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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送側から放送される複数の番組の中から所望の番組を選択することを支援する番組選
択支援装置において、
　特定の視聴者が対象とされた個人宛情報を含む情報を受信し、その情報から前記個人宛
情報を抽出する第１の抽出手段と、
　前記第１の抽出手段によって抽出された前記個人宛情報から、前記番組の選択を支援す
るために放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用のデータと、前記番組リスト
の表示と番組の情報の取得を制御するための処理手順が記述された制御用のデータを抽出
する第２の抽出手段と、
　前記第２の抽出手段によって抽出された前記制御用のデータに記述されている処理手順
に基づき、前記表示用のデータに基づく前記番組リストの表示を制御する第１の制御手段
と、
　前記第１の制御手段の制御により表示された前記番組リストから、前記視聴者が選択し
た番組に関する情報の取得とその情報の表示を、前記制御用のデータに記述されている処
理手順に基づき制御する第２の制御手段と
　を備えることを特徴とする番組選択支援装置。
【請求項２】
　前記第２の制御手段は、記憶している番組に関する情報を検索し、前記視聴者が選択し
た番組に関する情報を取得するか、または、前記放送側に前記視聴者が選択した番組に関
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する情報の送信を要求し、前記放送側から取得する
　ことを特徴とする請求項１に記載の番組選択支援装置。
【請求項３】
　複数の番組の中から所望の番組を選択することを支援する番組選択支援方法において、
　特定の視聴者が対象とされた個人宛情報を含む情報を受信し、その情報から前記個人宛
情報を抽出し、
　抽出された前記個人宛情報から、前記番組の選択を支援するための放送側が各視聴者毎
に編集した番組リストの表示用のデータと、前記番組リストの表示と番組の情報の取得を
制御するための処理手順が記述された制御用のデータを抽出し、
　抽出された前記制御用のデータに基づき、前記表示用のデータに基づく前記番組リスト
の表示を制御し、
　表示された前記番組リストから、前記視聴者が選択した番組に関する情報の取得とその
情報の表示を、前記制御用のデータに記述されている処理手順に基づき制御する
　ことを特徴とする番組選択支援方法。
【請求項４】
　放送側から放送される複数の番組の中から所望の番組を選択することを支援する番組選
択支援装置において、
　特定の視聴者が対象とされた個人宛情報を含む情報を受信し、その情報から前記個人宛
情報を抽出する第１の抽出手段と、
　前記第１の抽出手段によって抽出された前記個人宛情報から、前記番組の選択を支援す
るために放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用のデータと、前記番組リスト
の表示と番組の受信を制御するための処理手順が記述された制御用のデータを抽出する第
２の抽出手段と、
　前記第２の抽出手段によって抽出された前記制御用のデータに基づき、前記表示用のデ
ータに基づく前記番組リストの表示を制御する第１の制御手段と、
　前記第１の制御手段の制御により表示された前記番組リストから、前記視聴者が選択し
た番組の受信を、前記制御用のデータに記述されている処理手順に基づき制御する第２の
制御手段と
　を備えることを特徴とする番組選択支援装置。
【請求項５】
　放送側から放送される複数の番組の中から所望の番組を選択することを支援する番組選
択支援方法において、
　特定の視聴者が対象とされた個人宛情報を含む情報を受信し、その情報から前記個人宛
情報を抽出し、
　前記第１の抽出手段によって抽出された前記個人宛情報から、前記番組の選択を支援す
るために放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用のデータと、前記番組リスト
の表示と番組の受信を制御するための処理手順が記述された制御用のデータを抽出し、
　抽出された前記制御用のデータに基づき、前記表示用のデータに基づく前記番組リスト
の表示を制御し、
　表示された前記番組リストから、前記視聴者が選択した番組の受信を前記制御用のデー
タに記述されている処理手順に基づき制御する
　ことを特徴とする番組選択支援方法。
【請求項６】
　放送側から送信され、特定の視聴者を対象に前記放送側で編集された個人宛情報と、前
記放送側が放送する番組の情報とを含む情報を受信する放送受信装置において、
　前記情報を受信する受信手段と、
　前記受信手段により受信された前記情報から前記個人宛情報を抽出する第１の抽出手段
と、
　前記第１の抽出手段によって抽出された前記個人宛情報から処理手順が記述された制御
用のデータと、商品リストの表示用のデータを抽出する第２の抽出手段と、
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　前記第２の抽出手段によって抽出された前記制御用のデータに記述されている処理手順
に基づき、表示用のデータに基づく前記商品リストの表示を制御する第１の制御手段と、
　前記第１の制御手段により表示が制御された前記商品リストから、前記視聴者が選択し
た商品の購入を意味するデータを前記放送側に送信する送信手段と
　を備えることを特徴とする放送受信装置。
【請求項７】
　放送側から送信され、特定の視聴者を対象に前記放送側で編集された個人宛情報と、前
記放送側が放送する番組の情報とを含む情報を受信する放送受信方法において、
　受信された情報から前記個人宛情報を抽出し、
　抽出された前記個人宛情報から処理手順が記述された制御用のデータと、商品リストの
表示用のデータを抽出し、
