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AA
tures data while digital content data is being viewed,
a create search scene data command that extracts the
relevant scene from the aforementioned digital con
tent data and creates search scene data based on the
aforementioned captured data and search terms con
tained in search result data, a browse detailed infor
mation command, which browses detailed informa
tion for items based on address information contained
in the aforementioned captured data and search data,
and a search net command, which searches informa
tion related to said search terms that is open to the
public on a communication system network based on
the search terms contained in the item information in
the captured data and search result data, are executed
in an information gathering system that is connected
to an information dissemination system and image

AA Information dissemination system dissemination system by a communication system ca

BB Other internet site pable of bidirectional communication using internet
CC User connections.
DD Information gathering system
EE Image dissemination system (57) 要約 : インターネ ット回線を利用 した
(1) Item provider 双方向通信が可能な通信システムによって
(3) Digital content creator 情報提供 システムおよび画像提供 システム
(5) Digital content provider と接続 された情報収集システムにお て、

前記デジタル コ ンテ ンツデー タの視聴中
に、キヤ フチ ヤデー タ を作成するキヤ フ

チヤデータ作成 コ マン ド、前記キヤフチヤデータおよび検索結果データに含 まれた検索 タームに基づ
き、デジタルコ ンテ ンツデータから関連する場面を抽出し、検索場面データを作成する検索場面データ
作成コマン ド、前記キヤフチヤデータおよび検索データに含まれる前記ア ドレス情報に基づき、該アイ
テムの詳細情報を閲覧する詳細情報閲覧 コマン ド、および、キヤフチヤデータおよび検索結果データの
アイテム情報に含まれた検索 タームに基づき、前記通信システムのネ ットワーク上に一般公開された該
検索タームに関する情報を検索するネット検索 コマン ドを実行する。



明 細 苫
，「吉報男建内システム

ま支術分野

０００1 デジタル 放送、 等にょり動画映像で提供されたデジタルコンテシソの場面

に記録されたアイテムやそれに関連する事項の該コンテシソ内における検索や、イン

ターネット上への情報源へのアクセスを簡便なものとすることのできる情報案内システ

ムに関する。

背月 支術

０００2 インターネットの利用が普及した昨今、テレビ放送等の動画の映像のコンテシソと

関連したアイテムの情報源のWeb 上の場所を特定するための (Un n o Reso

u ・ ・ ・c e Name) 、 (Un n o m Reso u c e oca o )、 (Un n o m Reso u c e de n 丑e )

等のアドレス情報やキーワードを提供し、視聴者側がょり多くの情報に触れたい場合

には、別途、前記 等を用いたインターネットからのアクセスを促す情報提供手法

が採用されている。

０００3 特許文献 1 :特開2００2 422 ０8 号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００4 前述のょぅな情報提供手法は、視聴者側がその 等のアドレス情報やターム等

