汎用サービス受信制御部１０７が汎用放送１２１を受信したか否かが判断される（Ｓ３０
１）。汎用サービス受信制御部１０７が汎用放送１２１を受信したと判断された場合には
（Ｓ３０１でＹＥＳ）、汎用コンピュータ・プログラム１０９が利用されたか否かが判断
される（Ｓ３０２）。
【００３５】
汎用コンピュータ・プログラム１０９が利用されたと判断された場合には（Ｓ３０２でＹ
ＲＳ）、利用状況監視部１０５は汎用コンピュータ・プログラム１０９の利用料金を計算
する（Ｓ３０３）。
【００３６】
利用料金は、例えば汎用コンピュータ・プログラム１０９の利用回数と利用時間とに基づ
いて決定される。利用状況監視部１０５は、汎用コンピュータプログラム１０９の利用回
数と利用時間とに基づいて、汎用コンピュータ・プログラム１０９の利用料金を計算する
。
【００３７】
図２に示す例では、汎用コンピュータプログラム１０９の利用回数が３０回であり、利用
時間が１２５時間である。利用回数３０回と、利用時間１２５時間とに基づいて、所定の
計算式により利用料金は例えば４０００円と算出される。
【００３８】
利用状況監視部１０５は、汎用コンピュータプログラム１０９の利用料金に関する情報お
よび利用料金の支払い方法に関する情報を出力する（Ｓ３０４）。利用料金に関する情報
は、利用回数、利用時間および利用料金を表す情報を含む。利用料金の支払い方法に関す
る情報は、例えば受信装置１００の使用者の銀行口座ＩＤである。利用料金の支払い方法
に関する情報は、クレジットカードのＩＤであってもよく、現金による支払いを表す情報
でもよい。
【００３９】
情報送信部１０６は、汎用コンピュータプログラム１０９の利用料金に関する情報および
利用料金の支払い方法に関する情報を送信する（Ｓ３０５）。
【００４０】
汎用サービス受信制御部１０７が汎用放送１２１を受信していないと判断された場合には
（Ｓ３０１でＮＯ）、汎用コンピュータ・プログラム１０９が利用されていないと判断さ
れた場合には（Ｓ３０２でＮＯ）、または情報送信部１０６は、汎用コンピュータプログ
ラム１０９の利用料金に関する情報および利用料金の支払い方法に関する情報を送信した
場合（Ｓ３０５）には、Ｓ３０１へ戻る。
【００４１】
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図２および図４を参照して、受信装置１００の汎用放送サービス受信動作を説明する。
【００４２】
汎用サービス受信制御部１０７が個別放送１２２Ａを受信したか否かが判断される（Ｓ４
０１）。汎用サービス受信制御部１０７が個別放送１２２Ａを受信したと判断された場合
には（Ｓ４０１でＹＥＳ）、個別コンピュータ・プログラム１１０のいずれか（図１の例
では、個別コンピュータ・プログラムＡまたは個別コンピュータ・プログラムＢ）が利用
されたか否かが判断される（Ｓ４０２）。
【００４３】
個別コンピュータ・プログラム１１０のいずれか利用されたと判断された場合には（Ｓ４
０２でＹＲＳ）、利用状況監視部１０５は個別コンピュータ・プログラム１１０の利用料
金を計算する（Ｓ４０３）。
【００４４】
利用料金は、例えば個別コンピュータ・プログラム１１０の利用回数と利用時間とに基づ
いて決定される。利用状況監視部１０５は、個別コンピュータプログラム１１０の利用回
数と利用時間とに基づいて、個別コンピュータ・プログラム１１０の利用料金を計算する
。
【００４５】
図２に示す例では、個別コンピュータプログラムＡの利用回数が３回であり、利用時間が
１。５時間である。利用回数３回と、利用時間１．５時間とに基づいて、所定の計算式に
より利用料金は例えば１５００円と算出される。個別コンピュータプログラムＢの利用回
数７回と利用時間１５時間とに基づいて、所定の計算式により利用料金は例えば４５、０
００円と算出される。個別コンピュータプログラムＣの利用回数０回と利用時間０時間と
に基づいて、所定の計算式により利用料金は例えば０円と算出される。個別コンピュータ
プログラムＤの利用回数１回と利用時間３時間とに基づいて、所定の計算式により利用料
金は例えば１、２００円と算出される。個別コンピュータプログラムＥの利用回数５回と
利用時間２時間とに基づいて、所定の計算式により利用料金は例えば８００円と算出され
る。
【００４６】
