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(57)【要約】
【課題】情報処理装置、情報処理方法、情報処理システ
ム、およびプログラムを提供すること。
【解決手段】第１の表示装置において表示されるコンテ
ンツのメタ情報を取得するメタ情報取得部と、前記メタ
情報に関連する情報のネットワーク所在情報を特定する
特定部と、第２の表示装置に表示させるための画面の表
示用情報を前記ネットワーク所在情報に基づいて生成す
る生成部と、前記表示用情報を前記第２の表示装置へ送
信する通信部と、を備える、情報処理装置。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の表示装置において表示されるコンテンツのメタ情報を取得するメタ情報取得部と
；
　前記メタ情報に関連する情報のネットワーク所在情報を特定する特定部と；
　第２の表示装置に表示させるための画面の表示用情報を前記ネットワーク所在情報に基
づいて生成する生成部と；
　前記表示用情報を前記第２の表示装置へ送信する通信部と；
を備える、情報処理装置。
【請求項２】
　前記生成部は、前記ネットワーク所在情報に対応する第１の選択項目を含む画面の表示
用情報を生成し、
　前記第２の表示装置において前記第１の選択項目が選択されると、前記第２の表示装置
により前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連する情報が取得され
る、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記生成部は、さらに前記ネットワーク所在情報に対応する第２の選択項目を含む画面
の表示用情報を生成し、
　前記情報処理装置は、
　前記第２の表示装置において前記第２の選択項目が選択されると、前記ネットワーク所
在情報の示す所在から前記メタ情報に関連する情報を取得する関連情報取得部と；
　前記メタ情報に関連する情報を前記第１の表示装置に表示させる表示制御部と；
を備える、請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報処理装置は、
　前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連する情報を取得する関連
情報取得部と；
　前記コンテンツの再生を制御する再生制御部と；
をさらに備え、
　前記メタ情報に関連する情報は、前記コンテンツ中の任意の再生箇所を示す情報を含み
、
　前記生成部は、前記再生箇所に対応する第３の選択項目を含む画面の表示用情報を生成
し、
　前記再生制御部は、前記第２の表示装置において前記第３の選択項目が選択されると、
前記コンテンツが前記再生箇所から再生されるよう制御する、請求項１に記載の情報処理
装置。
【請求項５】
　前記情報処理装置は、前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連す
る情報を取得する関連情報取得部をさらに備え、
　前記生成部は、前記メタ情報に関連する情報を示す画面の表示用情報を生成する、請求
項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記取得部は、前記第１の表示装置において表示されているコンテンツを再生している
再生装置から、当該コンテンツのメタデータを取得する、請求項１～５のいずれかに記載
の情報処理装置。
【請求項７】
　前記コンテンツを再生する再生部をさらに備える、請求項１～５のいずれかに記載の情
報処理装置。
【請求項８】
　第１の表示装置において表示されるコンテンツのメタ情報を取得する取得ステップと；
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　前記メタ情報に関連する情報のネットワーク所在情報を特定する特定ステップと；
　第２の表示装置に表示させるための画面の表示用情報を前記ネットワーク所在情報に基
づいて生成する生成ステップと；
　前記表示用情報を前記第２の表示装置へ送信する送信ステップと；
を含む、情報処理方法。
【請求項９】
　前記生成ステップにおいては、前記ネットワーク所在情報に対応する第１の選択項目を
含む画面の表示用情報を生成し、
　前記第２の表示装置において前記第１の選択項目が選択されると、前記第２の表示装置
により前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連する情報が取得され
る、請求項８に記載の情報処理方法。
【請求項１０】
　前記生成ステップにおいては、さらに前記ネットワーク所在情報に対応する第２の選択
項目を含む画面の表示用情報を生成し、
　前記第２の表示装置において前記第２の選択項目が選択されると、前記ネットワーク所