を記憶やメモに留めておかねばならず、また、いちいち、h pや比p等のインターネット

のホームページ入力欄に 等を入力したり、検索欄にキーワードを入力する必要

が生じる等、利用上の問題点があった。このょぅな問題点を解決することは、情報提

供者側においても、提供する情報の拡布や売上げ向上に繋がる。

０００5 また、視聴者の情報要求二一ズは、テレビ放送の主たる番組の間に提供されるコマ

ーシヤルプログラムの情報や情報提供番組内で提供される情報以外にあることも多

い。例えば、「このドラマで利用されているレストランの情報が欲 、」、「この音楽番

組に出演しているミュージシヤンの若ている服のブランド情報が欲 、」等、その情報

要求二一ズは多様化している。



０００6 そこで、本発明は、テレビ放送の視聴者や の利用者等の情報要求二一ズの

多様ィヒに応えることのできる新しいビジネスモデルであって、提供されたデジタルコン

テン"ソの場面に記録されているアイテムや、そのアイテムに関連する事項等について

、他のデジタルコンテン"ソの検索や、情報源へのアクセスを簡便なものとすることがで

きる情報案内システムを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

０００7 前述した目的を達成するため、本発明の情報案内システムは、インターネット回線

を利用した双方向通信が可能な通信システムによって情報提供システムおよび画像

提供システムと接続された情報収集システムを備え、前記情報提供システムは、アイ

テムごとに対応づけられた詳細情報を格納した詳細情報ザーバを備え、通信システ

ムを介した該情報案内システムの利用者からのアクセスにより前記詳細情報を供給

可能とされ、前記画像提供システムは、アクセス可能とされた前記情報提供システム

における各アイテムの詳細情報の通信システム上のアクセスポイントを特定するアド

レス情報および または前記各アイテムの 乃至複数の検索タームを含むアイテム

情報を各アイテムに関連する場面のデジタル画像データに記録した 乃至複数本の

デジタルコンテンソデータを格納し 、たコンテンソザーバを備え、通信システムを介した

該情報案内システムの利用者からのアクセスにより前記コンテン、ソデータを供給可能

とされており、前記情報収集システムは、所望の画像や情報を画面に表示する表示

手段と、前記画面上の選択ボイントのポインティングおよびボタン操作で所望の入力

操作を可能とされた選択入力手段と、前記通信システムを利用したデータの送受信

を実行する通信手段と、キヤプチヤデータまたは検索場面データを閲覧可能に蓄積・

保管する情報蓄積手段と、前記デジタルコンテン、ソデータの視聴中に、所望の場面

に対応する静止画のデジタル画像データ、前記場面に対応するデジタル画像デー

タに記録された前記アイテム情報、および抽出元となった該デジタルコンテン、ソデー

タと前記場面のフレーム番号に関する情報を一括して取り込み、キヤプチヤデータを

作成するキヤプチヤデータ作成コマンド、前記キヤプチヤデータおよび検索結果デー

タのアイテム情報に含まれ、前記選択入力手段により選択された検索タームに基づ

き、前記画像提供システムに管理された各デジタルコンテン、ソデータから関連する場



面を抽出し、前記場面に対応する静止画のデジタル画像、前記場面に記録されたア

イテム情報および抽出元となった該デジタルコンテシソデータと前記場面のフレーム

番号に関する情報を一括して検索場面データを作成する検索場面データ作成コマ

ンド、前記選択入力手段により選択されたキヤプチヤデータおよび検索データのアイ

テム情報に含まれる前記アドレス情報に基づき、前記通信部により通信システムのネ

ットワーク上における前記アクセスポイントヘ接続して該アイテムの詳細情報を閲覧

する詳細情報閲覧コマンド、および、キヤプチヤデータおよび検索結果データのアイ

テム情報に含まれ、前記選択入力手段により選択された検索タームに基づき、前記

通信部により、前記通信システムのネットワーク上に一般公開された該検索タームに

関する情報を検索するネット検索コマンド、を前記選択入力手段による前記画面上

のポインティングおよびボタン操作を判断して実行可能とされた制御部と、を備えるこ

とを特徴とする。

０００8 また、前記情報収集システムの制御部は、前記選択入力手段による前記画面上の

ボインティングおよびボタン操作を判断し、前記選択入力手段により選択されたキヤ

プチヤデータまたは検索データの前記該デジタルコンテンソデータに関する情報に

某づき、前記通信部により情報蓄積部にアクセスして、抽出元となった該デジタルコ

ンテシソデータの該キヤプチヤデータまたは検索データのフレーム番号に対応する

場面から前記表示部に動画を再生させる動画再生コマンドを実行可能とされている

ことを特徴とする。

発明の効果

０００9 本発明の情報案内システムは、提供されるデジタルコンテシソデータに含まれる所

望のアイテムに関する場面から、簡単なポインティングおよびボタン操作で前記アイ

テム 自体や、該アイテムと共通する検索タームを有するアイテムに関する情報収集を

簡便に行ぅことが可能となる。

００1０ すなわち、本発明によれば、デジタルコンテシソデータの視聴中に、利用者が選択

入力手段の操作を行なぅことで、所望のアイテムが表示される場面に対応するデジタ

ル画像データ、デジタル画像データに記録された前記アイテム情報、および、抽出

元となった該デジタルコンテシソデータ並びに前記場面のフレーム番号に関する情



報を一括してキヤプチヤデータとして保存蓄積するこ 一タィ乍

００11 また、キヤプチヤデータまたは既に蓄積保管されている検索場面データの閲覧中に

、利用者が選択入力手段の操作を行なぅことで、前記キヤプチヤデータおよび検索結

果データのアイテム情報に含まれ、前記選択入力手段により選択された検索ターム

に某づき、前記画像提供システムに管理された各デジタルコンテン、ソデータから関連

する場面を抽出し、前記場面に対応する静止画のデジタル画像、前記場面に記録さ

れたアイテム情報および抽出元となった該デジタルコンテン、ソデータと前記場面のフ

レーム番号に関する情報を一括して検索場面データを作成することができる (検索場