　抽出された前記制御用のデータに記述されている処理手順に基づき、表示用のデータに
基づく前記商品リストの表示を制御し、
　表示された前記商品リストから、前記視聴者が選択した商品の購入を意味するデータを
前記放送側に送信する
　ことを特徴とする放送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、番組選択支援装置、番組選択支援方法、放送受信装置、放送受信方法、放送送
信装置、放送送信方法、放送送受信装置、および放送送受信方法に関し、特に、特定の個
人を対象として編集された情報を送信し、これを受信し再生する番組選択支援装置、番組
選択支援方法、放送受信装置、放送受信方法、放送送信装置、放送送信方法、放送送受信
装置、および放送送受信方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、情報の圧縮技術の進歩と、情報伝送路の大容量化および高速化に伴い、放送システ
ムは、多くの番組を伝送することが可能になってきた。番組の数が増加するにつれ、これ
ら多くの番組の中から所望の番組を選択することを支援する番組選択支援装置が重要な役
割を果たすようになってきた。
【０００３】
番組選択支援装置は、例えば、指定された番組の視聴料金、放送時間、放送される情報の
種類（例えば、画像、音声、データなど）、あら筋などの情報や、所定の日に放送される
番組のリストなどを表示し、視聴者が番組を選択することを支援するものである。
【０００４】
また、番組選択支援装置は、各視聴者の過去の視聴履歴などを参考にして放送側が個別に
編集した情報（メッセージ）を受信し、表示することもできる。
【０００５】
図１５は、従来における、ディジタルテレビジョン放送送信装置の構成の一例を示すブロ
ック図である。なお、このブロック図において、個人宛情報は、放送側が特定の個人を対
象に編集した情報で、例えば、スクランブルされている番組をディスクランブルするため
のキー情報や、放送側が各視聴者に宛てたメッセージなどを含んでいる。また、一般向け
番組情報は、全ての視聴者が受信することができる情報で、番組を選択することを支援す
るためのＥＰＧ（Electrical Program Guide)情報などを含んでいる。
【０００６】
図１５において、処理部１は、中央演算装置(CPU;Central Processing Unit)１ａ、ＲＯ
Ｍ(Read Only Memory)１ｂ、ＲＡＭ(Random Access Memory)１ｃ、ＩＦ(Interface)１ｄ
などにより構成され、装置全体の制御や、各種演算などを行うようになされている。モデ
ム部２は、電話回線を介して各視聴者から送られてくる情報（例えば、番組を視聴したこ
とを示す情報、商品の購入契約行うための情報など）を受信し、これらを復調した後に、
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処理部１に供給するようになされている。
【０００７】
個人宛情報発生部３は、個人宛情報を発生するようになされている。暗号化部４は、個人
宛情報に対して暗号化処理を施すようになされている。一般向け番組情報発生部６は、一
般向け番組情報を発生するようになされている。合成部５は、暗号化部４から供給される
個人宛情報と、一般向け番組情報発生部６から供給される一般向け番組情報とを合成処理
するようになされている。
【０００８】
映像音声情報発生部８は、映像、音声、データなどを構成要素とする複数の番組情報（映
像音声情報）を発生し、必要があれば所定の番組情報に対してスクランブル処理を施すよ
うになされている。合成部７は、映像音声情報発生部８から供給される情報と、合成部５
から供給される情報とを合成するようになされている。送信部９は、合成部７から供給さ
れる情報を各視聴者に向けて送信するようになされている。また、データベース部１０は
、各視聴者の契約に関する情報や視聴履歴などを格納するようになされている。
【０００９】
なお、個人宛情報は、特定の個人以外は利用できないように暗号化部４により保護対策が
施されているので、秘密性が確保されている。
【００１０】
図１６は、従来における、受信側の番組選択支援装置（図１５に示す装置より送信された
信号を受信する受信装置）の構成の一例を示すブロック図である。チューナ部２１は、放
送側から送られてきた情報を受信し、分離処理部２２に供給するようになされている。分
離処理部２２は、個人宛情報、一般向け番組情報、映像音声情報を分離するようになされ
ている。また、復号部２３は、暗号化されている個人宛情報を復号（解読）し、このなか
に含まれるメッセージとキー情報とを抽出するようになされている。
【００１１】
図１７は、個人宛情報、メッセージ、キー情報の関係を説明する図である。同図に示すよ
うに、メッセージ４２およびキー情報４３はそれぞれ独立に個人宛情報４１に包含されて
いる。
【００１２】
表示部２４は、復号部２３で抽出されたメッセージ４２を表示するようになされており、
例えば、ＣＲＴ(Cathode Ray Tube)ディスプレイ、ＬＣＤ(Liquid Crystal Display)など
により構成される。
【００１３】
映像音声処理部２５は、分離処理部２２により分離された映像音声情報の中から所定の番
組情報を選択し、この番組情報に含まれる画像および音声情報を抽出するようになされて
いる。また、必要があれば番組情報に対しディスクランブル処理を施す。表示部２６は、
映像音声処理部２５または処理部２８から供給される画像情報を表示するようになされて
おり、これは、前述の表示部２４と同様の構成である。したがって、これらを共用するこ
ともできる。スピーカ２７は、映像音声処理部２５または処理部２８から供給される音声
信号を音声に変換するようになされている。
【００１４】
処理部２８は、図１８に示すように、ＣＰＵ５１、ＲＯＭ５２、ＲＡＭ５３、インターフ
ェース（ＩＦ）５４などから構成され、装置全体の制御や各種演算などを行うようになさ
