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(57)【要約】
【課題】放送信号に含まれるコンテンツのうち放送対象
コンテンツとは異なるコンテンツが選択的に記憶される
ようにする。
【解決手段】放送信号受信部３２が、選択されるチャン
ネルの放送信号を受信する。表示制御部３４が、放送信
号受信部３２が受信する放送信号に含まれる放送対象コ
ンテンツが表示部に表示されるよう制御する。記憶対象
コンテンツ出力部３６が、放送信号受信部３２が受信す
る放送信号に、記憶対象であると特定されるコンテンツ
である記憶対象コンテンツが含まれる場合に、当該記憶
対象コンテンツを記憶部に出力する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　選択されるチャンネルの放送信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信する放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示手段に表示され
るよう制御する表示制御手段と、
　前記受信手段が受信する放送信号に、前記放送対象コンテンツとは異なるコンテンツで
あり、記憶対象であると特定されるコンテンツである記憶対象コンテンツが含まれる場合
に、当該記憶対象コンテンツを記憶手段に出力する記憶対象コンテンツ出力手段と、
　を含むことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記受信手段は、放送局から送信される放送信号を受信し、
　前記放送局は、前記放送対象コンテンツと、当該放送対象コンテンツに関連する前記記
憶対象コンテンツと、が含まれる放送信号を送信し、
　前記放送局は、前記放送対象コンテンツの放送時間中に、当該放送対象コンテンツに関
連する前記記憶対象コンテンツを複数回繰り返し送信する、
　ことを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記記憶対象コンテンツの一部が記憶手段に出力された後に、受信の対象となる放送信
号のチャンネルが変更された場合は、前記記憶対象コンテンツ出力手段は、前記記憶対象
コンテンツの一部が含まれる放送信号のチャンネルが受信の対象となる放送信号のチャン
ネルとして再度選択された際に、当該記憶対象コンテンツの残りを記憶手段に出力する、
　ことを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記記憶対象コンテンツ出力手段は、前記放送信号の受信の際に当該放送信号に含まれ
る放送対象コンテンツが表示されない場合は、当該放送信号に含まれる記憶対象コンテン
ツが記憶手段に保存されないよう制御する、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記記憶対象コンテンツ出力手段は、前記放送信号に含まれる放送対象コンテンツが記
憶手段に保存される場合は、当該放送信号に含まれる記憶対象コンテンツが記憶手段に保
存されないよう制御する、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記受信手段は、選択される複数のチャンネルの放送信号を受信し、
　前記表示制御手段は、前記複数のチャンネルのうちのいずれかの放送信号に含まれる放
送対象コンテンツが表示手段に表示されるよう制御し、
　前記記憶対象コンテンツ出力手段は、前記表示制御手段により表示されるよう制御され
る放送対象コンテンツが含まれる放送信号のチャンネルとは異なるチャンネルの放送信号
に含まれる前記記憶対象コンテンツを記憶手段に出力する、
　ことを特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記受信手段が受信する放送信号に含まれる記憶対象コンテンツは暗号化されており、
　前記記憶対象コンテンツの復号鍵で前記記憶対象コンテンツを復号化する復号化手段、
をさらに含む、
　ことを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　ネットワークを介して接続された復号鍵提供装置に、前記記憶対象コンテンツの復号鍵
の送信要求を出力する復号鍵送信要求出力手段と、
　前記復号鍵の提供の要求に応じて前記復号鍵提供装置から送信される復号鍵を受信する
復号鍵受信手段と、をさらに含み、
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　前記復号化手段は、受信する復号鍵で前記記憶対象コンテンツを復号化する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記記憶対象コンテンツの復号鍵が記憶された情報記憶媒体から、前記復号鍵を読み出
す復号鍵読み出し手段、をさらに含み、
　前記復号化手段は、読み出される復号鍵で前記記憶対象コンテンツを復号化する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記記憶対象コンテンツが含まれる放送信号に含まれるデータに基づいて、前記記憶対
象コンテンツの復号鍵を生成する復号鍵生成装置と接続可能であり、
　前記復号化手段は、前記復号鍵生成装置が生成する復号鍵を取得して、当該取得する復
号鍵で前記記憶対象コンテンツを復号化する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　放送局と受信装置とを含む情報処理システムであって、
　前記放送局は、
　放送信号を送信する送信手段、を含み、
　前記受信装置は、
　前記放送局から送信される放送信号の少なくとも一部である、選択されるチャンネルの
放送信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段が受信する放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示手段に表示され
るよう制御する表示制御手段と、
　前記受信手段が受信する放送信号に、前記放送対象コンテンツとは異なるコンテンツで
あり、記憶対象であると特定されるコンテンツである記憶対象コンテンツが含まれる場合
に、当該記憶対象コンテンツを記憶手段に出力する記憶対象コンテンツ出力手段と、
　を含むことを特徴とする情報処理システム。
【請求項１２】
　選択されるチャンネルの放送信号を受信する受信ステップと、
　前記受信ステップで受信する放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示手段に表示
されるよう制御する表示制御ステップと、
　前記受信ステップで受信する放送信号に、前記放送対象コンテンツとは異なるコンテン
ツであり、記憶対象であると特定されるコンテンツである記憶対象コンテンツが含まれる
場合に、当該記憶対象コンテンツを記憶手段に出力する記憶対象コンテンツ出力ステップ
と、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項１３】