面データ作成コマンド)。

００12 このよぅに、利用者は、気になるアイテムの情報をいつでも閲覧可能に、キヤプチヤ

データ、検索データとしてストックしておくことができる。

００13 そして、キヤプチヤデータまたは検索場面データの閲覧中に、利用者が選択入力

手段の操作を行なぅことで、前記選択入力手段により選択されたキヤプチヤデータお

よび検索データのアイテム情報に含まれる前記アドレス情報に某づき、前記通信部

により通信システムのネットワーク上における前記アクセスポイントヘ接続して、所望

のアイテムの詳細情報を閲覧・利用することができる (詳細情報閲覧コマンド)。

００14 さらに、キヤプチヤデータまたは検索場面データの閲覧中に、利用者が選択入力手

段の操作を行なぅことで、キヤプチヤデータおよび検索結果データのアイテム情報に

含まれ、前記選択入力手段により選択された検索タームに某づき、前記通信部により

、前記通信システムのネットワーク上に一般公開された該検索タームに関する情報を

検索することができる (ネット検索コマンド)。

００15 このよぅに、利用者は、キヤプチヤデータ、検索データから簡単に通信ネットワーク

上の画像提供システムに管理された各デジタルコンテンソデータを検索し、該アイテ

ムと共通する検索タームを有するアイテムに関する情報収集を簡便に行ぅことができ

る。

００16 また、キヤプチヤデータまたは検索結果データの再生が前記選択入力手段からコ

マンド入力されることにより、該キヤプチヤデータまたは検索結果データを含むデジタ



ルコンテシソデータを表示画面に動画として表示させることができる (動画再生コマン

ド)。

００17 よって、利用者は、所望のアイテムに関連する動画のデジタルコンテシソデータをさ

らに視聴し、楽しみ、利用することができる。

００18 そして、本発明は、 つの画像に複数のアイテムに関する情報データを記録させて

おくことができるので、視聴者の情報要求二一ズの多様ィヒに応えることができる。

図面の簡単な説明

００19 図 本発明を利用した事業形態の一例を示す図

図2 本発明に係る情報案内システムのシステム構成図

図3 ビデオ編集システムの具体的構成を示したブロック図

図4 ビデオデータのフォーマットの一例を示す図

図5 アイテム情報が記録されたストリームデータを示す図

図6 デジタルテレビのテレビモニタに表示されたキヤプチヤデータの一例を示す図

図7 キヤプチヤデータのフォーマットの一例を示す図

図8 キヤプチヤデータの全画面配列モードの表示例を示す図

図9 キヤプチヤデータの部分配列モードの表示例を示す図

発明を実施するための最良の形態

００2０ 図 は、本発明の情報案内システムの利用形態の一例を表している。図中 ( ) 乃至

(7) は以下の利用形態に対応する。

００2 1 ( ) アイテム提供者は、デジタル画像に含ませる各アイテムごとに対応づけられた

詳細情報を格納する詳細情報ザーバを有し、前記詳細情報を利用者へ提供する 吉

報提供部を備え (情報提供システム) 、通信ネットワークを介して外部からのアクセス

により前記詳細情報を提供可能に管理する。

００22 (2)また、アイテム提供者は、デジタル画像に含ませる各アイテム毎のアイテム情辛は

をデジタルコンテスソ制作者へ提供する。前記アイテム情報には、アクセス可能とさ

れた前記情報提供システムにおける各アイテムの詳細情報の通信ネットワーク上の

アクセスポイントとしてのインターネット上におけるホームページアドレスを特定するア

ドレス情報、および各アイテムの 乃至複数の検索タームを含む。



００23 (3)デジタルコンテン、ソ制作者は、アイテム情報を該アイテムと関連する画像に対

応する映像や音声等に載せて、具体的には、アイテム情報を画像データファイルに

細み込んで、デジタルコンテン"ソデータを作成する。デジタルコンテン"ソ制作者には

、テレビの放送番組を制作・編集する番組制作・編集会社や の制作・編集会社

等がなり得る。また、前記デジタルコンテン"ソデータとは、番組制作会社により制作・

編集された番組データ、 の制作会社により制作・編集された データ等の

デジタル画像からなるコンテンツデータを ぢ。

、００24 (4)デジタルコンテンソ制作者は制作・編集したデジタルコンテン"ソデータをデジタ

ルコンテ 、ンソ供給者へ提供する。デジタルコンテン"ソ供給者には、デジタルコンテン
、ソデータをテレビ放送により配信可能なテレビ放送局や、デジタルコンテン"ソデータ

が納められた データの配信や販売が可能な出版社、レコード会社等がなり得る

。また、前記アイテム提供者自身がデジタルコンテン"ソ供給者となることも可能である

0025 、アクセス可能とされた前記情報提供システムに

情報および または前記各アイテムの 乃至複数の検索タームを含むアイテム情報

を各アイテムに関連する場面のデジタル画像データに記録した 乃至複数本のデジ

タルコンテンツデータを格納したコンテンツザーバを備え (画像提供システム) 、通信

システムを介した該情報案内システムの利用者からのアクセスにより前記コンテンツ

データを供給可能に管理する。供給とは、例えば、デジタルコンテンツデータが番組

データの場合にはその放送をレ 、、 データの場合にはその販売や配付等をい
っ。

0026 (6) デジタルコンテンツ供給者は閲覧ソフトを配付する。配付とは、例えば、デジタ

ルコンテンツ供給者の指定するザイトから前記閲覧ソフトを Cにダウンロードさせたり

を用いて Cにインストールさせたり、あるいは、この閲覧ソフトが予め細み込

まれた専用機をテレビ本体に接続させること等により、前記閲覧ソフトを利用可能に

提供することをいう。

0027 前記閲覧ソフトは、デジタルコンテンツデータから所望のデジタル画像データ (静止



画) と、その画面に付されたアイテム情報を抽出し、さらに、このコマンドが実行された

日時と、抽出元となった該デジタルコンテンソデータに関する情報、すなわち、ビデ

オ とフレーム番号をキヤプチヤデータとしてリストフォルダに記録するキヤプチヤデ

ータ作成機能、前記キヤプチヤデータ毎の抽出されたデジタル画像データ (静止画)