れている。
【００１５】
記憶部２９は、放送側から送られてきた一般向け番組情報（ＥＰＧ情報）を必要に応じて
格納するようになされている。入力部３１は、例えば、キーボード、マウス、リモートコ
ントローラなどで構成され、視聴者が情報を入力するとき操作されるようになされている
。モデム部３２は、処理部２８より供給されたデータを所定の信号に変調し、電話回線を
介して図１５に示す放送側へ伝送するようになされている。
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【００１６】
つぎに、以上の装置の動作を説明する。
【００１７】
例えば、放送側が何らかの情報を特定の視聴者に送る必要が生じた場合や、視聴者から何
らかの情報を送信する要求を受けた場合、図１５に示す放送送信装置のＣＰＵ１ａは、所
定の制御コマンドを個人宛情報発生部３に供給し、個人宛情報４１を発生させる。この個
人宛情報４１は、暗号化部４で暗号化処理を施される。
【００１８】
これと並行して、ＣＰＵ１ａは、必要があれば、一般向け番組情報発生部６に対して所定
の処理コマンドを供給し、一般向け番組情報を発生させる。そして、暗号化された個人宛
情報４１と、一般向け番組情報とは合成部５により合成処理を施され、合成部７に供給さ
れる。
【００１９】
映像音声情報発生部８は、放送時間中であれば、映像、音声、データなどから構成される
複数の番組を発生し、合成部７に供給している。なお、映像音声情報発生部８は、必要が
あれば、所定の番組に対してスクランブル処理を施す。この場合、ＣＰＵ１ａは、例えば
、データベース部１０などに格納されているキー情報を読み出し、これを映像音声情報発
生部８に供給する。映像音声情報発生部８は、このキー情報をもとにして番組情報にスク
ランブル処理を施す。
【００２０】
また、ＣＰＵ１ａは、このスクランブルを解除する（ディスクランブルする）ための個別
のキー情報（各視聴者毎に異なる）をデータベース部１０から読み出し、個人宛情報発生
部３に出力する。
【００２１】
個人宛情報発生部３は、このキー情報を、個人宛情報４１にキー情報４３として付加し、
出力する。また、映像音声情報発生部８は、このキー情報をもとにして番組にスクランブ
ル処理を施す。
【００２２】
なお、受信側において、このスクランブルされた番組を再生（ディスクランブル）する場
合は、個人宛情報４１に含まれているキー情報４３を抽出し、このキーを元にディスクラ
ンブル処理を行う。
【００２３】
映像音声情報発生部８から供給された番組情報と、合成部５から供給された情報は、合成
部７において合成処理が施され、送信部９から電波、ケーブルなどを介して各視聴者に向
けて送信されることになる。
【００２４】
放送側より送られてきた情報は、図１６に示す受信側のチューナ部２１で受信され、分離
処理部２２に供給される。分離処理部２２は、受信した情報を、個人宛情報４１、一般向
け番組情報、および映像音声情報に分離する。分離処理の結果得られた個人宛情報４１、
一般向け番組情報、または映像音声情報は、それぞれ復号部２３、処理部２８、または映
像音声処理部２５に供給される。
【００２５】
暗号化されている個人宛情報４１は、復号部２３により復号され、さらにこの中からメッ
セージ４２およびキー情報４３が抽出される。メッセージ４２は、表示部２４に供給され
表示される。表示されたメッセージから、視聴者は、例えば有料番組に対する支払いがま
だなされていないことなどを知る。
【００２６】
また、キー情報４３は処理部２８に供給され、例えば、ＲＡＭ５３に一旦格納される。
【００２７】
分離処理部２２で分離された一般向け番組情報は、処理部２８を介して、記憶部２９に供
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給される。そして記憶部２９は、供給された一般向け番組情報をデータとして格納するこ
とになる。
【００２８】
例えば、視聴者が所望の番組情報を検索するために、ＥＰＧの表示を入力部３１から入力
すると、入力された指令は、処理部２８に供給される。そして、処理部２８のＣＰＵ５１
は、入力された指令に対応して記憶部２９よりＥＰＧを読み出し、表示部２６に表示させ
る。視聴者はこの表示（ＥＰＧ）から所定の番組を探し出す。
【００２９】
ＥＰＧを参照した結果、所定の番組を視聴することを決定した場合、視聴者は入力部３１
より、その番組を選択することを意味する所定の入力を行うことになる。処理部２８のＣ
ＰＵ５１は所定の入力があったことを検知し、この番組を選択するための制御コマンドを
映像音声処理部２５に供給する。映像音声処理部２５は、この制御コマンドに基づき、指
定された番組の映像情報および音声情報を抽出し、それぞれ、表示部２６およびスピーカ
２７に供給する。これにより、番組の再生が開始されることになる。
【００３０】
なお、番組にスクランブル処理が施されている場合、ＣＰＵ５１は、ＲＡＭ５３に格納さ
れているキー情報４３を読み込み、これを、映像音声処理部２５に供給する。映像音声処
理部２５は、供給されたキー情報４３をもとにディスクランブル処理を行い、ディスクラ
ンブルされた映像および音声信号をそれぞれ表示部２６およびスピーカ２７に供給し、番
組が再生される。
【００３１】
このような番組選択支援装置を利用すると、ＥＰＧを表示させ、多数の番組の中から所望
の番組を検索したり、特定の番組の番組情報を表示させ、これを参考にして番組の選択を
行うことができる。
【００３２】
【発明が解決使用とする課題】
しかしながら、従来の装置においては、ＥＰＧは一般向け番組情報とされ、全ての視聴者
に対して同一のＥＰＧが伝送されるようになされているため、各視聴者が迅速かつ確実に
所望の番組を選択することが困難であるという課題があった。
【００３３】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、各視聴者が迅速かつ確実に、多