　ユーザが利用する情報処理装置への記憶対象となる記憶対象コンテンツが、当該記憶対
象コンテンツに関連するコンテンツである、放送事業者によって制作される放送対象コン
テンツであるテレビ番組とともにユーザに提供されるよう、放送されるテレビ番組を編成
する工程と、
　編成されたテレビ番組の放送信号を伝送する工程と、を含み、
　前記放送対象コンテンツであるテレビ番組の放送時間中に前記記憶対象コンテンツが複
数回伝送される、
　ことを特徴とするテレビ番組放送方法。
【請求項１４】
　選択されるチャンネルの放送信号を受信する受信手段、
　前記受信手段が受信する放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示手段に表示され
るよう制御する表示制御手段、
　前記受信手段が受信する放送信号に、前記放送対象コンテンツとは異なるコンテンツで
あり、記憶対象であると特定されるコンテンツである記憶対象コンテンツが含まれる場合
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に、当該記憶対象コンテンツを記憶手段に出力する記憶対象コンテンツ出力手段、
　としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　選択されるチャンネルの放送信号を受信する受信手段、
　前記受信手段が受信する放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示手段に表示され
るよう制御する表示制御手段、
　前記受信手段が受信する放送信号に、前記放送対象コンテンツとは異なるコンテンツで
あり、記憶対象であると特定されるコンテンツである記憶対象コンテンツが含まれる場合
に、当該記憶対象コンテンツを記憶手段に出力する記憶対象コンテンツ出力手段、
　としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラムを記憶したコンピュータ
読み取り可能な情報記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理システム、情報処理方法、テレビ番組放送方法、プ
ログラム及び情報記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　放送の対象となる動画像や音声のデータ（以下、放送対象コンテンツと呼ぶ。）と、ニ
ュース、天気予報、テレビ番組案内などを表す、静止画や文字列などのデータと、の両方
が含まれる放送信号を伝送するデータ放送に関する技術が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来技術では、例えば、放送対象コンテンツと、当該コンテンツとは異なるコンテンツ
（例えば、ゲーム、映画、音楽など）と、の両方が含まれる放送信号が伝送されても、放
送対象コンテンツとは異なるコンテンツが選択的に記憶されるようにすることができなか
った。
【０００４】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであって、その目的の１つは、放送信号に含ま
れるコンテンツのうち放送対象コンテンツとは異なるコンテンツが選択的に記憶されるよ
うにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明に係る情報処理装置は、選択されるチャンネルの放
送信号を受信する受信手段と、前記受信手段が受信する放送信号に含まれる放送対象コン
テンツが表示手段に表示されるよう制御する表示制御手段と、前記受信手段が受信する放
送信号に、前記放送対象コンテンツとは異なるコンテンツであり、記憶対象であると特定
されるコンテンツである記憶対象コンテンツが含まれる場合に、当該記憶対象コンテンツ
を記憶手段に出力する記憶対象コンテンツ出力手段と、を含むことを特徴とする。
【０００６】
　また、本発明に係る情報処理システムは、放送局と受信装置とを含む情報処理システム
であって、前記放送局は、放送信号を送信する送信手段、を含み、前記受信装置は、前記
放送局から送信される放送信号の少なくとも一部である、選択されるチャンネルの放送信
号を受信する受信手段と、前記受信手段が受信する放送信号に含まれる放送対象コンテン
ツが表示手段に表示されるよう制御する表示制御手段と、前記受信手段が受信する放送信
号に、前記放送対象コンテンツとは異なるコンテンツであり、記憶対象であると特定され
るコンテンツである記憶対象コンテンツが含まれる場合に、当該記憶対象コンテンツを記
憶手段に出力する記憶対象コンテンツ出力手段と、を含むことを特徴とする。
【０００７】
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　また、本発明に係る情報処理方法は、選択されるチャンネルの放送信号を受信する受信
ステップと、前記受信ステップで受信する放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示
手段に表示されるよう制御する表示制御ステップと、前記受信ステップで受信する放送信
号に、前記放送対象コンテンツとは異なるコンテンツであり、記憶対象であると特定され
るコンテンツである記憶対象コンテンツが含まれる場合に、当該記憶対象コンテンツを記
憶手段に出力する記憶対象コンテンツ出力ステップと、を含むことを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係るテレビ番組放送方法は、ユーザが利用する情報処理装置への記憶対
象となる記憶対象コンテンツが、当該記憶対象コンテンツに関連するコンテンツである、
放送事業者によって制作される放送対象コンテンツであるテレビ番組とともにユーザに提
供されるよう、放送されるテレビ番組を編成する工程と、編成されたテレビ番組の放送信
号を伝送する工程と、を含み、前記放送対象コンテンツであるテレビ番組の放送時間中に
前記記憶対象コンテンツが複数回伝送される、ことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係るプログラムは、選択されるチャンネルの放送信号を受信する受信手
段、前記受信手段が受信する放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示手段に表示さ
れるよう制御する表示制御手段、前記受信手段が受信する放送信号に、前記放送対象コン
テンツとは異なるコンテンツであり、記憶対象であると特定されるコンテンツである記憶
対象コンテンツが含まれる場合に、当該記憶対象コンテンツを記憶手段に出力する記憶対
象コンテンツ出力手段、としてコンピュータを機能させることを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明に係る情報記憶媒体は、選択されるチャンネルの放送信号を受信する受信
手段、前記受信手段が受信する放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示手段に表示