在情報の示す所在から前記メタ情報に関連する情報を取得するステップと；
　前記メタ情報に関連する情報を前記第１の表示装置に表示させるステップと；
をさらに含む、請求項９に記載の情報処理方法。
【請求項１１】
　コンテンツを表示している第１の表示装置と；
　前記第１の表示装置において表示されるコンテンツのメタ情報を取得するメタ情報取得
部、
　前記メタ情報に関連する情報のネットワーク所在情報を特定する特定部、
　前記ネットワーク所在情報に基づいて画面の表示用情報を生成する生成部、および、
　前記表示用情報を送信する通信部、
を有する情報処理装置と；
　前記情報処置装置の前記通信部から送信された前記表示用情報に基づいて画面を表示す
る第２の表示装置と；
を備える、情報処理システム。
【請求項１２】
　コンピュータを、
　第１の表示装置において表示されるコンテンツのメタ情報を取得するメタ情報取得部と
；
　前記メタ情報に関連する情報のネットワーク所在情報を特定する特定部と；
　第２の表示装置に表示させるための画面の表示用情報を前記ネットワーク所在情報に基
づいて生成する生成部と；
　前記表示用情報を前記第２の表示装置へ送信する通信部と；
として機能させるための、プログラム。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、情報処理システム、およびプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近日、Ｗｅｂ（Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ）ブラウザ機能を有し、テレビジョン装
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置に対するＷｅｂページの出力を前提にした映像処理装置が提案されている。テレビジョ
ン装置は、この映像処理装置により、通常のテレビジョン放送に加え、インターネットか
ら取得した情報を表示することが可能となる。
【０００３】
　また、特許文献１には、テレビジョン番組のＢＧＭのタイトル名やアーティスト名など
の情報を取得し、取得した情報を当該テレビジョン番組の映像と併せて同一の画面上に表
示する記録再生装置が記載されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３０１４４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、例えばリビングルームにおいて、テレビジョン装置はユーザの視聴位置から数
ｍ離れて配置される。このため、テレビジョン装置にテレビジョン番組などのコンテンツ
と併せてインターネットから取得した当該コンテンツに関する情報を表示しても、可読性
や視認性が低くなってしまうことが想定される。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、コンテンツおよびコンテンツの関連情報を異なる表示装置に表示させることが可能な
、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、情報処理システム、およびプログラ
ムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、第１の表示装置において表示
されるコンテンツのメタ情報を取得するメタ情報取得部と、前記メタ情報に関連する情報
のネットワーク所在情報を特定する特定部と、第２の表示装置に表示させるための画面の
表示用情報を前記ネットワーク所在情報に基づいて生成する生成部と、前記表示用情報を
前記第２の表示装置へ送信する通信部とを備える、情報処理装置が提供される。
【０００８】
　前記生成部は、前記ネットワーク所在情報に対応する第１の選択項目を含む画面の表示
用情報を生成し、前記第２の表示装置において前記第１の選択項目が選択されると、前記
第２の表示装置により前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連する
情報が取得されてもよい。
【０００９】
　前記生成部は、さらに前記ネットワーク所在情報に対応する第２の選択項目を含む画面
の表示用情報を生成し、前記情報処理装置は、前記第２の表示装置において前記第２の選
択項目が選択されると、前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連す
る情報を取得する関連情報取得部と、前記メタ情報に関連する情報を前記第１の表示装置
に表示させる表示制御部と、を備えてもよい。
【００１０】
　前記情報処理装置は、前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連す