くの番組の中から所望の番組を選択できるようにするものである。
【００３４】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の番組選択支援装置は、特定の視聴者が対象とされた個人宛情報を含む情
報を受信し、その情報から個人宛情報を抽出する第１の抽出手段と、第１の抽出手段によ
って抽出された個人宛情報から、番組の選択を支援するために放送側が各視聴者毎に編集
した番組リストの表示用のデータと、番組リストの表示と番組の情報の取得を制御するた
めの処理手順が記述された制御用のデータを抽出する第２の抽出手段と、第２の抽出手段
によって抽出された制御用のデータに記述されている処理手順に基づき、表示用のデータ
に基づく番組リストの表示を制御する第１の制御手段と、第１の制御手段の制御により表
示された番組リストから、視聴者が選択した番組に関する情報の取得とその情報の表示を
、制御用のデータに記述されている処理手順に基づき制御する第２の制御手段とを備える
ことを特徴とする。
【００３５】
　前記第２の制御手段は、記憶している番組に関する情報を検索し、視聴者が選択した番
組に関する情報を取得するか、または、放送側に視聴者が選択した番組に関する情報の送
信を要求し、放送側から取得するようにすることができる。
【００３６】
　本発明の第１の番組支援方法は、特定の視聴者が対象とされた個人宛情報を含む情報を
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受信し、その情報から個人宛情報を抽出し、抽出された個人宛情報から、番組の選択を支
援するための放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用のデータと、番組リスト
の表示と番組の情報の取得を制御するための処理手順が記述された制御用のデータを抽出
し、抽出された制御用のデータに基づき、表示用のデータに基づく番組リストの表示を制
御し、表示された番組リストから、視聴者が選択した番組に関する情報の取得とその情報
の表示を、制御用のデータに記述されている処理手順に基づき制御することを特徴とする
。
【００３７】
　本発明の第２の番組選択支援装置は、特定の視聴者が対象とされた個人宛情報を含む情
報を受信し、その情報から個人宛情報を抽出する第１の抽出手段と、第１の抽出手段によ
って抽出された個人宛情報から、番組の選択を支援するために放送側が各視聴者毎に編集
した番組リストの表示用のデータと、番組リストの表示と番組の受信を制御するための処
理手順が記述された制御用のデータを抽出する第２の抽出手段と、第２の抽出手段によっ
て抽出された制御用のデータに基づき、表示用のデータに基づく番組リストの表示を制御
する第１の制御手段と、第１の制御手段の制御により表示された番組リストから、視聴者
が選択した番組の受信を、制御用のデータに記述されている処理手順に基づき制御する第
２の制御手段とを備えることを特徴とする。
【００３８】
　本発明の第２の番組選択支援方法は、特定の視聴者が対象とされた個人宛情報を含む情
報を受信し、その情報から個人宛情報を抽出し、第１の抽出手段によって抽出された個人
宛情報から、番組の選択を支援するために放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表
示用のデータと、番組リストの表示と番組の受信を制御するための処理手順が記述された
制御用のデータを抽出し、抽出された制御用のデータに基づき、表示用のデータに基づく
番組リストの表示を制御し、表示された番組リストから、視聴者が選択した番組の受信を
制御用のデータに記述されている処理手順に基づき制御することを特徴とする。
【００３９】
　本発明の放送受信装置は、情報を受信する受信手段と、受信手段により受信された情報
から個人宛情報を抽出する第１の抽出手段と、第１の抽出手段によって抽出された個人宛
情報から処理手順が記述された制御用のデータと、商品リストの表示用のデータを抽出す
る第２の抽出手段と、第２の抽出手段によって抽出された制御用のデータに記述されてい
る処理手順に基づき、表示用のデータに基づく商品リストの表示を制御する第１の制御手
段と、第１の制御手段により表示が制御された商品リストから、視聴者が選択した商品の
購入を意味するデータを放送側に送信する送信手段とを備えることを特徴とする。
【００４０】
　本発明の放送受信方法は、受信された情報から個人宛情報を抽出し、抽出された個人宛
情報から処理手順が記述された制御用のデータと、商品リストの表示用のデータを抽出し
、抽出された制御用のデータに記述されている処理手順に基づき、表示用のデータに基づ
く商品リストの表示を制御し、表示された商品リストから、視聴者が選択した商品の購入
を意味するデータを放送側に送信することを特徴とする。
【００４１】
　本発明の第１の番組選択支援装置においては、特定の視聴者が対象とされた個人宛情報
から、番組の選択を支援するために放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用の
データと、番組リストの表示と番組の情報の取得を制御するための処理手順が記述された
制御用のデータが抽出され、制御用のデータに記述されている処理手順に基づき、表示用
のデータに基づく番組リストが表示され、その番組リストから、視聴者が選択した番組に
関する情報の取得とその情報の表示が、制御用のデータに記述されている処理手順に基づ
き制御される。
【００４２】
　本発明の第１の番組選択支援方法においては、特定の視聴者が対象とされた個人宛情報
から、番組の選択を支援するために放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用の
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データと、番組リストの表示と番組の情報の取得を制御するための処理手順が記述された