されるよう制御する表示制御手段、前記受信手段が受信する放送信号に、前記放送対象コ
ンテンツとは異なるコンテンツであり、記憶対象であると特定されるコンテンツである記
憶対象コンテンツが含まれる場合に、当該記憶対象コンテンツを記憶手段に出力する記憶
対象コンテンツ出力手段、としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム
を記憶したコンピュータ読み取り可能な情報記憶媒体である。
【００１１】
　本発明によれば、放送対象コンテンツとは異なるコンテンツであり、記憶対象であると
特定されるコンテンツである記憶対象コンテンツが記憶手段に出力されるので、放送信号
に含まれるコンテンツのうち放送対象コンテンツとは異なるコンテンツが選択的に記憶さ
れることとなる。
【００１２】
　本発明の一態様では、前記受信手段は、放送局から送信される放送信号を受信し、前記
放送局は、前記放送対象コンテンツと、当該放送対象コンテンツに関連する前記記憶対象
コンテンツと、が含まれる放送信号を送信し、前記放送局は、前記放送対象コンテンツの
放送時間中に、当該放送対象コンテンツに関連する前記記憶対象コンテンツを複数回繰り
返し送信することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明の一態様では、前記記憶対象コンテンツの一部が記憶手段に出力された後
に、受信の対象となる放送信号のチャンネルが変更された場合は、前記記憶対象コンテン
ツ出力手段は、前記記憶対象コンテンツの一部が含まれる放送信号のチャンネルが受信の
対象となる放送信号のチャンネルとして再度選択された際に、当該記憶対象コンテンツの
残りを記憶手段に出力することを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明の一態様では、前記記憶対象コンテンツ出力手段は、前記放送信号の受信
の際に当該放送信号に含まれる放送対象コンテンツが表示されない場合は、当該放送信号
に含まれる記憶対象コンテンツが記憶手段に保存されないよう制御することを特徴とする
。
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【００１５】
　また、本発明の一態様では、前記記憶対象コンテンツ出力手段は、前記放送信号に含ま
れる放送対象コンテンツが記憶手段に保存される場合は、当該放送信号に含まれる記憶対
象コンテンツが記憶手段に保存されないよう制御することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の一態様では、前記受信手段は、選択される複数のチャンネルの放送信号
を受信し、前記表示制御手段は、前記複数のチャンネルのうちのいずれかの放送信号に含
まれる放送対象コンテンツが表示手段に表示されるよう制御し、前記記憶対象コンテンツ
出力手段は、前記表示制御手段により表示されるよう制御される放送対象コンテンツが含
まれる放送信号のチャンネルとは異なるチャンネルの放送信号に含まれる前記記憶対象コ
ンテンツを記憶手段に出力することを特徴とする。
【００１７】
　また、本発明の一態様では、前記受信手段が受信する放送信号に含まれる記憶対象コン
テンツは暗号化されており、前記記憶対象コンテンツの復号鍵で前記記憶対象コンテンツ
を復号化する復号化手段、をさらに含むことを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の一態様では、ネットワークを介して接続された復号鍵提供装置に、前記
記憶対象コンテンツの復号鍵の送信要求を出力する復号鍵送信要求出力手段と、前記復号
鍵の提供の要求に応じて前記復号鍵提供装置から送信される復号鍵を受信する復号鍵受信
手段と、をさらに含み、前記復号化手段は、受信する復号鍵で前記記憶対象コンテンツを
復号化することを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の一態様では、前記記憶対象コンテンツの復号鍵が記憶された情報記憶媒
体から、前記復号鍵を読み出す復号鍵読み出し手段、をさらに含み、前記復号化手段は、
読み出される復号鍵で前記記憶対象コンテンツを復号化することを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の一態様では、記記憶対象コンテンツが含まれる放送信号に含まれるデー
タに基づいて、前記記憶対象コンテンツの復号鍵を生成する復号鍵生成装置と接続可能で
あり、前記復号化手段は、前記復号鍵生成装置が生成する復号鍵を取得して、当該取得す
る復号鍵で前記記憶対象コンテンツを復号化することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の一実施形態に係る放送システムの全体構成の一例を示す図である。
【図２】放送対象コンテンツの伝送時間と記憶対象コンテンツの伝送時間との関係の一例
を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る情報処理装置で実現される機能の一例を示す機能ブロ
ック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る情報処理装置の動作の一例を示す図である。
【図５】電子番組表の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態について図面に基づき詳細に説明する。
【００２３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る放送システム１０の全体構成の一例を示す図である
。図１に示すように、本実施形態に係る放送システム１０には、複数の情報処理装置１２
（１２－１～１２－ｍ）、複数の放送局１４（１４－１～１４－ｎ）、管理装置１６、が
含まれている。本実施形態に係る情報処理装置１２は、放送ネットワーク１８（有線、無
線を問わない。）を介して放送局１４と接続されており、通信ネットワーク２０（有線、
無線を問わない。）を介して管理装置１６と接続されている。そして、本実施形態に係る
情報処理装置１２は、放送局１４から送信される放送信号を受信する。また、情報処理装
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置１２と管理装置１６とは互いに通信可能になっている。
【００２４】
　情報処理装置１２は、例えば、情報処理装置１２にインストールされるプログラムに従
って動作するＣＰＵ等のプログラム制御デバイスである制御部、ＲＯＭやＲＡＭ等の記憶
素子やハードディスクドライブなどである記憶部、ネットワークボードなどの通信インタ
フェースである通信部、アンテナ、テレビ放送チューナ、放送信号のデコーダなどから構
成され、放送ネットワーク１８を介して放送局１４から放送信号を受け付ける放送受信部
、リモートコントローラ等の操作部、液晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイ等の表示