を所望のモード(部分配列モート全画面配列モード)で閲覧可能に配列するファイ

ル配列機能、前記デジタル画像データに付された情報に含まれる前記アドレス情報

に某づき、各アイテムの詳細情報の通信ネットワーク上のアクセスポイント(インターネ

ット上におけるホームページ (ザイト) のアドレス )へ接続させる詳細情報閲覧機能、検

索タームに某づき、デジタルコンテン"ソ供給者が管理するデジタルコンテン"ソの場面

を検索し、前記検索タームに関連するデジタル画像データ (静止画) と、その画面に

付されたアイテム情報を抽出し、さらに、このコマンドが実行された日時と、抽出元と

なった該デジタルコンテン"ソデータに関する情報、すなわち、ビデオ とフレーム番

号をキヤプチヤデータとしてリストフォルダに記録する検索場面データ作成機能、検

索タームに某づき、インターネット上に公開されたザイトを検索するネット検索機能、

並びに、前記選択入力手段により選択されたキヤプチヤデータまたは検索データの

前記該デジタルコンテン"ソデータに関する情報に某づき、抽出元となった該デジタル

コンテン"ソデータの該キヤプチヤデータまたは検索データのフレーム番号に対応する

場面から前記表示部に動画を再生させる動画再生機能等を備えている。

００28 (7)情報案内システムのザ一ビス利用者は、インターネット回線を利用した双方向

通信が可能な通信システムによって、前記情報提供システムおよび前記画像提供シ

ステムと接続された情報収集システムを備える。

００29 前記情報収集システムは、所望の画像や情報を画面に表示する表示手段と、前記

画面上の選択ボイントのボインティングおよびボタン操作で所望の入力操作を可能と

された選択入力手段と、通信システムを利用したデータの送受信を実行する通信手

段と、キヤプチヤデータまたは検索場面データを閲覧可能に蓄積・保管する情報蓄

積手段 (リストファイル) と、該情報収集システムにおけるコマンド制御を司る制御部と

を有し、この制御部において、デジタルコンテンソ供給者から供給された閲覧ソフトの

各種機能を実行可能とされている。



００3０ 詳しくは、前記制御部は、「キヤプチヤデータ作成コマンド」「ファイル配列コマンド」「

検索場面データ作成コマンド」「詳細情報閲覧コマンド」「ネット検索コマンド」「動画再

生コマンド」等を実行させる。

００3 1 「キヤプチヤデータ作成コマンド」は、前記デジタルコンテシソデータの視聴中に、

前記選択入力手段による前記画面上のボインティングおよびボタン操作を判断し、

閲覧ソフトのキヤプチヤデータ作成機能を実行させ、所望の場面に対応する静止画

のデジタル画像データ、前記場面に対応するデジタル画像データに記録された前記

アイテム情報、および抽出元となった該デジタルコンテシソデータと前記場面のフレ

ーム番号に関する情報を一括して取り込み、キヤプチヤデータを作成する。

００32 「ファイル配列コマンド」は、前記選択入力手段による前記画面上のボインティング

およびボタン操作を判断して、閲覧ソフトのファイル配列機能を実行させ、前記リスト

ファイルに蓄積されたキヤプチヤデータおよび検索場面データ毎の抽出されたデジタ

ル画像データ (本実施形態においては静止画)を所望のモードで閲覧可能に配列す

る。

００33 「検索場面データ作成コマンド」は、リストファイルに蓄積されたキヤプチヤデータお

よび検索場面データのキヤプチヤデータおよび検索場面データ毎の抽出されたデジ

タル画像データ (静止画)を表示中に、前記選択入力手段による前記画面上のボイ

ンティングおよびボタン操作を判断して閲覧ソフトの検索場面データ作成機能を実行

させ、前記キヤプチヤデータおよび検索結果データのアイテム情報に含まれ、前記選

択入力手段により選択された検索タームに某づき、前記画像提供システムに管理さ

れた各デジタルコンテンツデータから関連する場面を抽出し、前記場面に対応する

静止画のデジタル画像、前記場面に記録されたアイテム情報および抽出元となった

該デジタルコンテシソデータと前記場面のフレーム番号に関する情報を一括して検

索場面データを作成する。

００34 「詳細情報閲覧コマンド」は、リストファイルに蓄積されたキヤプチヤデータおよび検

索場面データのキヤプチヤデータおよび検索場面データ毎の抽出されたデジタル画

像データを表示中に、前記選択入力手段による前記画面上のボインティングおよび

ボタン操作を判断して閲覧ソフトの詳細情報閲覧機能を実行させ、前記選択入力手



段により選択されたキヤプチヤデータおよび検索データのアイテム情報に含まれる前

記アドレス情報に某づき、前記通信部により通信システムのネットワーク上における前

記アクセスポイントヘ接続して該アイテムの詳細情報を閲覧する。

００35 「ネット検索コマンド」は、リストファイルに蓄積されたキヤプチヤデータおよび検索場

面データのキヤプチヤデータおよび検索場面データ毎の抽出されたデジタル画像デ

ータを表示中に、前記選択入力手段による前記画面上のボインティングおよびボタン

操作を判断して閲覧ソフトのネット検索機能を実行させ、キヤプチヤデータおよび検

索結果データのアイテム情報に含まれ、前記選択入力手段により選択された検索タ

ームに某づき、前記通信部により、前記通信システムのネットワーク上に一般公開さ

れた該検索タームに関する情報を検索する。

００36 そして、「動画再生コマンド」は、リストファイルに蓄積されたキヤプチヤデータおよび

検索場面データのキヤプチヤデータおよび検索場面データ毎の抽出されたデジタル

画像データを表示中に、前記選択入力手段による前記画面上のボインティングおよ

びボタン操作を判断して閲覧ソフトの動画再生機能を実行させ、前記選択入力手段

により選択されたキヤプチヤデータまたは検索データの前記該デジタルコンテシソデ

ータに関する情報に某づき、抽出元となった該デジタルコンテン、ソデータの該キヤプ

チヤデータまたは検索データのフレーム番号に対応する場面から前記表示部に動画

を再生させる。

００37 また、図2は、本発明の実施形態における情報案内システムを実現するための具体

的なシステム構成図の一例を示している。

００38 図2中、 ０はインターネット網 (通信ネットワーク) 、2０はアイテム提供者、4０は前記

ズソ制作者、5０は前記デジタルコンテシソを利用者に提供、配付するデジタルコン

テシソ供給者、6０はデジタルコンテシソの視聴者であり、該情報案内システムを利用

する利用者である (以下、「利用者」として記載する)。

００39 本実施形態において、アイテム提供者2０には、ネットワーク ０に接続された情報

提供システム2 が設けられている。この情報提供システム2 は、コンピュータを中心

に構成されており、該アイテム提供者が保有する様々なアイテムに関する情報等が



格納され、管理された詳細情報ザーバ 22を備えている。なお、アイテム提供者2０と

しては、たとえば、婦人服のメ一力一、レストランの経営者、自動車販売会社等を例

示できる。

００4０ デジタルコンテシソ制作者4０には、ネットワーク ０に接続されたビデオ編集システ

ム4 が設けられている。このビデオ編集システム4 は、ビデオの制作に必要な映像

・音声・文字等からなるデータが格納される制作ザーバ4 2を備えている。

００4 1 ここで、図3は、ビデオ編集システム4 の具体的構成を示したブロック図である。4 3

はビデオ編集装置であって、コンピュータを中心に構成されている。このビデオ編集

装置4 3は、制作ザーバ4 2に格納されている映像・音声・文字等からなるビデオデー

タを取り込み、これに、提供される各アイテムに関するアイテム情報を記録して、ビデ

オの編集を行ぅものである。

００42 前記アイテム情報は、本実施形態においては、各アイテムが属するヵテゴリーの分

類、店舗名等の関連用語からなる 乃至複数の検索ターム、各アイテムに関する詳

細情報ザーバ 22の位置を特定するための 等のアドレス情報とする。また、ビデ

オデータには、そのビデオに対応して割り当てられているビデオ識別符号 (以下、ビ

デオ と記す)も記録する。

００43 44は、編集したビデオデータを 等の記録媒体4 9に記録する記録装置である

5はキーボードやマウス等からなる入力装置、4 6はモニタを構成する表示装置で