る情報を取得する関連情報取得部と、前記コンテンツの再生を制御する再生制御部と、を
さらに備え、前記メタ情報に関連する情報は、前記コンテンツ中の任意の再生箇所を示す
情報を含み、前記生成部は、前記再生箇所に対応する第３の選択項目を含む画面の表示用
情報を生成し、前記再生制御部は、前記第２の表示装置において前記第３の選択項目が選
択されると、前記コンテンツが前記再生箇所から再生されるよう制御してもよい。
【００１１】
　前記情報処理装置は、前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連す
る情報を取得する関連情報取得部をさらに備え、前記生成部は、前記メタ情報に関連する
情報を示す画面の表示用情報を生成してもよい。
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【００１２】
　前記取得部は、前記第１の表示装置において表示されているコンテンツを再生している
再生装置から、当該コンテンツのメタデータを取得してもよい。
【００１３】
　前記情報処理装置は、前記コンテンツを再生する再生部をさらに備えてもよい。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、第１の表示装置におい
て表示されるコンテンツのメタ情報を取得する取得ステップと、前記メタ情報に関連する
情報のネットワーク所在情報を特定する特定ステップと、第２の表示装置に表示させるた
めの画面の表示用情報を前記ネットワーク所在情報に基づいて生成する生成ステップと、
前記表示用情報を前記第２の表示装置へ送信する送信ステップと、を含む情報処理方法が
提供される。
【００１５】
　前記生成ステップにおいては、前記ネットワーク所在情報に対応する第１の選択項目を
含む画面の表示用情報を生成し、前記第２の表示装置において前記第１の選択項目が選択
されると、前記第２の表示装置により前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ
情報に関連する情報が取得されてもよい。
【００１６】
　前記生成ステップにおいては、さらに前記ネットワーク所在情報に対応する第２の選択
項目を含む画面の表示用情報を生成し、前記第２の表示装置において前記第２の選択項目
が選択されると、前記ネットワーク所在情報の示す所在から前記メタ情報に関連する情報
を取得するステップと、前記メタ情報に関連する情報を前記第１の表示装置に表示させる
ステップと、をさらに含んでもよい。
【００１７】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンテンツを表示して
いる第１の表示装置と、前記第１の表示装置において表示されるコンテンツのメタ情報を
取得するメタ情報取得部、前記メタ情報に関連する情報のネットワーク所在情報を特定す
る特定部、前記ネットワーク所在情報に基づいて画面の表示用情報を生成する生成部、お
よび、前記表示用情報を送信する通信部、を有する情報処理装置と、前記情報処置装置の
前記通信部から送信された前記表示用情報に基づいて画面を表示する第２の表示装置と、
を備える情報処理システムが提供される。
【００１８】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、第１
の表示装置において表示されるコンテンツのメタ情報を取得するメタ情報取得部と、前記
メタ情報に関連する情報のネットワーク所在情報を特定する特定部と、第２の表示装置に
表示させるための画面の表示用情報を前記ネットワーク所在情報に基づいて生成する生成
部と、前記表示用情報を前記第２の表示装置へ送信する通信部と、として機能させるため
の、プログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように本発明にかかる情報処理装置、情報処理方法、情報処理システム、
およびプログラムによれば、コンテンツおよびコンテンツの関連情報を異なる表示装置に
表示させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２１】
　また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための最良の形態」を説明す
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る。
　　１．第１の実施形態
　　　１．１　第１の実施形態にかかる映像表示システムの全体構成
　　　１．２　各装置のハードウェア構成
　　　１．３　セカンドディスプレイの構成
　　　１．４　映像処理装置の機能
　　　　（第１の例）
　　　　（第２の例）
　　　　（第３の例）
　　　　（第４の例）
　　２．第２の実施形態
　　３．第３の実施形態
　　４．補足
【００２２】