部、などを含んでいる。これらの要素は、バスを介して接続される。本実施形態に係る情
報処理装置１２では、放送受信部が、複数のテレビ放送チューナを備えており、複数のチ
ャンネルの放送信号を受信可能となっている。また、情報処理装置１２の記憶部には、情
報処理装置１２の制御部によって実行されるプログラムが記憶される。また、情報処理装
置１２の記憶部は、情報処理装置１２のワークメモリとしても動作する。なお、本実施形
態では、１つの情報処理装置１２が、例えば、一家族に属する１又は複数のユーザによっ
て利用されることが想定される。
【００２５】
　放送局１４は、本実施形態では、放送の対象となるコンテンツ（放送対象コンテンツＢ
Ｃ）、及び、情報処理装置１２への記憶の対象となるコンテンツ（記憶対象コンテンツＳ
Ｃ）の少なくとも一方を含む放送信号を出力する。このように、本実施形態に係る放送局
１４は、放送信号を送信する送信手段を含んでいる。例えば、放送局１４は、ＩＳＤＢ－
Ｔ方式による放送信号の伝送を行う場合には、１つのチャンネルを構成する１３セグメン
トのうちの一部を放送対象コンテンツＢＣの伝送に用い、残りのセグメントのうちの少な
くとも一部を記憶対象コンテンツＳＣの伝送に用いる。もちろん、放送局１４は、時間帯
によって放送対象コンテンツＢＣの伝送に用いるセグメント数や、記憶対象コンテンツＳ
Ｃの伝送に用いるセグメント数を変更するようにしても構わない。また、例えば、放送が
行われない深夜時間帯などにおいては、すべてのセグメントが記憶対象コンテンツＳＣの
伝送に用いられるようにしても構わない。もちろん、放送局１４が放送信号の伝送に用い
る方式は、ＩＳＤＢ－Ｔ方式に限定されず、例えば、ＤＶＢ－Ｔ方式や、ＡＴＳＣ方式で
、放送信号の伝送が行われても構わない。また、本実施形態では、記憶対象コンテンツＳ
Ｃは、ＵＤＰパケットに分割されて、放送局１４から情報処理装置１２に伝送される。な
お、ＵＤＰパケットの伝送方式は特に限定されず、例えば、ＵＤＰプロトコルに従って実
装された放送信号が放送局１４から情報処理装置１２に伝送されるようにしてもよいし、
ＵＤＰストリームがＭＰＥＧ－２システムにおけるトランスポートストリームに変換され
た上で放送局１４から情報処理装置１２に伝送されるようにしてもよい。
【００２６】
　そして、本実施形態では、記憶対象コンテンツＳＣには、記憶対象であることを示す記
憶対象識別情報が関連づけられている。具体的には、例えば、記憶対象コンテンツＳＣに
含まれる、ＭＰＥＧ－２システムのトランスポートストリームにおけるＰＳＩ／ＳＩ情報
に、当該コンテンツが記憶対象コンテンツＳＣであることが示されている。そのため、情
報処理装置１２は、放送局１４から伝送される放送信号から、例えば、ＰＳＩ／ＳＩ情報
に基づいて、記憶対象コンテンツＳＣを抽出することができるようになっている。また、
本実施形態では、放送局１４から情報処理装置１２に伝送される記憶対象コンテンツＳＣ
のなかには、その一部又は全部が暗号化されているものがある。
【００２７】
　また、本実施形態では、放送局１４は、放送対象コンテンツＢＣと、当該放送対象コン
テンツＢＣに関連する記憶対象コンテンツＳＣ（例えば、コンテンツの種別が放送対象コ
ンテンツＢＣと共通する記憶対象コンテンツＳＣ）と、が含まれる放送信号を、情報処理
装置１２に伝送する。放送局１４は、例えば、野球中継のテレビ番組を放送対象コンテン
ツＢＣとして含み、野球ゲームのゲームプログラムを記憶対象コンテンツＳＣとして含む
放送信号を情報処理装置１２に伝送する。本実施形態では、放送対象コンテンツＢＣは放
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送事業者によって制作され、記憶対象コンテンツＳＣは、ゲームプログラムの製造や販売
を行う事業者によって制作される。そして、放送事業者が、制作された記憶対象コンテン
ツＳＣを、記憶対象コンテンツＳＣを制作した事業者から取得して、伝送される放送信号
に含める。このようにして、本実施形態では、放送事業者によって、記憶対象コンテンツ
ＳＣが、放送対象コンテンツＢＣであるテレビ番組とともにユーザに提供されるよう、放
送されるテレビ番組が編成される。なお、放送対象コンテンツＢＣや記憶対象コンテンツ
ＳＣの制作主体は限定されない。例えば、放送事業者によって、放送対象コンテンツＢＣ
と記憶対象コンテンツＳＣの両方が制作されても構わないし、ゲームプログラムの製造や
販売を行う事業者によって放送対象コンテンツＢＣと記憶対象コンテンツＳＣの両方が制
作されても構わない。
【００２８】
　そして、本実施形態では、放送局１４は、図２に示すように、１つのテレビ番組の放送
時間中に（すなわち、１つのテレビ番組が放送対象コンテンツＢＣとして伝送される期間
内に）、放送対象コンテンツＢＣに関連する記憶対象コンテンツＳＣを複数回繰り返し情
報処理装置１２に伝送する。図２には、記憶対象コンテンツＳＣである野球ゲームのゲー
ムプログラムの全体が情報処理装置１２に伝送されるために要する時間が１０分であり、
当該記憶対象コンテンツＳＣとともに伝送される放送対象コンテンツＢＣである野球中継
のテレビ番組が伝送される時間（すなわち、野球中継の放送時間）が２時間である場合に
おける、放送対象コンテンツＢＣの伝送時間と記憶対象コンテンツＳＣの伝送時間との関
係の一例が示されている。図２に示すように、本実施形態では、野球中継の放送時間であ
る２時間の間に、野球ゲームのゲームプログラムが１２回伝送されることとなる。
【００２９】
　管理装置１６は、例えば、一般的なサーバコンピュータによって実現され、暗号化され
たコンテンツを復号化する復号鍵の情報処理装置１２への提供や、放送局１４への分配金
額の算出等の役割を担う。本実施形態では、管理装置１６には、放送局１４から情報処理
装置１２に伝送される記憶対象コンテンツＳＣを復号化する際に用いられる復号鍵が予め
記憶されている。
【００３０】
　ここで、本実施形態に係る情報処理装置１２で実現される機能について説明する。図３
は、本実施形態に係る情報処理装置１２で実現される機能の一例を示す機能ブロック図で
ある。図３に示すように、本実施形態に係る情報処理装置１２は、操作受付部３０、放送
信号受信部３２、表示制御部３４、記憶対象コンテンツ出力部３６、記憶対象コンテンツ
管理部３８、復号化管理部４０、を含むものとして機能する。本実施形態では、これらの
機能は、コンピュータである情報処理装置１２にインストールされたプログラムを、情報
処理装置１２の制御部で実行することにより実現されている。このプログラムは、例えば
、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどのコンピュータ可読な情報伝達媒体を介して、ある
いは、インターネットなどの通信ネットワークを介して情報処理装置１２に供給される。
なお、図３に示す機能の一部又は全部が回路素子等のハードウェアにより実現されても構
わない。
【００３１】
　操作受付部３０は、リモートコントローラ等の操作部からの操作信号を受け付ける。
【００３２】
　放送信号受信部３２は、放送局１４から送信される放送信号を受信する。また、本実施