ある。

００44 ここで、ビデオ編集装置4 3で編集されるビデオデータは、図4に示すよぅに、映像を

記録したビデオファイル 、音声を記録したオーディオファイル 、字幕 (文字) などを

記録したテキストファイル 、およびアイテム情報を記録するデータファイル から構

成されている。

００45 そして、ビデオ編集システム4 においてビデオデータを編集する場合、アイテムに

関係する映像が現れるシーンを抽出し、次に、提供されたアイテム情報を所定のビデ

オデータ部分、すなわち、抽出された映像に対応させたデータファイル 内に細み込

むこと(記録すること)を反復する。

００46 このアイテム情報の組み込み作業は、ビデオ編集装置4 3が保有する専用のビデオ



編集用ソフトウエアにより自動的に行なぅ。アイテム情報の組み込みが全部終了した

時点でビデオデータを、例えば、 等の記録媒体4 9 に記録する。

００4 7 そして、制作された は、デジタルコンテンソ提供者としての、該 を販売等

の手段により視聴者に配付する出版社やテレビ局5０等のデジタルコンテンツ供給者

5０へ提供する。

００4 8 デジタルコンテンツ供給者5０には、ネットワーク ０に接続された画像提供システム

5 が設けられている。この画像提供システム5 は、コンピュータを中心に構成されて

おり、該デジタルコンテンツ供給者に提供された 乃至複数本のデジタルコンテンツ

データが格納され、管理されたコンテンツザーバ 5 2を備えている。デジタルコンテン
、ソデータは、 で配布する場合であっても、インターネットを介した利用が可能な

よぅに、必ずコンテンツザーバ 5 2 にも利用者がアクセス可能に保管しておく。

００4 9 また、本実施形態における情報案内システムの利用者となる利用者の自宅6 ０には

、情報収集システムを構築するデジタルテレビシステム6 が設けられている。

００5０ このデジタルテレビシステム6 は、双方向通信用の端末装置としてのS 62、ホ

ームザーバ 6 3 、デジタルテレビ6 4 、ビデオ、 等のメディアのドライブ6 5 、パーソ

ナルコンピュータ (以下、 C と記す) 6 6 等を備えており、これらが によって

S (D g a ubsc be ne)タ? ミナル6 7を介してネットワーク ０に接続されている。

前記ホームザーバ 6 3 には前記閲覧ソフトがインストールされ、該情報収集システムの

選択入力手段 (コントローラ) を操作することでデジタルテレビのモニタ画面上に表示

されているカーソルを移動させて前記閲覧ソフトの各種コマンドを選択したり、各種コ

マンドの実行を決定したりすることが可能とされている。

００5 1 なお、デジタルテレビシステム6 のコントローうとしては、デジタル画像の表示面に

重ねて映し出されるカーソルを画面内で縦横に移動させることができ、画面にプルダ

ウン等で表示されるコマンド等の選択肢の選択操作 (カーソルを選択対象表示に重

ねてポインティングした状態でのボタン操作等 ) が可能なものとし、例えば、前記デジ

タルテレビ6 4 やPC66 のマウス等を利用する。以下では、コントローうには、カーソル

を操作することで、モニタの画面内でカーソルを縦横に移動させ、画面にプルダウン



等て表示される各種選択肢を選択する。なお、前記指定ホタンの配段数は つに限

らない。本実施形態においては、前記クリノクホタンとして、各コマント毎に対応する

指定ホタンおよひ決定ホタンか配段されているものとする。

００5 2 図5は、テシタルコンテンソテータとしてのヒテオテータの再生時におけるストリー

ムテータを示している。この図に示すように、ヒテオテータか再生される際には、各フ

ァイルに格納されているテータか順吹読み出されて、映像、音声、字幕等か時系列

的に再生されるとともに、アイテム清報については、対応する映像に付随してキヤプ

チヤ可能に口一ティンクされる。そして、図5のように、テータファイル には、アイテム

清報か記録されている。なお、 つの場面に対応するテシタル画像テータに付加さ

れるアイテムの数は つに限ることなく、複数てあってもよい。例えは、図6に示すよう

な女性か映っているテシタル画像テータに、女性の若用しているシヤツ、スーツ、ハ

ノクのそれそれのアイテムに対応させてアイテム清報を記録してもよい。また、画面に

は、アイテム清報か付されたアイテムにはボインティンクマークを付し、カーソルの位

置あわせの目印としてもよい。また、このようにボインティンクマークを付すことにより、

アイテム情報か付されたアイテムか否かということも利用者か峻別することか可能とな

る。このように、アイテム清報の有無を目視確甜てきれは、アイテム清報か付されてい

ない場面を無駄にキヤプチヤすることを有効に防止することかてきる。

００5 3 吹に、前述のシステム構造図に示される環境下における、本実施形態の清報案内

システムについて脱明する。

００54 くキヤプチヤテータを作成するノ

清報案内システムの利用者のテシタルテレヒシステム6 においては、テシタルテレ

ヒ 64のモニタ画面64a にテシタルコンテンツ供給者から放迭受信や 等の手段

によって提供されるテシタルコンテンツヒテオか放映され、ヒテオテータの各場面か

音声や字幕とともに映し出される。

００5 5 そこて、利用者は、咳清報案内システムを利用したい場合に、前記閲覧ソフトを駆

動させ、視聴するテシタルコンテンツを特定する。そのテシタルコンテンツの視聴中

に、所望のアイテムか表示されている場面にこては、 風の女性の全身画像 )て、



００56 これにより、キヤプチヤファイル作成機能を実行させ、所望の場面に対応する静止

画のデジタル画像データ、前記場面に対応するデジタル画像データに記録された前

記アイテム情報、および抽出元となった該デジタルコンテンツデータと前記場面のフ

レーム番号に関する情報を取り込み、さらに、このデータが保存された日時や抽出元

となった該デジタルコンテンツデータに関する情報、すなわち、ビデオ とフレーム

番号が一括されて、固有のファイル名を自動付与して、キヤプチヤデータとしてリスト

ファイルに保存することが可能となる。

００5 7 なお、リストファイルは、利用者の情報収集システムにおける記憶手段 (例えば、ホ

ームザーバ ) に蓄積される。このリストファイルはインターネット上において閲覧可能と

したり、例えば、該情報案内システムの利用者間で、キヤプチヤしたデータを交換可

能とすることを利用者が任意に選択できるよぅにしてもよい。その際に、供給元からの

コピー制限 (回数等) があるコンテンツデータに関するものは、その制限が働くよぅに

する。

００58 ここで、図7には、キヤプチヤデータ (場面検索データも同じ) の管理例を説明する。

００59 キヤプチヤデータは、利用者が視聴したビデオ毎にリストファイル内に管理される。

すなわち、各キヤプチヤデータは つのレコードとされる。各レコードは、所望の場面

に対応する静止画の「デジタル画像データ」、「フレーム番号」、キヤプチヤファイル作

成コマンドが選択された「日時」、「アイテム情報」等のデータから構成される。 乃至

複数のレコードは、キヤプチヤする際には、保存前の新規なフォルダに蓄積されてい

き、作成後に画面等から保存を選択命令することにより、このフォルダにフォルダ名が

付与されて管理される。 木のフォルダが保存されたら、次のキヤプチヤが実行される

際には、また別のフォルダが用意されるよぅにする。たとえば、 木のDVDの視聴する

前に、すでに取り貯めているキヤプチヤデータ (レコード) が保管されたフォルダを保

存し、新たなフォルダを用意する。そして、前記DVDを視聴しながらキヤプチヤデータ

を作成し、DVDの視聴が終わったところで、この新たなフォルダに取り貯めたキヤプ

チヤデータを、このDVDのタイトル名のフォルダ名で管理する。フォルダ名は自動付

与ののち、任意名に変更することができるよぅにする。

００6０ くキヤプチヤデータ (検索場面データ)を表示させるノ



保存されたキヤプチヤデータは、ファイル配列コマンドが割り振られた指定ボタンを

スイッチ操作することにより、閲覧ソフトのファイル配列機構を実行させ、この前記キヤ

プチヤデータ毎の抽出されたデジタル画像データ (本実施形態においては静止画)