制御用のデータが抽出され、制御用のデータに記述されている処理手順に基づき、表示用
のデータに基づく番組リストが表示され、その番組リストから、視聴者が選択した番組に
関する情報の取得とその情報の表示が、制御用のデータに記述されている処理手順に基づ
き制御される。
【００４３】
　本発明の第２の番組選択支援装置においては、特定の視聴者が対象とされた個人宛情報
から、番組の選択を支援するために放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用の
データと、番組リストの表示と番組の受信を制御するための処理手順が記述された制御用
のデータが抽出され、抽出された制御用のデータに基づき、表示用のデータに基づく番組
リストが表示され、表示された番組リストから、視聴者が選択した番組の受信が制御用の
データに記述されている処理手順に基づき制御される。
【００４４】
　本発明の第２の番組選択支援方法においては、特定の視聴者が対象とされた個人宛情報
から、番組の選択を支援するために放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用の
データと、番組リストの表示と番組の受信を制御するための処理手順が記述された制御用
のデータが抽出され、抽出された制御用のデータに基づき、表示用のデータに基づく番組
リストが表示され、表示された番組リストから、視聴者が選択した番組の受信が制御用の
データに記述されている処理手順に基づき制御される。
【００４５】
　本発明の放送受信装置においては、受信された個人宛情報から処理手順が記述された制
御用のデータと、商品リストの表示用のデータが抽出され、制御用のデータに記述されて
いる処理手順に基づき、表示用のデータに基づく商品リストが表示され、表示された商品
リストから、視聴者が選択した商品の購入を意味するデータが放送側に送信される。
【００４６】
　本発明の放送受信方法においては、受信された個人宛情報から処理手順が記述された制
御用のデータと、商品リストの表示用のデータが抽出され、制御用のデータに記述されて
いる処理手順に基づき、表示用のデータに基づく商品リストが表示され、表示された商品
リストから、視聴者が選択した商品の購入を意味するデータが放送側に送信される。
【００５３】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明に関する放送送信装置の一実施例の構成を表すブロック図である。また、
図２は、本発明に関する受信側の番組選択支援装置（受信装置）の一実施例の構成を表す
ブロック図である。なお、これらの図において、図１５および図１６のブロック図と同一
の部分には同一の符号が付してあり、適宜説明を省略する。
【００５４】
図１のブロック図には、拡張情報発生部１０１および拡張情報付加部１０２（付加手段）
が新たに付加されている。拡張情報は、後述するように、表示用データと制御用データか
ら構成される情報である。拡張情報付加部１０２は、個人宛情報発生部３が発生した個人
宛情報４１に、拡張情報発生部１０１が発生した拡張情報を付加するようになされている
。なお、その他の構成は、図１５における場合と同様である。
【００５５】
図２のブロック図には、拡張情報抽出部２０１（第２の抽出手段）が新たに付加されてい
る。この拡張情報抽出部２０１は、復号部２３で抽出されたメッセージ４２から拡張情報
を抽出し、処理部２８に供給するようになされている。また、図１６における記憶部２９
に代えて、番組情報データベース部２０２が設けられている。この番組情報データベース
部２０２は、ＥＰＧを記憶する他、所定のＥＰＧを検索するなどの機能を有している。そ
の他の構成は、図１６における場合と同様である。
【００５６】
図３は、この拡張情報、キー情報４３、メッセージ４２、および個人宛情報４１の関係を
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示す図である。新たに付加された拡張情報４４は、メッセージ４２に包含されており、ま
た、このメッセージ４２は、従来と同様、キー情報４３とは独立に個人宛情報４１に包含
されている。
【００５７】
図４は、この拡張情報４４のデータ構造を示す図である。拡張情報４４は、表示用データ
６１と、制御用データ６２とから構成されている。表示用データ６１は、画面表示に用い
られるもので、例えば、文字や図形などのデータなどからなる。また、制御用データ６２
は、受信側の処理部２８（実行手段）のＣＰＵ５１に所定の処理を行わせるための処理コ
マンド（プログラム）である。ＣＰＵ５１は、この処理コマンドに基づいて、番組情報の
検索や、視聴する番組の選択などの処理を行う。
【００５８】
つぎに、図１のブロックの動作について説明する。拡張情報付加部１０２において、拡張
情報発生部１０１が発生した拡張情報４４は、個人宛情報発生部３が発生した個人宛情報
４１に付加される。拡張情報４４を付加された個人宛情報４１は、暗号化部４に供給され
る。その他の動作は、図１５における場合と同様である。
【００５９】
図５は、図２に示す装置において、受信した情報から拡張情報４４を抽出する一連の処理
を説明するフローチャートである。チューナ部２１（受信手段）は、入力部３１からの指
令に対応して、所定の放送帯域の信号を受信、復調し、分離処理部２２に出力する。分離
処理部２２（第１の抽出手段）は、チューナ部２１より供給される受信情報から、個人宛
情報４１を分離し（ステップＳ１１）、これを復号部２３に供給する。復号部２３は、暗
号化されている個人宛情報４１を復号した後、メッセージ４２およびキー情報４３を抽出
する（ステップＳ１２）。そして、メッセージ４２は拡張情報抽出部２０１へ、キー情報
４３は処理部２８へ、それぞれ供給される。拡張情報抽出部２０１は、メッセージ４２か
ら拡張情報４４を抽出し（ステップＳ１３）、これを処理部２８に供給する。また、拡張