形態では、放送信号受信部３２は、操作受付部３０が受け付ける受信チャンネルの設定操
作（切替操作）に応じて決定されるチャンネルの放送信号を受信する。また、上述のよう
に、放送信号受信部３２は、複数のチャンネルの放送信号を受信することができるように
なっている。
【００３３】
　表示制御部３４は、放送信号受信部３２が受信する放送信号に含まれる放送対象コンテ
ンツＢＣに基づいて動画像を生成して、生成された動画像をディスプレイ等の表示部に表
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示出力する。このようにして、例えば、放送対象コンテンツＢＣが野球中継のコンテンツ
である場合には、情報処理装置１２のユーザは野球中継を視聴することができることとな
る。
【００３４】
　記憶対象コンテンツ出力部３６は、放送信号受信部３２が受信する放送信号に、放送対
象コンテンツＢＣとは異なるコンテンツであって、記憶対象であると特定されるコンテン
ツである記憶対象コンテンツＳＣが含まれる場合に、記憶対象コンテンツＳＣを記憶部に
出力する。本実施形態では、記憶対象コンテンツ出力部３６は、放送信号受信部３２が受
信する放送信号に含まれる記憶対象コンテンツＳＣを、当該記憶対象コンテンツＳＣに関
連づけられている記憶対象識別情報（例えば、ＰＳＩ／ＳＩ情報）に基づいて特定して、
特定された記憶対象コンテンツＳＣを情報処理装置１２の記憶部に出力する。本実施形態
では、記憶対象コンテンツＳＣであるゲームプログラムが実行形式のファイルとして記憶
部に記憶されることとなる。また、本実施形態では、記憶対象コンテンツ出力部３６は、
記憶対象コンテンツＳＣを記憶部に出力する際に、当該記憶対象コンテンツＳＣの識別子
、当該記憶対象コンテンツＳＣの伝送元の放送局１４の識別子、当該記憶対象コンテンツ
ＳＣの記憶部への記憶が開始された時刻、当該記憶対象コンテンツＳＣの記憶部への記憶
が終了された時刻、当該記憶対象コンテンツＳＣの記憶部への記憶が行われた時間の長さ
、放送局１４から情報処理装置１２に伝送された記憶対象コンテンツＳＣの情報量、など
が含まれるログ情報を生成して記憶部に出力する。
【００３５】
　本実施形態では、ユーザにより選択されたチャンネルの放送信号に含まれる放送対象コ
ンテンツＢＣの表示（すなわち、放送中のテレビ番組の表示）と、当該チャンネルの放送
信号に含まれる記憶対象コンテンツＳＣの記憶部への出力と、が並行して行われる。すな
わち、本実施形態では、ユーザが視聴しているテレビ番組を放送している放送局１４が当
該テレビ番組とともに送信している記憶対象コンテンツＳＣが記憶部に出力されることと
なる。
【００３６】
　記憶対象コンテンツ管理部３８は、記憶部に記憶されている記憶対象コンテンツＳＣに
関する処理を実行する。本実施形態では、操作受付部３０が受け付ける記憶対象コンテン
ツＳＣの一覧表示操作に応じて、記憶部に記憶されている記憶対象コンテンツＳＣを識別
する情報（例えば、タイトル）が一覧で表示された記憶コンテンツ一覧画面がディスプレ
イ等の表示部に表示される。そして、例えば、記憶コンテンツ一覧画面が表示されている
際に、表示されている記憶対象コンテンツＳＣのうちのいずれかを選択する操作を操作受
付部３０が受け付けた際には、記憶対象コンテンツ管理部３８が、選択された記憶対象コ
ンテンツＳＣに応じた処理を実行する。記憶対象コンテンツ管理部３８は、例えば、選択
された記憶対象コンテンツＳＣがゲームプログラムである場合には、当該ゲームプログラ
ムの実行を行い、選択された記憶対象コンテンツＳＣが映画コンテンツや音楽コンテンツ
である場合には、当該映画コンテンツや当該音楽コンテンツの再生を行う。そして、記憶
対象コンテンツ管理部３８により処理が実行されることにより生成される画面が、表示制
御部３４によって、ディスプレイ等の表示部に表示出力される。また、記憶対象コンテン
ツ管理部３８は、所定のタイミングで（例えば、暗号化された記憶対象コンテンツＳＣに
関する処理の初回実行時や、復号鍵の有効期限が徒過した際に）、当該記憶対象コンテン
ツＳＣに対応する復号鍵の取得を復号化管理部４０に指示する。
【００３７】
　復号化管理部４０は、記憶対象コンテンツ管理部３８から受け付ける復号鍵の取得指示
に応じて、管理装置１６に復号鍵の送信要求を出力する。この送信要求には、例えば、復
号化の対象となる記憶対象コンテンツＳＣの識別子が関連づけられている。そして、管理
装置１６は、この送信要求に応じて、送信要求に関連づけられている識別子に基づいて特
定される、復号化の対象となる記憶対象コンテンツＳＣに対応する復号鍵を情報処理装置
１２に送信する。そして、復号化管理部４０は、この復号鍵を受信して、この復号鍵で、
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復号鍵に対応する記憶対象コンテンツＳＣを復号化する。そして、復号化が終了すると、
記憶対象コンテンツ管理部３８に、復号化が終了した旨を通知する。
【００３８】
　また、本実施形態に係る情報処理装置１２は、例えば、復号化が行われた際に、復号化
された記憶対象コンテンツＳＣについての情報処理装置１２のユーザへの課金処理を実行
する。このように、本実施形態では、暗号化された記憶対象コンテンツＳＣは有料コンテ
ンツであり、ユーザは有料コンテンツである記憶対象コンテンツＳＣを利用する際には、
対価を支払う必要がある。
【００３９】
　記憶対象コンテンツ管理部３８は、復号化管理部４０から、復号化が終了した旨の通知
を受け付けると、復号化された記憶対象コンテンツＳＣに関する処理の実行を開始する。
【００４０】
　また、本実施形態では、記憶対象コンテンツ管理部３８が、所定のタイミングで（例え
ば、所定の時間間隔で）、ログ情報を管理装置１６に送信する。そして、管理装置１６は
、受信したログ情報を記憶する。
【００４１】
　ここで、本実施形態において放送信号に含まれる記憶対象コンテンツＳＣが記憶部に記
憶されている途中でチャンネルが切り替えられた際における、本実施形態に係る情報処理
装置１２の動作の一例を、図４に例示する模式図を参照しながら説明する。図４では、第
１のチャンネルに対応する放送局１４から伝送される放送信号がＣｈ１、第２のチャンネ
ルに対応する放送局１４から伝送される放送信号がＣｈ２、情報処理装置１２の記憶部へ
の記憶対象コンテンツＳＣの記憶状況がＳで表現されている。そして、図４に示すように
、第１のチャンネルに対応する放送局１４からは、放送対象コンテンツＢＣ（１）と記憶
対象コンテンツＳＣ（１）とが含まれる放送信号が送信される。また、第２のチャンネル
に対応する放送局１４からは、放送対象コンテンツＢＣ（２）と記憶対象コンテンツＳＣ
（２）とが含まれる放送信号が送信される。ここで、以下の説明では、記憶対象コンテン
ツＳＣ（１）の情報量は１ＧＢであることとする。
【００４２】
　ここで、情報処理装置１２において、時刻ｔ０に、第１のチャンネルから送信される記
憶対象コンテンツＳＣ（１）の記憶部への記憶が開始されたこととする。その後、時刻ｔ