を所望のモード(部分配列モード・全画面配列モード)でモニタの画面に閲覧可能に

配列表示することができる。

００6 1 また、本実施形態においては、前記モードは、モニタ画面64a の全面に蓄積したデ

ジタル画像データを同じ大きさで縦横に配列 (図8においては縦3 X横3)して表示す

る全画面配列モード(図8参照 ) と、特定の画像 (選択されたデジタル画像データや、

動画の映像 )をメイン領城に映し、蓄積したデジタル画像データをメイン領城脇の一

部の領城に表示する部分配列モード(図9参照 ) とを、前記指定ボタンの押し分けの

度ごとに切替可能とする。

００62 各モードにおいては、前記各フオルダごとのタグ (インデックス ) がつけられたシート

画面が積層されて表示されており、表示させたいフオルダのタグを方向ボタンでボイ

ンティングした状態で、決定ボタンを操作することで、そのフオルダのシート画面を前

面に表示させるように切替可能とする (図8，9参照 )。

００63 また、キヤプチヤしたデジタル画像データをリスト表示する画像に、抽出元となった

該デジタルコンテンツデータのファイル名や、キヤプチヤした時間、該場面のアイテム

に付された検索ターム等を表示するようにしてもよい。これらの情報を利用者に与え

ることにより、必要な情報の検索等が簡便になるからである。例えば、アイテム情報が

付されていないアイテムの場面をキヤプチヤした場合においては、キヤプチヤの時間

や、デジタルコンテンツデータとそのフレーム番号を特定するための情報がモニタに

表示されるが、アイテム情報については表示されない。よって、閲覧ソフトの削除機能

を利用して、不要なキヤプチヤデータを削除することが可能となる。

００64 なお、蓄積されたキヤプチヤデータの数が多い場合、前記配列の順序をキヤプチヤ

の日時順でソ一トさせたり、所定の検索タームで検索して絞り込んで表示させることが

できる。これらの、リストファイル内の検索やソ一トは、現在アクセスしているフオルダ内

を検索するか(フオルダ内検索 ) 、 つのフオルダ内にとどまらず、リストファイルのす

べてのフオルダを検索するか (リストファイル内検索 ) のように、検索の範囲を指定でき



るようにする。また、配列されたキヤプチヤデータを 画面に表示できない場合には、

その配列をスクロールさせて所望のデジタル画像データを表示させる。

００65 そして、配列表示されたデジタル画像データから選択した所望の画像については、

該デジタル画像データを方向ボタンでポインティングした状態で、決定ボタンを操作

することで、前記全画面配列モードにおいてはモニタ画面全面に表示させ、部分配

列モードにおいては前記メイン領城に表示させるようにする。なお、検索場面データ

を閲覧する場合もこのキヤプチヤデータの閲覧の方法と同様とする。

００66 くアイテムの詳細情報にアクセスするノ

デジタル画像データに含まれるアイテムについて詳細情報を得たい場合、利用者

は、モニタ画面64a に示される画像に存在するアイテムにカーソルを重ねてポインテ

ィングした状態で、詳細情報閲覧コマンドに割り振られた指定ボタンをスイッチ操作す

る。

００67 これにより、閲覧ソフトの詳細情報閲覧機能を実行させ、該アイテムに付与され、前

記リストファイルに保存されているアドレス情報に某いて、 からネットワーク ０

を介して、前記アイテム提供者が前記詳細情報ザーバ 32で管理している各アイテム

のザイトヘ接続し、該ザイトを視認可能とする。

００68 例えば、図6において利用者が 「スーツ」部分にカーソルをあわせ、ネット接続のコ

マンドを選択することにより、該アイテムのリストファイルに保存されているアドレス情

報に某いて、 からネットワーク ０を介して、前記アイテム提供者の前記詳細

情報ザーバ 32で管理されている該 「スーツ」に対応する、例えばブランド名、デザー

イナー名、色、ザイズ、値段、ショップ名などの詳細情報が管理されたザイトヘ接続す

る。

００69 く該アイテムと関連する、他のコンテン"ソデータの場面を検索するノ

該アイテムと関連する、他のコンテン"ソデータの場面を視話したい場合、利用者は

、モニタ画面64a に示される画像に存在するアイテムにカーソルを重ねてポインティ

ングした状態で、場面検索データ作成コマンドに割り振られた指定ボタンをスイッチ

操作する。これにより、モニタ画面には、該アイテムに付された 乃至複数の検索ター

ムがプルダウン式に表示されるようにする。



００7０ 続いて、表示された所望の検索タームにカーソルを重ねてポインティングした状態

で、決定ボタンをスイッチ操作する。これにより、閲覧ソフトの場面検索データ作成機

能を実行させ、前記キヤプチヤデータおよび検索結果データのアイテム情報に含ま

れ、前記選択入力手段により選択された検索タームに基づき、前記画像提供システ

ムに管理された各デジタルコンテンソデータから関連する場面を抽出し、前記場面に

対応する静止画のデジタル画像、前記場面に記録されたアイテム情報および抽出元

となった該デジタルコンテンツデータと前記場面のフレーム番号に関する情報と、さら

に、このデータが保存された日時や抽出元となった該デジタルコンテンツデータに関

する情報、すなわち、ビデオ とフレーム番号を一括して固有のファイル名を自動付

与し、検索場面データとして保存する。

００7 1 例えば、「スーツ」のアイテムであっても、商品カテゴリーとしての「スーツ」とレぢ検索

タームの他、そのスーツの「デザイナー名」、「プランド名」など、該アイテムに注意を

払った利用者が、このアイテムから関連して他のアイテムを検索することが考えられる

複数のタームを設定しておき、前記ブルダウンの中でタームを自由に選択可能とする

ことで、別のデジタルコンテンツデータに記録されているアイテムに容易に到達するこ

とが可能となる (図6のプルダウン画面参照 )。

００72 更に具体的には、デジタルコンテンツデータとして、春カタログ、夏カタログ、秋カタ