　　＜１．第１の実施形態＞
　　　[１．１　第１の実施形態にかかる映像表示システムの全体構成]
　まず、図１を参照し、本発明の第１の実施形態にかかる映像表示システム１の全体構成
について説明する。
【００２３】
　図１は、第１の実施形態にかかる映像表示システム１の全体構成を示した説明図である
。図１に示したように、第１の実施形態にかかる映像表示システム１は、メインディスプ
レイ１０と、ルータ／ハブ１３と、セカンドディスプレイ２０と、アンテナ２２と、映像
処理装置３０と、を備える。また、映像表示システム１は、ネットワーク１２と、放送局
１４と、映画情報サーバ１６と、ディスク識別サーバ１８と、を備える。
【００２４】
　映画情報サーバ１６およびディスク識別サーバ１８は、ネットワーク１２およびルータ
／ハブ１３を介し、家庭内に設置されているセカンドディスプレイ２０および映像処理装
置３０と接続される。ネットワーク１２は、ネットワーク１２に接続されている装置から
送信される情報の有線、または無線の伝送路である。本実施形態においては、ネットワー
ク１２を介して映像処理装置３０とディスク識別サーバ１８との間、または映像処理装置
３０と映画情報サーバ１６との間などで通信が行なわれる。
【００２５】
　例えば、ネットワーク１２は、インターネット、電話回線網、衛星通信網などの公衆回
線網や、Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を含む各種のＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）、ＷＡＮ（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などを含んでもよい。
また、ネットワーク１２は、ＩＰ－ＶＰＮ（Ｉｎｔｅｒｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｖｉｒ
ｔｕａｌ　Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの専用回線網を含んでもよい。
【００２６】
　映画情報サーバ１６は、映画、俳優および女優（コンテンツのメタデータ）に関するＷ
ｅｂページの表示用情報を記憶しており、記憶しているＷｅｂページの表示用情報を例え
ば映像処理装置３０からの要求に応じて送信する。
【００２７】
　例えば、映画に関するＷｅｂページは、ある映画について、当該映画のストーリー、サ
ムネイル、お勧めシーンなどの情報を含んでもいてもよい。また、俳優および女優に関す
るＷｅｂページは、ある俳優または女優の写真、経歴、および生年月日などの情報を含ん
でもよい。また、Ｗｅｂページの表示用情報は、ＨＴＭＬ（ＨｙｐｅｒＴｅｘｔ　Ｍａｒ
ｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）形式やＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａ
ｎｇｕａｇｅ）形式など、任意のフォーマットであってもよい。
【００２８】
　また、図１においてはコンテンツに関する情報を記憶しているコンテンツ情報サーバの
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一例として映画情報サーバ１６を示したに過ぎず、映像表示システム１は任意のコンテン
ツ情報サーバを含んでもよい。
【００２９】
　ここで、コンテンツとしては、音楽、講演およびラジオ番組などの音楽や、映画、テレ
ビジョン番組、ビデオプログラム、写真、文書、絵画および図表などの映像や、ゲームお
よびソフトウェアなどの任意のデータがあげられる。したがって、コンテンツ情報サーバ
として、例えば、音楽の歌詞や譜面などを記憶している音楽情報サーバ、写真の説明や撮
影位置などを記憶している写真情報サーバなどを例示できる。
【００３０】
　ディスク識別サーバ１８は、市場に流通している光ディスクに記憶されているコンテン
ツのメタ情報を記憶しており、記憶しているコンテンツのメタ情報を例えば映像処理装置
３０からの要求に応じて送信する。より詳細には、ディスク識別サーバ１８は、コンテン
ツのメタ情報を、光ディスクに割当てられているディスク識別情報と対応付けて記憶して
おり、要求元から送信されたディスク識別情報に対応付けられているメタ情報を要求元へ
送信する。
【００３１】
　ここで、コンテンツのメタ情報としては、例えば、コンテンツのタイトル、ディレクタ
ー名、キャスト名、情報量、再生時間、ジャンル、および製作年月日などがあげられる。
また、光ディスクとしては、ＣＤ（Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｃ、ＤＶＤ－Ｒ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ）およびＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒ
ａｙ　Ｄｉｓｃ（登録商標））などがあげられる。
【００３２】
　また、図１においては、コンテンツを記憶している記憶媒体の一例として光ディスクを
例にあげ、映像表示システム１がディスク識別サーバ１８を含む例を示したにすぎず、映
像表示システム１は任意の識別サーバを含んでもよい。例えば、記憶媒体としては、光デ
ィスクに加え、不揮発性メモリ、磁気ディスク、およびＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ　Ｏｐｔｉ
ｃａｌ）ディスクなどがあげられる。したがって、識別サーバとして、不揮発性メモリに
記憶されているコンテンツのメタ情報を記憶している不揮発性メモリ識別サーバ、磁気デ
ィスクに記憶されているコンテンツのメタ情報を記憶している磁気ディスク識別サーバな
どを例示できる。
【００３３】
　なお、不揮発性メモリとしては、例えば、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、
ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）があげられる。ま
た、磁気ディスクとしては、ハードディスクおよび円盤型磁性体ディスクなどがあげられ
る。
【００３４】
　放送局１４は、テレビジョン放送の番組コンテンツを放送電波又は専用通信網などを介
して送信する。テレビジョン放送は、例えば、ＢＳ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓａｔｅｌｌ
ｉｔｅ）放送、ＣＳ（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）放送、地上
波デジタル放送、地上波アナログ放送、ケーブル放送など任意の方式のテレビジョン放送
であってよい。また、放送局１４は、番組コンテンツと併せて、当該番組コンテンツに関
する情報（例えば、ＥＰＧ：Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）を送
信することもできる。放送局１４から送信された番組コンテンツは、アンテナ２２により
受信され、映像処理装置３０またはメインディスプレイ１０へ供給される。
【００３５】
　映像処理装置３０は、コンテンツの表示画面を生成し、生成した表示画面をメインディ
スプレイ１０へ送信する情報処理装置である。例えば、映像処理装置３０は、ネットワー
ク１２を介してコンテンツデータを取得することも、放送局１４からアンテナ２２を介し
て取得することもできる。さらに、映像処理装置３０は、不揮発性メモリ、磁気ディスク
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、光ディスク、およびＭＯディスクなどの記憶媒体からコンテンツを取得することもでき
る。
【００３６】
　上記のように、本実施形態にかかる映像処理装置３０は、任意の方法によりコンテンツ
を取得することができるが、以下では、映像処理装置３０が光ディスクからコンテンツを
取得して表示画面を生成（再生）する例に重きをおいて説明する。
【００３７】
　なお、映像処理装置３０は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、家庭用映
像処理装置（ＤＶＤレコーダ、ビデオデッキなど）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、家庭用ゲーム機器、家電機器などの情報処理装置で
あってもよい。また、映像処理装置３０は、携帯用映像処理装置、携帯用ゲーム機器など
の情報処理装置であってもよい。
【００３８】
　メインディスプレイ１０（第１の表示装置）は、映像処理装置３０から入力される表示
画面を表示する。この表示装置４０は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）デ
ィスプレイ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇ
ｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置であってもよい。また、表示装置４０と映像
処理装置３０は、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）で接続されていても、コンポーネントで接続されていてもよい。
【００３９】
　セカンドディスプレイ２０（第２の表示装置）は、ルータ／ハブ１３を介して映像処理
装置３０とＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）接続されている。なお、セ