１に、ユーザによる第１のチャンネルから第２のチャンネルへのチャンネルの切替操作に
応じて、情報処理装置１２が、第２のチャンネルに対応する放送局１４からの放送信号を
受信するようになったとする。すると、記憶対象コンテンツＳＣ（１）の記憶部への出力
は中断される。ここまでで、記憶対象コンテンツＳＣ（１）については、送信される先頭
のパケットから７００ＭＢの部分が記憶部に記憶されたこととする。そして、時刻ｔ１よ
り後における、第２のチャンネルに対応する放送局１４からの記憶対象コンテンツＳＣ（
２）の先頭のパケットの送信が行われる直近の時刻ｔ２に、情報処理装置１２は、第２の
チャンネルに対応する放送局１４から送信される記憶対象コンテンツＳＣ（２）の記憶部
への記憶を開始する。その後、時刻ｔ３に、ユーザによる第２のチャンネルから第１のチ
ャンネルへのチャンネルの切替操作に応じて、情報処理装置１２が、第１のチャンネルに
対応する放送局１４からの放送信号を再度受信するようになったとする。すると、時刻ｔ
３より後における、第１のチャンネルに対応する放送局１４から記憶対象コンテンツＳＣ
（１）であってまだ記憶部に記憶されていない部分の送信が開始される直近の時刻ｔ４に
、情報処理装置１２は、第１のチャンネルに対応する放送局１４から送信される記憶対象
コンテンツＳＣ（１）の記憶部への記憶を再開する（すなわち、記憶対象コンテンツＳＣ
（１）の残りの３００ＭＢの部分についての記憶を開始する）。そして、その後、時刻ｔ
５に記憶対象コンテンツＳＣ（１）のすべてが記憶部に記憶されることとなる。
【００４３】
　以上説明したように、本実施形態では、ユーザによるチャンネルの切替操作に応じて、
放送信号に含まれる記憶対象コンテンツＳＣが切り替わる。そして、記憶対象コンテンツ
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ＳＣのすべてが記憶部に出力される前に、選択されているチャンネルが切り替わる（操作
受付部３０がチャンネルの切替操作を受け付ける）と、当該記憶対象コンテンツＳＣの記
憶部への出力が途中で途切れてしまい、当該記憶対象コンテンツＳＣをユーザは利用する
ことができない（例えば、ゲームプログラムを実行することができない）。しかし、本実
施形態では、その後、ユーザによるチャンネルの切替操作により受信対象となるチャンネ
ルが元のチャンネルに戻った後に、記憶対象コンテンツ出力部３６は、例えば、記憶対象
コンテンツＳＣのパケットのヘッダの内容等に基づいて、記憶された記憶対象コンテンツ
ＳＣの続きのパケット（まだ記憶されていない記憶対象コンテンツＳＣのパケット）が受
信されたことを検出して、当該記憶対象コンテンツＳＣの記憶部への出力を再開する。そ
して、当該記憶対象コンテンツＳＣの残りが、記憶部に記憶される。そして、記憶対象コ
ンテンツＳＣの全体が記憶部に記憶されると、当該記憶対象コンテンツＳＣの全体は最終
的には結合された１つのファイルとして取り扱われることとなる。
【００４４】
　また、本実施形態に係る管理装置１６は、情報処理装置１２から受け付けたログ情報に
基づいて、各放送局１４に支払う金額を算出する。例えば、管理装置１６は、記憶対象コ
ンテンツＳＣの販売利益の一部（例えば、上述のようにしてユーザに対して課金された金
額の合計の一部）を放送局１４への支払金額の総額とした場合に、当該総額を、各放送局
１４が当該記憶対象コンテンツＳＣを送信した時間の比率や、各放送局１４が当該記憶対
象コンテンツＳＣを送信した情報量の比率などで分配した金額を、各放送局１４が得る金
額として算出する。そして、本実施形態では、このようにして算出された金額が各放送局
１４に支払われることとなる。
【００４５】
　例えば、ある記憶対象コンテンツＳＣ（ｎ）が、第１のチャンネルに対応する放送局１
４からも、第２のチャンネルに対応する放送局１４からも伝送されていることとする。そ
して、情報処理装置１２が、第１のチャンネルに対応する放送局１４から記憶対象コンテ
ンツＳＣ（ｎ）の一部を７分間受信した後で、第２のチャンネルに対応する放送局１４か
ら記憶対象コンテンツＳＣ（ｎ）の残りを３分間受信した結果、記憶対象コンテンツＳＣ
（ｎ）の全体が情報処理装置１２に記憶されたこととする。すると、管理装置１６は、例
えば、記憶対象コンテンツＳＣ（ｎ）についての情報処理装置１２のユーザへの課金金額
に基づいて、課金金額の一部を分配総額として特定した上で、分配総額の７割を第１のチ
ャンネルに対応する放送局１４への分配金額として算出し、分配総額の３割を第２のチャ
ンネルに対応する放送局１４への分配金額として算出する。
【００４６】
　なお、管理装置１６は、上述したように、例えば、伝送された情報量の比率などといっ
たその他の要素に基づいて分配比率を算出するようにしてもよい。例えば、情報処理装置
１２が、第１のチャンネルに対応する放送局１４から記憶対象コンテンツＳＣ（ｎ）のう
ちの６００ＭＢを受信し、その後、第２のチャンネルに対応する放送局１４から記憶対象
コンテンツＳＣ（ｎ）の残りの４００ＭＢを受信した結果、記憶対象コンテンツＳＣ（ｎ
）が情報処理装置１２に記憶されたこととする。この場合、管理装置１６は、例えば、記
憶対象コンテンツＳＣ（ｎ）についての分配総額の６割を第１のチャンネルに対応する放
送局１４への分配金額として算出し、分配総額の４割を第２のチャンネルに対応する放送
局１４への分配金額として算出するようにしてもよい。
【００４７】
　また、本実施形態では、図５に例示する電子番組表（ＥＰＧ）４２により、記憶対象コ
ンテンツＳＣの保存予約を行えるようになっている。電子番組表４２は、例えば、操作受
付部３０が受け付ける電子番組表４２の表示操作に応じて、ディスプレイ等の表示部に表
示される。本実施形態に係る電子番組表４２では、テレビ番組の録画予約を行うことがで
きるようになっており、ユーザにより録画予約の対象として指定されたテレビ番組のコン
テンツは、情報処理装置１２の記憶部に記憶されることとなる。また、図５に例示する電
子番組表４２では、記憶対象コンテンツＳＣの保存予約が可能なコンテンツについては識
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別表示されている（図５の例では星印が付されている）。そして、本実施形態では、電子
番組表４２におけるテレビ番組の録画予約と同様にして、記憶対象コンテンツＳＣの保存
予約を行う対象となるテレビ番組の指定を行うことができるようになっている。
【００４８】
　そして、本実施形態では、放送信号受信部３２が、記憶対象コンテンツＳＣの保存予約
を行う対象として指定されたテレビ番組に対応する放送対象コンテンツＢＣ、及び、保存
予約の対象となる記憶対象コンテンツＳＣが含まれる放送信号を受信して、表示制御部３
４が、当該放送対象コンテンツＢＣに基づいて生成される動画像をディスプレイ等の表示
部に表示するとともに、記憶対象コンテンツ出力部３６が、当該記憶対象コンテンツＳＣ
を記憶部に出力する。
【００４９】
　本実施形態では、放送対象コンテンツＢＣとは異なるコンテンツであり、記憶対象であ
ると特定されるコンテンツである記憶対象コンテンツＳＣが情報処理装置１２の記憶部に