利用状況監視部１０５は、個別コンピュータプログラム１１０の利用料金に関する情報お
よび利用料金の支払い方法に関する情報を出力する（Ｓ４０４）。利用料金に関する情報
は、利用回数、利用時間および利用料金を表す情報を含む。利用料金の支払い方法に関す
る情報は、例えば受信装置１００の使用者の銀行口座ＩＤである。利用料金の支払い方法
に関する情報は、クレジットカードのＩＤであってもよく、現金による支払いを表す情報
でもよい。
【００４７】
情報送信部１０６は、個別コンピュータプログラム１１０の利用料金に関する情報および
利用料金の支払い方法に関する情報を送信する（Ｓ４０５）。
【００４８】
個別サービス受信制御部１０８が個別放送１２１Ａを受信していないと判断された場合に
は（Ｓ４０１でＮＯ）、個別コンピュータ・プログラム１１０が利用されていないと判断
された場合には（Ｓ４０２でＮＯ）、または情報送信部１０６が個別コンピュータプログ
ラム１１０の利用料金に関する情報および利用料金の支払い方法に関する情報を送信した
場合（Ｓ３４５）には、Ｓ４０１へ戻る。
【００４９】
以上のように本実施の形態によれば、汎用コンピュータ・プログラム１０９と個別コンピ
ュータプログラム１１０との利用に対する課金を容易に実行することができる受信装置１
００を提供することができる。
【００５０】
図５は、実施の形態に係る受信装置を含む放送システムのブロック図である。
【００５１】
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放送システムは、放送装置２００と複数の受信装置１００と課金管理装置３００とセンタ
ー装置４００とを含む。放送装置２００は、放送情報と制御用コンピュータプログラムと
を受信装置１００に送信する。放送情報は、汎用放送と個別放送とを含む。制御用コンピ
ュータプログラムは、汎用コンピュータプログラムと個別コンピュータプログラムとを含
む。
【００５２】
受信装置１００は、放送情報と制御用コンピュータプログラムとを受信する。受信装置１
００は、汎用コンピュータプログラムと個別コンピュータプログラムとの利用料金に関す
る情報および利用料金の支払い方法に関する情報を課金管理装置３００へ送信する。
【００５３】
課金管理装置３００は、汎用コンピュータプログラムと個別コンピュータプログラムとの
利用料金に関する情報および利用料金の支払い方法に関する情報をセンター装置４００へ
送信する。
【００５４】
センター装置４００は、汎用コンピュータプログラムと個別コンピュータプログラムとの
利用料金に関する情報および利用料金の支払い方法に関する情報を放送装置２００へ送信
する。
【００５５】
以上のように本実施の形態によれば、放送情報と放送情報を受信装置の表示するための制
御用コンピュータプログラムとを受信装置に無料で配布し、制御用コンピュータプログラ
ムの利用状況に基づいて受信装置の使用者に課金することができる放送システムを提供す
ることができる。
【００５６】
【発明の効果】
以上のように本発明によれば、複数の放送サービス事業者が提供する放送サービスの利用
に対する課金を容易に実行することができる放送情報受信装置および放送情報受信方法を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施の形態に係る受信装置のブロック図。
【図２】実施の形態に係るコンピュータプログラムとその利用に応じて課金される料金と
の関係の説明図。
【図３】実施の形態に係る受信装置の汎用放送サービス受信動作のフローチャート。
【図４】実施の形態に係る受信装置の個別放送サービス受信動作のフローチャート。
【図５】実施の形態に係る受信装置を含む放送システムのブロック図。
【符号の説明】
１００　受信装置
１０１　放送サービス受信部
１０２　制御用コンピュータプログラム受信部
１０３　制御用コンピュータプログラム更新制御部
１０４　表示部
１０５　利用状況監視部
１０６　情報送信部
１０７　汎用サービス受信制御部
１０８　個別サービス受信制御部
１０９　汎用コンピュータプログラム
１１０　個別コンピュータプログラム
２００　放送装置
３００　課金管理装置
４００　センター装置
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