ログ、冬カタログとして、衣料品等に関する4木のデジタルコンテンツデータを管理し

ている状況下において、雑誌の付録等で、春カタログのコンテンツデータを入手した

利用者が、その本カタログのコンテンソデータからキヤプチヤした画像の「スカート」の

デザーナーの作品が気になった場合、「スカート」のプルダウンメニューのデザーナ

ー名を検索タームとして選択することで、春カタログのデジタルコンテ 、ンソデータは勿

論のこと、保存している他の夏カタログ、秋カタログ、冬カタログのデジタルコンテンツ

データの中から、同じデザイナー名を検索タームとするアイテムが表示される場面を

特定し、前記場面に対応する静止画のデジタル画像、前記場面に記録されたアイテ

ム情報および抽出元となった該デジタルコンテンツデータと前記場面のフレーム番号

に関する情報と、さらに、このデータが保存された日時や抽出元となった該デジタル

コンテンツデータに関する情報、すなわち、ビデオ とフレーム番号を一括して固有



のファイル名を自動付与して、検索場面データが作成され、閲覧可能に提供される。

なお、検索され、提供される検索データは つとは限らず、複数が該当する場合には

、複数分の検索データが作成される。

００73 なお、この場面検索データも、前記キヤプチヤデータと同様にアイテムの情報収集

に供されることは前述の通りである。

００74 く該アイテムと関連するインターネット上のザイトを検索するノ

該アイテムと関連するインターネット上のザイトを検索したい場合、利用者は、モニタ

画面64a に示される画像に存在するアイテムにヵ一ソルを重ねてボインティングした

状態で、ネット検索コマンドに割り振られた指定ボタンをスイッチ操作する。これにより

、モニタ画面には、該アイテムに付された 乃至複数の検索タームがブルダウン式に

表示されるよぅにする。

００75 続いて、表示された所望の検索タームにヵ一ソルを重ねてボインティングした状態

で、決定ボタンをスイッチ操作する。これにより、閲覧ソフトのネット検索機能を実行さ

せ、選択された検索タームに某づき、前記通信部により、前記通信システムのネットワ

ーク上に一般公開された該検索タームに関する情報を検索する。

００76 くキヤプチヤデータ (画面検索データ) のデジタル画像データを動画再生するノ

キヤプチヤデータ (画面検索データ) のデジタル画像データを動画再生したい場合

、配列表示されたデジタル画像データから所望のデジタル画像データ前記全画面配

列モードにおいてモニタ画面全面に表示され、あるいは。部分配列モードにおいて

前記メイン領城に表示されたデジタル画像データを含む を方向ボタンでボインティ

ングした状態で、動画再生コマンドに割り振られた指定ボタンをスイッチ操作する。こ

れにより、閲覧ソフトの動画再生機能を実行させ、選択されたキヤプチヤデータの前

記ビデオ とフレーム番号に某づき、抽出元とな 、
った該デジタルコンテンソデータの

前記フレーム番号に対応する場面から動画を再生させる。

００77 このよぅに、利用者は興味や関心を持った映像をキヤプチヤ操作により抽出して蓄

積・保存しておき、その後、蓄積されたアイテムに関するキヤプチヤリスト等を確認しな

がら詳細情報を得たいアイテムを特定することで、インターネットのプロバイダの検索

欄や の入力欄に対する入力操作をしなくても、簡単にネット上に配設された情



報源としてのザイトヘアクセスすることができる。また、キヤプチヤリストには、キヤプチ

ヤした場面を表示することにより、アイテムを画像で特定しつつ、詳細情報ヘアクセス

することができるので、誤ったネット接続を防止することもできる。

００7 8 さらに、本実施形態の情報案内システムの情報収集システムにおいては、コマンド

を選択する操作により、キヤプチヤデータ、検索データから簡単に通信ネットワーク上

の画像提供システムに管理された各デジタルコンテンツデータを検索し、該アイテム

と共通する検索タームを有するアイテムに関する情報収集を簡便に行うことができる

００7 9 またさらに、本実施形態の情報案内システムの情報収集システムにおいては、コマ

ンドを選択する操作により、閲覧ソフトのネット検索機能を用いて、選択入力手段に

より選択されたキヤプチヤデータおよび検索データのアイテム情報に含まれる選択さ

れた検索タームに基づき、インターネット上に公開されたザイトを簡便に検索すること

ができる。

００8０ なお、本発明において、デジタルコンテンツデータは、利用者がネットワーク ０を介

して、デジタルコンテンツ供給者 ( 5０) のコンテンツ提供ザーバ 5 ヘアクセスし、デジ

タルコンテンツデータをデジタルコンテンツザーバ 5 2から読み出すようにしてもいいし

で配付してもよい。

００8 1 また、デジタルコンテンツデータはデジタル放送の番組データであってもよい。その

場合には、デジタルコンテンツ作成者としての番組制作会社は、アイテム情報をデー

タファイルに細み込んで番組データを作成し、圧縮してテレビ放送局のデジタル放送

システムヘ送信し、放送ザーバに格納する。そして、デジタル放送システムは、番組

データを送信センタから放送衛星に向けて送信する。利用者のデジタルテレビシス

テム6 においては、双方向通信用の端末装置であって、アンテナを介して放送衛星

からの信号を受信する衛星受信部、受信した信号をデコードするデコード部のほか、

操作部、表示部、 インターフェイス、メモり部、制御部 ( P )を備えるS 62を

備えておき、前記S 62とホームザーバ 6 3 が 状態にされた後、アンテナが図示

しない放送衛星からの番組データを受信する。受信された番組データは、一且ホー

ムザーバ 2へ取り込まれ保存される。その後の番組データからアイテム情報を抽出す



る方怯は、前述の場合と同様とし、脱明を省略する。

００82 例えは、アイテム清報を含むキヤプチヤテータの保存先を、自己のザ一ハ6 3のリス

トファイルとせす、例えは、インターネノト環境にあるテシタルテレヒ 64 に内藏された