カンドディスプレイ２０および映像処理装置３０は、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏ
ｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０
２．１１ａ、ｂ、ｇなどに規定される無線通信方式で通信を行ってもよい。また、通信方
式は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎに規定されるＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）通信方式であっても、ＩＥＥＥ８０２．３に規定され
る有線ＬＡＮに対応する通信方式であってもよい。
【００４０】
　また、セカンドディスプレイ２０は、一例として、メインディスプレイ１０より表示領
域が小さく、軽量であり、可搬性に優れてもよい。また、セカンドディスプレイ２０は電
池から供給される電力により動作し、メインディスプレイ１０はコンセントから供給され
る電力により動作してもよい。
【００４１】
　（本実施形態に至る経緯）
　現在、インターネット上で提供されているサービスの大半は、ＰＣのＷｅｂブラウザ向
けに最適化されており、アクセスするクライアント元はＰＣであることが前提である。一
方で、テレビジョンに対する出力を前提としたプレイヤー、レコーダー、ゲーム機などの
映像機器にＷｅｂブラウザが搭載される例も増えてきている。しかし、ＰＣ上で動作する
Ｗｅｂブラウザ向けに作られたＨＴＭＬページを表示するためには、上記の映像機器にと
って大量のメモリを要する。そのため、上記のような映像機器においては、メモリリソー
ス制約により、Ｗｅｂブラウザを動作させられるタイミングが限られる場合がある。特に
、ＨＤ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）動画コンテンツを再生しているときにはメモ
リリソースが多く使われるため、映像機器は、ＨＤ動画コンテンツを再生しながらＷｅｂ
ブラウザを起動することが困難であった。
【００４２】
　その結果、インターネット上のコンテンツの関連情報を閲覧できるタイミングに制限が
かかり、ユーザがコンテンツ視聴中に関連情報にアクセスすることができないという不都
合があった。かかる問題はメモリを潤沢に搭載すれば解決されるが、コスト競争が激しい
現状に鑑みると現実的でない。
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【００４３】
　また、著作権保護のかかった商用コンテンツに、インターネット上から取得したコンテ
ンツを重ねて表示することには、ライセンス的観点から許されない場合がある。また、表
示画面を、コンテンツの表示領域およびコンテンツの関連情報の表示領域に分割すると、
コンテンツ本来の迫力が失われてしまう点が懸念された。
【００４４】
　また、例えばリビングルームにおいて、テレビジョン装置はユーザの視聴位置から数ｍ
離れて配置される。このため、テレビジョン装置にテレビジョン番組などのコンテンツと
併せてインターネットから取得した当該コンテンツに関する情報を表示しても、可読性や
視認性が低くなってしまうことが想定される。
【００４５】
　上記のような理由により、ユーザは、テレビジョンで視聴中のコンテンツの関連情報の
取得を所望した場合、コンテンツに関連するキーワードを手入力で別機器に入力して検索
する場合が多かった。しかし、検索のためのキーワードをパッケージや、テレビジョン上
の詳細情報から読取り、ＰＣや携帯電話などの別機器に別途入力することはユーザにとっ
て手間であるという問題があった。
【００４６】
　そこで、上記事情に鑑みて本実施形態にかかる映像表示システム１を創作するに至った
。本実施形態にかかる映像表示システム１によれば、メインディスプレイ１０にコンテン
ツを表示させつつ、ユーザ操作を簡素化あるいは無くしてセカンドディスプレイ２０にコ
ンテンツの関連情報を表示させることができる。かかる構成により、ユーザは、メインデ
ィスプレイ１０でコンテンツを視聴しつつ、セカンドディスプレイ２０において簡易に視
聴中のコンテンツの関連情報を確認することが可能である。以下、このような本実施形態
にかかる映像表示システム１について、図２～図１２を参照して詳細に説明する。
【００４７】
　　　[１．２　各装置のハードウェア構成]
　図２は、本実施形態にかかるメインディスプレイ１０のハードウェア構成を示すブロッ
ク図である。
【００４８】
　図２に示すように、メインディスプレイ１０は、表示パネル１００と、ＣＰＵ１０８と
、フラッシュＲＯＭ１１０と、フラッシュメモリ１１２と、ＳＤＲＡＭ（Ｓｙｎｃｈｒｏ
ｎｏｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１１４を備え
る。また、メインディスプレイ１０は、リモートコントローラ受光部１１６と、地上波チ
ューナー１２２と、デジタルチューナー１２４を備える。また、メインディスプレイ１０
は、音声Ａ／Ｄ変換回路１２６と、ビデオデコーダ１２８と、ＭＰＥＧデコーダ１３０と
、音声信号処理回路１３２と、映像信号処理回路１３４を備える。さらに、メインディス
プレイ１０は、ＨＤＭＩレシーバ１３６と、ＨＤＭＩ端子１３８と、音声増幅回路１４０
と、スピーカ１４２と、グラフィック生成回路１４４と、パネル駆動回路１４６を備える
。
【００４９】
　地上波チューナー１２２は、アナログ地上波を受信する地上波アンテナ１０２から送ら
れてくる放送波信号を受信し、放送波信号に含まれる映像信号および音声信号を、ベース
バンドの信号に復調する。地上波チューナー１２２で復調されたベースバンドの信号のう
ち、音声信号は音声Ａ／Ｄ変換回路１２６に送られ、映像信号はビデオデコーダ１２８に
送られる。
【００５０】
　デジタルチューナー１２４は、デジタル放送を受信するデジタルアンテナ１０４から送
られてくる放送波信号を受信し、受信した放送波信号をＭＰＥＧ２－ＴＳ（ＭＰＥＧ２　
Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）に変換する。変換されたＭＰＥＧ２－ＴＳは、ＭＰ
ＥＧデコーダ１３０に送られる。なお、デジタルアンテナ１０４および地上波アンテナ１
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０２は図１に示したアンテナ２２に対応する。
【００５１】
　音声Ａ／Ｄ変換回路１２６は、地上波チューナー１２２で復調されたアナログ音声信号
を受け取り、アナログ音声信号をデジタルの音声信号に変換する。変換されたデジタル音
声信号は、音声信号処理回路１３２に送られる。
【００５２】
　ビデオデコーダ１２８は、地上波チューナー１２２で復調された映像信号を受け取り、
アナログ映像信号をデジタルコンポーネント信号に変換する。変換されたデジタルコンポ
ーネント信号は映像信号処理回路１３４に送られる。
【００５３】
　ＭＰＥＧデコーダ１３０は、デジタルチューナー１２４から送られてくるＭＰＥＧ２－
ＴＳを受信し、音声についてはＭＰＥＧ２－ＴＳからデジタルの音声信号に変換し、映像
についてはＭＰＥＧ２－ＴＳからデジタルコンポーネント信号に変換する。変換されたデ
ジタル音声信号は音声信号処理回路１３２に送られ、変換されたデジタルコンポーネント
信号は映像信号処理回路１３４に送られる。
【００５４】
　音声信号処理回路１３２は、音声Ａ／Ｄ変換回路１２６やＭＰＥＧデコーダ１３０から
送られてくるデジタル音声信号を受信し、該デジタル音声信号に対する信号処理を行う。
信号処理された音声信号は音声増幅回路１４０に送られる。
【００５５】
　音声増幅回路１４０は、音声信号処理回路１３２から出力される音声信号を受信し、所
定量増幅して出力する。音声増幅回路１４０における増幅量は、メインディスプレイ１０
のユーザによって指示される音量に応じたものとなる。音声増幅回路１４０で増幅された
音声信号は、スピーカ１４２に送られる。スピーカ１４２は、音声増幅回路１４０から送
られてくる音声信号に基づいて音声を出力する。
【００５６】
　映像信号処理回路１３４は、ビデオデコーダ１２８やＭＰＥＧデコーダ１３０から送ら
れてくるデジタルコンポーネント信号を受け取り、デジタルコンポーネント信号に対する
信号処理を行う。信号処理されたデジタルコンポーネント信号はグラフィック生成回路１
４４に送られる。
【００５７】
　ＨＤＭＩレシーバ１３６は、外部入力端子の一つであるＨＤＭＩ端子１３８から入力さ
れるデジタルベースバンド信号を受信する。ＨＤＭＩレシーバ１３６で受信したデジタル
ベースバンド信号は、音声信号処理回路１３２および映像信号処理回路１３４に送られ、
それぞれ音声信号やデジタルコンポーネント信号に対する信号処理が行われる。
【００５８】
　グラフィック生成回路１４４は、メインディスプレイ１０の操作に必要となるグラフィ
ック画面（例えば、拡張機能の操作メニュー画面）を生成する。メインディスプレイ１０
の操作に必要となるグラフィック画面は、ユーザの操作によって異なるものが生成される
。グラフィック生成回路１４４で生成されるグラフィック画面は、映像信号処理回路１３
４から送られてくる映像信号に重畳したり、映像信号と差し替えたりして、パネル駆動回
路１４６へ送られる。なお、グラフィック画面が生成されない場合には、映像信号処理回
路１３４から送られてくる映像信号をそのままパネル駆動回路１４６へ通過させてもよい
。
【００５９】
　パネル駆動回路１４６は、グラフィック生成回路１４４から送られてくる映像信号から