情報４４を抽出した後のメッセージ４２は、表示部２４に供給され、各個人宛のメッセー
ジとして表示される。
【００６０】
図６は、処理部２８のＣＰＵ５１が、拡張情報抽出部２０１により抽出された拡張情報４
４に含まれる制御用データ６２を実行する処理（メイン処理）を説明するフローチャート
である。
【００６１】
このメイン処理において、まず、処理部２８のＣＰＵ５１は、放送側から送られてきた拡
張情報４４の実行を要求する入力が入力部３１より行われたか否かを判定する（ステップ
Ｓ３１）。入力が行われていない（ＮＯ）と判定すると、処理を終了する（エンド）。入
力が行われた（ＹＥＳ）と判定した場合、ＣＰＵ５１は、拡張情報抽出部２０１から供給
される拡張情報４４から、表示用データ６１と制御用データ６２を抽出し（ステップＳ３
２）、これらを別々にＲＡＭ５３へ格納する（ステップＳ３３）。そして、ＣＰＵ５１は
、ＲＡＭ５３に格納されている制御用データ６２を逐次読み込み、この制御用データ（プ
ログラム）６２に記述されている処理を実行することになる（ステップＳ３４）。そして
、この制御用データ６２の処理が完了すると、メイン処理を終了する（エンド）。
【００６２】
なお、この拡張情報４４を受信したことを視聴者に示すためには、例えば、所定の表示（
“メッセージ着信”など）を表示部２６に行うようにすればよい。また、この実施例では
、視聴者が入力部３１より所定の入力を行った場合に、拡張情報４４から表示用データ６
１と制御用データ６２を抽出し、これらを分離処理した後、ＲＡＭ５３に格納するように
したが、拡張情報４４を受信した時点で、これらの処理を自動的に行うようにしてもよい
。
【００６３】
つぎに、図６に示すメイン処理のステップＳ３４で実行される処理を、具体例をあげて説
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明する。
【００６４】
拡張情報４４により実現される処理、すなわち、図６のステップＳ３４において実行され
る処理は、例えば、
（ア）各視聴者毎に放送側で編集された番組リスト（推薦番組リストなど）を表示し、こ
のリスト上で指定された番組の番組情報を表示する処理
（イ）各視聴者毎に放送側で編集された番組選択リストを表示し、このリスト上で指定さ
れた番組を受信する処理
（ウ）各視聴者毎に放送側で編集された商品リストを表示し、このリスト上で指定された
商品の購入契約をする処理
などである。
【００６５】
以下に、以上（ア）乃至（ウ）の処理をフローチャートを用いて具体的に説明する。
【００６６】
図７は、前述した（ア）の処理を実現するフローチャートである。この処理では、放送側
が各視聴者毎に編集し、表示用データ６１に付加して送ってきた番組リストが表示部２６
に表示される。そして、この番組リスト上の所望の番組を視聴者が指定することにより、
この番組の番組情報が番組情報データベース部２０２の記憶データより検索され、表示さ
れる。
【００６７】
図７のフローチャートにおいて、まず、処理部２８のＣＰＵ５１は、メイン処理のステッ
プＳ３３の処理の結果ＲＡＭ５３に格納されている表示用データ６１を読み込む（ステッ
プＳ５１）。そして、ＲＡＭ５３に同様に格納されている制御用データ６２に記述される
処理手順に基づき、番組リスト（推薦番組リスト）を表示部２６に表示する（ステップＳ
５２）。
【００６８】
図８は、ステップＳ５２の処理の結果、表示部２６に表示される番組リストの表示例を示
している。この表示例では、４つの番組（「クロイツェル」、「ウォーゲーム」、「シュ
ニトケ」、「ナズダック」）が番組リストとして表示されている。
【００６９】
この番組リストは、各視聴者の過去の受信履歴、視聴者から指定されたジャンルなどに基
づいて、放送局側で各視聴者毎に作成したものである。従って、その視聴者が殆ど興味を
持っていない番組は、そのリストの中には初めから記載されていないので、有意義な情報
のみが視聴者に提供される。
【００７０】
ＣＰＵ５１は、表示されている番組リストの特定の番組を指定する入力（例えば、テンキ
ーによる番組に付加されている番号の入力）が入力部３１からなされたか否かを判定する
（ステップＳ５３）。入力がなされていない（ＮＯ）と判定すると、入力がなされるまで
同様の処理を繰り返す。また、入力がなされた（ＹＥＳ）と判定すると、番組情報データ
ベース部２０２に所定の処理コマンドを送り、指定された番組の番組情報を検索させる（
ステップＳ５４）。そして、ＣＰＵ５１は、検索の結果取得された番組情報を読み込み、
表示部２６に表示させ（ステップＳ５５）、処理を終了しメイン処理のステップＳ３４へ
復帰する（リターン）。
【００７１】
図９は、図８に示す推薦番組リストの“１ クロイツェル”を視聴者が選択した場合に表
示される番組情報の一例を示している。この例では、“原作”、“主演”、“監督”、“
時間”、“視聴料”、“あら筋”などの情報が表示されている。
【００７２】
つぎに、前述した（イ）の処理について説明する。この処理では、放送側が各視聴者毎に
編集した番組選択リストを表示し、このリスト上の所望の番組を視聴者が選択することに
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より、番組の受信が開始される。
【００７３】
図１０は、前述の（イ）の処理を実現するためのフローチャートである。このフローチャ
ートにおいて、まず、処理部２８のＣＰＵ５１は、メイン処理のステップＳ３３の処理の
結果、ＲＡＭ５３に格納されている表示用データ６１を読み込む（ステップＳ７１）。そ
して、ＲＡＭ５３に同様に格納されている制御用データ６２に記述される処理手順に基づ
き、番組選択リストを表示部２６に表示する（ステップＳ７２）。
【００７４】
この処理の結果、表示部２６に、図８に示すような番組選択リスト（推薦番組リスト）が
表示される。このリストには、前述のように、４つの番組が推薦番組として表示されてい