出力されるので、放送信号に含まれるコンテンツのうち記憶対象コンテンツＳＣが選択的
に記憶されることとなる。
【００５０】
　なお、本発明は上述の実施形態に限定されるものではない。
【００５１】
　例えば、アプリケーションプログラムである記憶対象コンテンツＳＣが情報処理装置１
２の記憶部に記憶された際に、情報処理装置１２が、記憶対象コンテンツＳＣに関する処
理を実行することにより生成される画像が、放送中のテレビ番組（記憶対象コンテンツＳ
Ｃに関連する放送対象コンテンツＢＣ）の画像とともに、ディスプレイ等の表示部に表示
される（例えば、記憶対象コンテンツＳＣに関する処理を実行することにより生成される
画像が、放送中のテレビ番組の画像の一部を占める画像として表示される）よう制御して
もよい。また、放送局１４が、記憶対象コンテンツＳＣに関する処理を実行することによ
り生成される画像が、放送中のテレビ番組の進行に応じた画像（放送中のテレビ番組の現
在の放送内容に応じた画像）となるよう制御する制御信号を、情報処理装置１２に送信す
るようにしても構わない。なお、この制御信号は、記憶対象コンテンツＳＣや放送対象コ
ンテンツＢＣの一部として送信されてもよいし、記憶対象コンテンツＳＣや放送対象コン
テンツＢＣとは異なる信号として送信されても構わない。そして、情報処理装置１２は、
制御信号を受信すると、制御信号の内容に応じた画像が、記憶対象コンテンツＳＣに関す
る処理を実行することにより生成される画像として表示部に表示されるよう、表示部に表
示されている内容を切り替えるようにしても構わない。また、放送対象コンテンツＢＣで
あるテレビ番組の再放送あるいは次回分の放送が開始された際に、情報処理装置１２が、
放送の開始に応じて、放送対象コンテンツＢＣとともに伝送された記憶対象コンテンツＳ
Ｃであるアプリケーションプログラムを起動し、アプリケーションプログラムを実行する
ことにより生成される画像が、放送されるテレビ番組の画像とともに表示部に表示される
よう制御してもよい。
【００５２】
　また、例えば、管理装置１６に、記憶対象コンテンツＳＣの復号化を許可する情報処理
装置１２とユーザとの組合せに関する条件を示すデータ（例えば、情報処理装置１２の識
別子（装置ＩＤ）と、情報処理装置１２を利用するユーザのユーザＩＤと、の組合せ）が
予め記憶されていても構わない。そして、情報処理装置１２が、復号化の対象となる記憶
対象コンテンツＳＣの識別子が関連づけられている復号鍵の送信要求とともに、自装置の
装置ＩＤと、自装置を利用するユーザのユーザＩＤと、を管理装置１６に送信するように
してもよい。そして、管理装置１６が、受信した装置ＩＤとユーザＩＤとの組合せに基づ
く認証処理を実行し、認証が成功した場合（例えば、受信した装置ＩＤとユーザＩＤとの
組合せが記憶部に記憶されていた場合）に、復号鍵を情報処理装置１２に送信し、認証が
失敗した場合に、認証されなかった旨を情報処理装置１２に送信するようにしてもよい。
【００５３】
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　また、例えば、管理装置１６が、上述の認証処理を、装置ＩＤとユーザＩＤとの組合せ
の代わりにユーザＩＤのみにより実行するようにしてもよい。
【００５４】
　また、例えば、情報処理装置１２が、記憶対象コンテンツＳＣの記憶部への記憶が開始
される際に、当該記憶対象コンテンツＳＣに対応する復号鍵の送信要求を管理装置１６に
送信するようにしてもよい。そして、管理装置１６における認証処理が成功し、情報処理
装置１２が、管理装置１６から送信される復号鍵を受信した場合に、記憶対象コンテンツ
ＳＣを記憶部に記憶するようにし、そうでない場合（認証が失敗した場合）は、記憶対象
コンテンツＳＣを記憶部に記憶しないようにしてもよい。また、例えば、情報処理装置１
２が、記憶対象コンテンツＳＣの記憶部への記憶が開始される際に、当該記憶対象コンテ
ンツＳＣの復号化に用いられる復号鍵が記憶部に既に記憶されている場合に、記憶対象コ
ンテンツＳＣを記憶部に記憶するようにし、そうでない場合に、記憶対象コンテンツＳＣ
を記憶部に記憶しないようにしてもよい。
【００５５】
　また、例えば、固定料金（例えば、月額固定料金）を放送事業者等に支払ったユーザに
は、固定料金に対応する期間（例えば、１ヶ月）は、当該放送事業者等が運営する放送局
１４から伝送される記憶対象コンテンツＳＣについては、記憶対象コンテンツＳＣの内容
に関係なく、管理装置１６から情報処理装置１２に復号鍵が送信されるようにしてもよい
。あるいは、上述のようにしてユーザが固定料金を支払ったことが確認された際に、所定
期間については、固定料金が支払われた放送事業者等が運営する放送局１４から伝送され
る記憶対象コンテンツＳＣについては、すべて復号化することが可能な復号鍵が、放送局
１４や管理装置１６から情報処理装置１２に送信され、当該復号鍵が情報処理装置１２の
記憶部に記憶されるようにしてもよい。
【００５６】
　また、記憶対象コンテンツＳＣは、無料のコンテンツであっても構わない。また、この
とき、記憶対象コンテンツＳＣとともに放送局１４から伝送される放送対象コンテンツＢ
Ｃ（例えば、広告コンテンツ）の視聴時間を表す情報が、情報処理装置１２から管理装置
１６に送信されるようにしてもよい。そして、管理装置１６において、広告コンテンツの
視聴時間や視聴率を算出して、算出された視聴時間や視聴率を示す情報を広告コンテンツ
の広告主に送信するようにしてもよい。
【００５７】
　また、例えば、放送対象コンテンツＢＣをすべて視聴しなかった等により、記憶対象コ
ンテンツＳＣの全体が情報処理装置１２の記憶部に記憶されなかった場合は、所定時間が
経過した際や、当該記憶対象コンテンツＳＣの送信スケジュールがないということが電子
番組表４２等に基づいて判定された際などに、情報処理装置１２が、当該記憶対象コンテ
ンツＳＣを消去するようにしてもよい。
【００５８】
　また、例えば、視聴されているテレビ番組とともに放送局１４から伝送される記憶対象
コンテンツＳＣが記憶部に常に記憶されるようにする必要はなく、ユーザにより予め指定
された記憶対象コンテンツＳＣが受信された際に、当該記憶対象コンテンツＳＣが記憶部
に記憶されるようにしてもよい。
【００５９】
　また、例えば、ユーザが視聴しているテレビ番組を送信する放送局１４と、当該テレビ
番組の視聴中に記憶部に出力される記憶対象コンテンツＳＣの送信元の放送局１４が異な
っていてもよい。例えば、放送信号受信部３２が、第１のチャンネルと第２のチャンネル
の放送信号を受信している際に、表示制御部３４が第１のチャンネルの放送信号に含まれ
る放送対象コンテンツＢＣが表示部に表示されるよう制御するとともに、記憶対象コンテ
ンツ出力部３６が、第２のチャンネルの放送信号に含まれる記憶対象コンテンツＳＣを記
憶部に出力するようにしても構わない。このことは、例えば、情報処理装置１２の放送受
信部がテレビ放送チューナを複数備えることによって実現される。
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【００６０】