ハートティスクや、テシタルテレヒシステム6 に接続された記録手段とその記録手段

にセノトされて使用されるS カートやメモリスティノク (フラノシュメモり)等に保存する

ようにしてもよい。その場合、アイテム清報を簡便に携帯することか可能となる。

００83 さらに、テシタル放迭によるトラマや二ュ一スなとの番組は番組清報 (テキストファイ

ル )を保有しているのて、そのテキストファイル のテータ中に、アイテム清報案内シ

ステム2 における特定のアイテムのネノト上の位置を特定するための を添付して

００84 また、場面検索テータ作成コマント、梓細清報閲覧コマントおよひネノト検索コマン

トの実行についてはそれそれ専用の指定ホタンを割り振らすに、静止画面上てアイ

テムを特定したときにブルタウン式に表示される各コマントの中から選択し、決定ホタ

ンの操作により実行させるようにしてもよい。

００85 さらに、前述の実施形態において、前記キヤプチヤテータに納められるテシタル画

像テータは静止画として脱明したか、この静止画と併せて動画をキヤプチヤしてもよ

い。例えは、キヤプチヤテータ作成コマントか選択された時の前後 3０秒にの時間設

定は任首) の動画をキヤプチヤするようにする。このキヤプチヤした動画は、キヤプチ

ヤ動画の再生コマントにより再生てきるようにし、この再生中に、所望のアイテムか表

示された画面をキヤプチヤすることも可能とする。このように、すてに視聴した動画を

遡ってキヤプチヤすることかてきることにより、その瞬間の静止画のキヤプチヤかてき

なかった利用者にとって、使用感の良好なシステムとすることかてきる。

００86 また、本実施形態において、利用者の清報収集システムは固定配置されたテシタ

ルテレヒシステムてある場合を以て脱明したか、たとえは、インターネノトに接続可能

とされた適信端末機 (具体的には、携帯電話なと)てあってもよい。携帯電話の場合

、数字入カキ一 (テンキー)を前記指定ホタンとして利用することかてきる。

００87 さらに、テシタルコンテンツテータの内容としてほ、特に制限しない。例えは、トラマ

やスポーツの内容てあってもいいし、 商品のコマーシヤルフィルムや適信販売番組



であってもよい。本発明においては、例えば、化粧品の通販番組で化粧品を案内し

ている司会者の若用しているアクセザリーについてアイテム情報を付加することも可

能であり、利用者の幅広い情報要求二一ズに対応することができることができる。



請求の範囲

インターネット回線を利用した双方向通信が可能な通信システムによって情報提供

システムおよび画像提供システムと接続された情報収集システムを備え、

前記情報提供システムは、アイテムごとに対応づけられた詳細情報を格納した詳細

情報ザーバを備え、通信システムを介した該情報案内システムの利用者からのアク

セスにより前記詳細情報を供給可能とされ、

前記画像提供システムは、アクセス可能とされた前記情報提供システムにおける各

アイテムの詳細情報の通信システム上のアクセスポイントを特定するアドレス情報お

よび または前記各アイテムの 乃至複数の検索タームを含むアイテム情報を各アイ

テムに関連する場面のデジタル画像データに記録した 乃至複数本のデジタルコン

テシソデータを格納したコンテシソザーバを備え、通信システムを介した該情報案内

システムの利用者からのアクセスにより前記コンテシソデータを供給可能とされており

前記情報収集システムは、

所望の画像や情報を画面に表示する表示手段と、

可能とされた選択入力手段と、

前記通信システムを利用したデータの送受信を実行する通信手段と、

キヤプチヤデータまたは検索場面データを閲覧可能に蓄積・保管する情報蓄積手

段と、

前記デジタルコンテシソデータの視聴中に、所望の場面に対応する静止画のデジ

タル画像データ、前記場面に対応するデジタル画像データに記録された前記アイテ

ム情報、および抽出元となった該デジタルコンテシソデータと前記場面のフレーム番

号に関する情報を一括して取り込み、キヤプチヤデータを作成するキヤプチヤデータ

作成コマンド、

前記キヤプチヤデータおよび検索結果データのアイテム情報に含まれ、前記選択

入力手段により選択された検索タームに某づき、前記画像提供システムに管理され

た各デジタルコンテシソデータから関連する場面を抽出し、前記場面に対応する静



止画のデジタル画像、前記場面に記録されたアイテム情報および抽出元となった該

デジタルコンテシソデータと前記場面のフレーム番号に関する情報を一括して検索

場面データを作成する検索場面データ作成コマンド、

前記選択入力手段により選択されたキヤプチヤデータおよび検索データのアイテム

情報に含まれる前記アドレス情報に某づき、前記通信部により通信システムのネット

ワーク上における前記アクセスポイントヘ接続して該アイテムの詳細情報を閲覧する

詳細情報閲覧コマンド、

および、

キヤプチヤデータおよび検索結果データのアイテム情報に含まれ、前記選択入力

手段により選択された検索タームに某づき、前記通信部により、前記通信システムの

ネットワーク上に一般公開された該検索タームに関する情報を検索するネット検索コ

を前記選択入力手段による前記画面上のボインティングおよびボタン操作を判断し

て実行可能とされた制御部と、

を備えることを特徴とする情報案内システム。

2 前記情報収集システムの制御部は、前記選択入力手段による前記画面上のボイン

ティングおよびボタン操作を判断し、前記選択入力手段により選択されたキヤプチヤ

データまたは検索データの前記該デジタ 、
ルコンテンソデータに関する情報に某づき

、前記通信部により情報蓄積部にアクセスして、抽出元となった該デジタルコンテン

ソデータの該キヤプチヤデータまたは検索データのフレーム番号に対応する場面か
ら前記表示部に動画を再生させる動画再生コマンドを実行可能とされていることを特

徴とする請求項 に記載の情報案内システム。
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