る。なお、この実施例では、図７のステップＳ５２における番組リストと同様の表示形式
を用いているが、これとは異なる表示形式を用いてこれらを区別してもよい。
【００７５】
つぎに、ＣＰＵ５１は、番組選択リスト上に列挙されている番組のうち、特定の番組を指
定する入力が入力部３１よりなされたか否かを判定する（ステップＳ７３）。入力がなさ
れていない（ＮＯ）と判定すると、入力がなされるまで同様の処理を繰り返す。また、入
力がなされた（ＹＥＳ）と判定すると、指定された番組を選択する処理コマンドを映像音
声処理部２５に供給する。すると、番組の受信が開始され（ステップＳ７４）、メイン処
理のステップＳ３４へ復帰する（リターン）。
【００７６】
いま、図８の推薦番組リストから“１ クロイツェル”を視聴者が選択したとすると、こ
の番組を選択するための制御コマンドが映像音声処理部２５に供給され、番組の受信が開
始される。
【００７７】
最後に、前述した（ウ）の処理について説明する。この処理では、放送側が各視聴者毎に
編集した商品リストを表示する。そして、このリストの中から所望の商品を選択すること
により、商品購入の契約がなされる。
【００７８】
図１１は、この（ウ）の処理を実現するためのフローチャートである。このフローチャー
トにおいて、まず、処理部２８のＣＰＵ５１は、メイン処理のステップＳ３３の処理の結
果、ＲＡＭ５３に格納されている表示用データ６１を読み込む（ステップＳ９１）。そし
て、ＲＡＭ５３に同様に格納されている制御用データ６２に記述される処理手順に基づき
、商品リストを表示部２６に表示する（ステップＳ９２）。
【００７９】
図１２は、ステップＳ９２の処理の結果、表示部２６に表示される商品リストの表示例を
示している。この表示例では、５つの商品（「ネックレス」、「ブレスレット」、「ペン
ダント」、「リング」、「イヤリング」）が、その価格および画像（但し、図１２におい
ては、画像の図示は省略されている）と共に表示されている。
【００８０】
つぎに、ＣＰＵ５１は、表示されている商品のうち、特定の商品を指定する入力が入力部
３１よりなされたか否かを判定する（ステップＳ９３）。入力がなされていない（ＮＯ）
と判定すると、入力が生じるまで同様の処理を繰り返す。また、入力がなされた（ＹＥＳ
）と判定すると、指定された商品の購入を意味するデータをモデム部３２に供給する。モ
デム部３２は、このデータに変調処理を施した後、電話回線を介して放送側へ送信し（ス
テップＳ９４）、メイン処理のステップＳ３４へ復帰する（リターン）。
【００８１】
いま、図１２に示す商品リストから“１ ネックレス”を視聴者が選択したとすると、Ｃ
ＰＵ５１は、この商品を購入することを意味するデータをモデム部３２に供給する。モデ
ム部３２は、このデータを電話回線を介して放送側へ送り、放送側は、図１のモデム部２
によりこのデータを受信する。そして、このデータは、処理部１（作成手段）に供給され
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、データベース部１０の所定の領域に格納される。データベース部１０の所定の領域に格
納されている情報は処理部１により定期的に読み出され、購入契約がなされた商品は所定
の視聴者に送付されることになる。
【００８２】
以上の実施例では、図３に示すように拡張情報４４がメッセージ４２に包含されるデータ
構造とした。しかしながら、図１３に示すように、拡張情報４４をメッセージ４２とは独
立に個人宛情報４１に格納するデータ構造としてもよい。また、その他にも種々の変形例
が存在することはいうまでもない。
【００８３】
また、図７に示す番組リスト表示処理では、番組情報データーベース部２０２から番組情
報を検索するようにしたが、これを放送側のデータベース部１０から検索するようにして
もよい。図１４にこの場合の処理を説明するフローチャートを示す。なお、この処理は、
他の処理と同様に図６に示すメイン処理の一部として実行されるものである。
【００８４】
このフローチャートにおいて、まず、受信側の処理部２８のＣＰＵ５１は、メイン処理の
ステップＳ３３の処理の結果、ＲＡＭ５３に格納されている表示用データ６１を読み込む
（ステップＳ１１１）。そして、ＲＡＭ５３に同様に格納されている制御用データ６２に
記述される処理手順に基づき、番組リストを表示部２６に表示する（ステップＳ１１２）
。
【００８５】
つぎに、ＣＰＵ５１は、番組リストに表示される番組の内、特定の番組を指定する入力が
入力部３１からなされたか否かを判定する（ステップＳ１１３）。入力がなされていない
（ＮＯ）と判定すると、入力がなされるまで同様の処理を繰り返す。また、入力がなされ
た（ＹＥＳ）と判定すると、モデム部３２に所定の処理コマンドを送る。モデム部３２は
、指定された番組の番組情報を送信するように電話回線を介して放送側へ要求を行う（ス
テップＳ１１４）。
【００８６】
この要求の結果、図１に示す放送側のモデム部２は、視聴者側から送信された情報を受信
し、処理部１へ供給する。処理部１のＣＰＵ１ａは、この要求された番組情報をデータベ
ース部１０より検索する。そして、検索の結果得られた番組情報を拡張情報部発生部１０
１に供給し、この番組情報を視聴者側の表示部２６に表示するための拡張情報４４を発生
させる。つづいて、この拡張情報４４は拡張情報付加部１０２において個人宛情報４１に
付加された後、暗号化部４において暗号化処理が施され、合成部５、合成部７を経て、送
信部９（送信手段）より要求を行った視聴者に対して送信される。
【００８７】
受信側では、放送側から送られてきた情報に対して図５に示す処理を施し、拡張情報４４
を抽出する。処理部２８のＣＰＵ５１は、この拡張情報４４を取得し（ステップＳ１１５
）、この拡張情報４４から表示用データ６１を抽出する。つづいて、ＣＰＵ５１は、この
表示用データ６１を表示部２６に供給し、表示させる（ステップＳ１１６）。そして、メ