　また、例えば、テレビ番組の放送時間中に当該テレビ番組がユーザに視聴されない（放
送信号の受信の際に放送信号に含まれる放送対象コンテンツＢＣがディスプレイ等の表示
部に表示されない）場合には、記憶対象コンテンツ出力部３６が、当該テレビ番組ととも
に放送局１４から送信される記憶対象コンテンツＳＣが記憶部に記憶されないよう制御し
てもよい。こうすれば、ユーザが、テレビ番組を録画せずに視聴してはじめて、当該テレ
ビ番組の放送対象コンテンツＢＣとともに送信される記憶対象コンテンツＳＣを入手する
ことができることとなる。また、例えば、テレビ番組の録画（例えば、テレビ番組の予約
録画）が行われる場合には、記憶対象コンテンツ出力部３６が、当該テレビ番組とともに
放送局１４から送信される記憶対象コンテンツＳＣが記憶部に記憶されないよう制御して
もよい。
【００６１】
　また逆に、テレビ番組の録画（例えば、テレビ番組の予約録画）が行われる場合には、
記憶対象コンテンツ出力部３６が、当該テレビ番組とともに放送局１４から送信される記
憶対象コンテンツＳＣが記憶部に記憶されるよう制御してもよい。こうすれば、テレビ番
組のコンテンツが記憶（録画）されるだけでなく、当該テレビ番組の放送対象コンテンツ
ＢＣとともに送信される記憶対象コンテンツＳＣも記憶されることとなる。
【００６２】
　また、例えば、ユーザがテレビ番組を視聴した場合に、特典となる記憶対象コンテンツ
ＳＣが記憶部に記憶され、ユーザが当該テレビ番組を予約録画した場合には、特典となる
記憶対象コンテンツＳＣが記憶部に記憶されないようにしてもよい。例えば、タレントが
出演するテレビ番組をユーザが視聴した場合に、当該テレビ番組の出演中に撮影された当
該タレントの静止画群（写真集）が、記憶部に記憶されるようにしてもよい。ここで、例
えば、タレントの静止画群（写真集）の記憶部への記憶を許可する制御信号を放送局１４
が情報処理装置１２に送信し、情報処理装置１２が当該制御信号を受信してはじめて、情
報処理装置１２が、タレントの静止画群（写真集）を記憶部に記憶するようにしてもよい
。また、例えば、管理装置１６が、当該テレビ番組を視聴したことを示すログ情報を受信
した際に、当該テレビ番組に出演中に撮影された当該タレントの静止画群（写真集）を、
管理装置１６が情報処理装置１２に配信する（あるいは、管理装置１６から放送局１４に
送信される送信指示に応じて、放送局１４が情報処理装置１２に、当該テレビ番組に出演
中に撮影された当該タレントの静止画群（写真集）を配信する）ようにしてもよい。
【００６３】
　また、例えば、ユーザが同一時間帯について、同一のチャンネルについて、テレビ番組
の録画予約と記憶対象コンテンツＳＣの保存予約の両方を行った場合には、記憶対象コン
テンツＳＣの一部である限定コンテンツの利用が可能となる（例えば、限定コンテンツの
復号鍵が入手可能となる）ようにしてもよい。
【００６４】
　また、例えば、ユーザがテレビ番組を視聴していない時間帯やテレビ番組の放送が行わ
れていない時間帯についても、選択されたチャンネルや所定のチャンネルの放送信号に含
まれる記憶対象コンテンツＳＣが記憶部に記憶されるようにしてもよい。また、例えば、
放送が行われている時間帯（例えば、昼間）に、記憶対象コンテンツＳＣとして放送局１
４から放送対象コンテンツＢＣとともに伝送されたコンテンツが、テレビ番組の放送が行
われていない時間帯（例えば、深夜）に、放送局１４から情報処理装置１２に再度伝送さ
れるようにしてもよい。
【００６５】
　また、例えば、１つのテレビ番組の放送時間中に、放送局１４から送信される記憶対象
コンテンツＳＣ（又は、記憶対象コンテンツＳＣの一部）が変化するようにしてもよい。
例えば、テレビ番組の放送時間の前半には、記憶対象コンテンツＳＣの前半部分が繰り返
し放送局１４から情報処理装置１２に送信され、当該テレビ番組の放送時間の後半には、
当該記憶対象コンテンツＳＣの後半部分が繰り返し放送局１４から情報処理装置１２に送
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信されるようにしてもよい。
【００６６】
　また、例えば、記憶対象コンテンツ管理部３８が、記憶されてから所定の時間が経過し
た記憶対象コンテンツＳＣを記憶部から消去するようにしてもよい。また、記憶対象コン
テンツ管理部３８が、ユーザから受け付ける削除操作に応じて、指定された記憶対象コン
テンツＳＣを記憶部から消去するようにしてもよい。
【００６７】
　また、例えば、情報処理装置１２が管理装置１６からの取得以外の方法で、復号鍵を取
得するようにしてもよい。例えば、ユーザが購入した、復号鍵が記録された情報記憶媒体
（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク、ＵＳＢメモリ
、フラッシュメモリ等）を情報処理装置１２が読み取って、復号化管理部４０が、読み取
った復号鍵で記憶対象コンテンツＳＣの復号化を実行するようにしてもよい。
【００６８】
　また、例えば、情報処理装置１２とＵＳＢケーブル等で接続される復号鍵生成装置が、
記憶対象コンテンツＳＣに含まれるデータ（例えば、ヘッダ等）を読み取って、当該デー
タに基づいて復号鍵を生成して、情報処理装置１２に出力するようにしてもよい。そして
、復号化管理部４０が、復号鍵生成装置から出力された復号鍵を取得して、取得した複合
鍵で記憶対象コンテンツＳＣの復号化を実行するようにしてもよい。
【００６９】
　また、記憶対象コンテンツ出力部３６が、既に記憶されている記憶対象コンテンツＳＣ
については、放送信号受信部３２が受信しても記憶部に記憶されないよう制御してもよい
。
【００７０】
　また、クイズ番組であるテレビ番組において出題されるクイズの正解である文字や数字
を一問目から順に並べた文字列（数字列）が、記憶対象コンテンツＳＣを復号化されるた
めのパスワードであってもよい。また、ユーザが放送局１４や管理装置１６の事業主の担
当窓口に電話すると、記憶対象コンテンツＳＣが利用可能となるようにしてもよい。
【００７１】
　また、記憶対象コンテンツＳＣの一部だけが暗号化されていてもよい。そして、当該一
部が復号鍵で復号化されてはじめて、記憶対象コンテンツＳＣに関する処理の実行が可能
となるようにしてもよい。
【００７２】
　また、記憶対象コンテンツＳＣは、ゲームプログラムには限定されず、例えば、映画コ
ンテンツや音楽コンテンツなどであっても構わない。
【００７３】
　また、上述の情報処理装置１２が、複数の筐体から構成されていてもよい。また、上記
の具体的な文字列や図面中の具体的な文字列は例示であり、これらの文字列には限定され
ない。
【符号の説明】
【００７４】
　１０　放送システム、１２　情報処理装置、１４　放送局、１６　管理装置、１８　放
送ネットワーク、２０　通信ネットワーク、３０　操作受付部、３２　放送信号受信部、
３４　表示制御部、３６　記憶対象コンテンツ出力部、３８　記憶対象コンテンツ管理部
、４０　復号化管理部、４２　電子番組表。
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