イン処理のステップＳ３４へ復帰する（リターン）。
【００８８】
以上の処理によれば、番組情報データベース部２０２に格納されていない番組情報や商品
情報も表示することができる。
【００８９】
最後に、本実施例では、制御用データ６２にプログラムを付加し、このプログラムに基づ
き処理を行うようにした。しかしながら、例えばＲＯＭ５２に複数のプログラムを予め登
録しておき、これら複数のプログラムのいずれかを選択するデータを制御用データ６２に
付加し、この選択用データに基づいてＲＯＭ５２に登録される処理を実行させるようにし
てもよい。この場合、放送側から送信する情報の量を削減することができる。なお、本明
細書において、制御用のデータは、プログラム自体、あるいは、受信側に予め用意された
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プログラムを指定するためのデータの双方を意味している。
【００９０】
【発明の効果】
　以上のように本発明の第１の番組選択支援装置および方法によれば、特定の視聴者が対
象とされた個人宛情報を含む情報を受信し、その情報から個人宛情報を抽出し、抽出され
た個人宛情報から、番組の選択を支援するための放送側が各視聴者毎に編集した番組リス
トの表示用のデータと、その番組リストの表示と番組の情報の取得を制御するための処理
手順が記述された制御用のデータを抽出し、抽出された制御用のデータに基づき、表示用
のデータに基づく番組リストの表示を制御し、選択された番組の情報を取得し、表示する
ようにしたので、秘密性を確保しつつ、放送側から送られてきた情報により、各視聴者毎
に、所望の番組を迅速かつ確実に選択させることができる。
【００９１】
　本発明の第２の番組選択支援装置および方法によれば、特定の視聴者が対象とされた個
人宛情報を含む情報を受信し、その情報から個人宛情報を抽出し、抽出された個人宛情報
から、番組の選択を支援するための放送側が各視聴者毎に編集した番組リストの表示用の
データと、その番組リストの表示と番組の受信を制御するための処理手順が記述された制
御用のデータを抽出し、抽出された制御用のデータに基づき、表示用のデータに基づく番
組リストの表示を制御し、選択された番組を受信するようにしたので、放送側から送られ
てきた情報により、各視聴者毎に、所望の番組を迅速かつ確実に選択させることができる
。
【００９２】
　本発明の放送受信装置および方法によれば、情報を受信し、受信された情報から個人宛
情報を抽出し、抽出された個人宛情報から処理手順が記述された制御用のデータと、商品
リストの表示用のデータを抽出し、抽出された制御用のデータに記述されている処理手順
に基づき表示用のデータに基づく表示を制御し、選択された商品のデータを放送側に送信
するようにしたので、秘密性を確保しつつ、放送側から送られてきた情報を受信し、これ
を用いることにより、各視聴者毎に商品の選択をより円滑に行わせることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に関する放送送信装置の一実施例の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明に関する放送受信装置の一実施例の構成を示すブロック図である。
【図３】本発明に関する個人宛情報のデータ構造を説明する図である。
【図４】本発明に関する拡張情報のデータ構造を説明する図である。
【図５】図２の実施例において拡張情報が抽出される処理を説明するフローチャートであ
る。
【図６】図２の実施例が拡張情報を実行する際に処理部が行うメイン処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図７】図６のメイン処理において番組リストを表示する場合の処理を説明するフローチ
ャートである。
【図８】図７の処理の結果表示される番組リストの表示例を示す図である。
【図９】図７の処理の結果表示される番組情報の表示例を示す図である。
【図１０】図６のメイン処理において番組選択リストを表示する場合の処理を説明するフ
ローチャートである。
【図１１】図６のメイン処理において商品リストを表示する場合の処理を説明するフロー
チャートである。
【図１２】図１１の処理の結果表示される商品リストの表示例を示す図である。
【図１３】本発明に関する個人宛情報のデータ構造の他の構成例を示す図である。
【図１４】図６のメイン処理において番組リストを表示し、指定された番組情報を放送側
から取得する場合の処理を説明するフローチャートである。
【図１５】従来の放送送信装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図１６】従来の放送受信装置の構成の一例を示すブロック図である。
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【図１７】従来の個人宛情報のデータ構造の一例を説明する図である。
【図１８】図１６の処理部の構成の詳細を示すブロック図である。
【符号の説明】
１　処理部（作成手段）
２　モデム部
３　個人宛情報発生部
４　暗号化部
５　合成部
６　一般向け番組情報発生部
７　合成部
８　映像音声情報発生部
９　送信部（送信手段）
２１　チューナ部（受信手段）
２２　分離処理部（第１の抽出手段）
２３　復号部
２４　表示部
２５　映像音声処理部
２６　表示部
２７　スピーカ
２８　処理部（実行手段、第２の抽出手段）
２９　記憶部
３１　入力部
３２　モデム部
４１　個人宛情報
４２　メッセージ
４３　キー情報
４４　拡張情報
５１　ＣＰＵ
５２　ＲＯＭ
５３　ＲＡＭ
５４　ＩＦ
６１　表示用データ
６２　制御用データ
１０１　拡張情報発生部
１０２　拡張情報付加部（付加手段）
２０１　拡張情報抽出部（第２の抽出手段）
２０２　番組情報データベース部
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