、表示パネル１００に映像を表示するために必要となるパネル駆動信号を生成する。パネ
ル駆動回路１４６で生成されたパネル駆動信号は表示パネル１００に送られ、表示パネル
１００がパネル駆動信号に応じて動作することで、映像が表示パネル１００に表示される
。
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【００６０】
　表示パネル１００は、パネル駆動回路１４６から送られてくるパネル駆動信号に基づい
て画像（動画像又は静止画像）を表示する。表示パネル１００は、例えば、ＬＣＤ（Ｌｉ
ｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）で構成されるが、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　
Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）、有機ＥＬ（ｅｌｅｃｔｒｏ－ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ
）パネルなどであってもよい。
【００６１】
　ＣＰＵ１０８、フラッシュＲＯＭ１１０、フラッシュメモリ１１２及びＳＤＲＡＭ１１
４は、上述した組み込みシステムを構成する。この組み込みシステムは、上記メインディ
スプレイ１０の各部を制御するとともに、ダウンロードされたソフトウェアを用いて動作
して、各種の拡張機能を実行する。
【００６２】
　ＣＰＵ１０８は、メインディスプレイ１０の各部を制御する制御部として機能する。Ｃ
ＰＵ１０８は、フラッシュＲＯＭ１１０に格納されているコンピュータプログラムを読み
出して、順次実行することで、メインディスプレイ１０の各部を制御する。
【００６３】
　フラッシュＲＯＭ１１０は、ＣＰＵ１０８がメインディスプレイ１０の各部を制御する
ためのコンピュータプログラムを格納する。フラッシュメモリ１１２は、読み書き自由な
メモリである。ＳＤＲＡＭ１１４は、ＣＰＵ１０８が上記各コンピュータプログラムを実
行するときの一時作業領域である。
【００６４】
　リモートコントローラ受光部１１６は、リモートコントローラ１０６から送信されてき
た信号を受信する。リモートコントローラ受光部１１６で受信した信号はＣＰＵ１０８に
入力される。ＣＰＵ１０８は、当該信号に含まれる制御コードを解読し、当該制御コード
に応じた動作（音量の調整、チャンネルの設定、操作メニューの表示等）をするようにメ
インディスプレイ１０の各部を制御する。
【００６５】
　なお、メインディスプレイ１０の各部は内部バス１２１で相互に接続されており、ＣＰ
Ｕ１０８によってメインディスプレイ１０の各部の制御が可能となるように構成されてい
る。また、メインディスプレイ１０とリモートコントローラ１０６とは相互に無線通信し
てもよい。また、メインディスプレイ１０の本体に、ユーザ操作のためのボタン、ダイヤ
ル等からなる入力部を設けてもよい。また、図２においては、メインディスプレイ１０が
チューナやデコーダを備える例を示しているが、メインディスプレイ１０は、チューナや
デコーダを備えていなくてもよい。また、図２においては、メインディスプレイ１０がＨ
ＤＭＩ端子１３８を介して映像処理装置３０などの外部装置と接続される例を説明したが
、メインディスプレイ１０はコンポーネントにより外部装置と接続されてもよい。
【００６６】
　次に、図３を参照して本実施形態にかかるセカンドディスプレイのハードウェア構成を
説明する。
【００６７】
　図３は、セカンドディスプレイ２０のハードウェア構成を示したブロック図である。セ
カンドディスプレイ２０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）２０１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２０３と、ホストバス２０４と、を備える。また、
セカンドディスプレイ２０は、ブリッジ２０５と、外部バス２０６と、インタフェース２
０７と、入力装置２０８と、出力装置２１０と、ストレージ装置（ＨＤＤ）２１１と、ド
ライブ２１２と、通信装置２１５とを備える。
【００６８】
　ＣＰＵ２０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、各種プログラムに従って
セカンドディスプレイ２０内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ２０１は、マイクロプ



(12) JP 2010-81262 A 2010.4.8

10

20

30

40

50

ロセッサであってもよい。ＲＯＭ２０２は、ＣＰＵ２０１が使用するプログラムや演算パ
ラメータ等を記憶する。ＲＡＭ２０３は、ＣＰＵ２０１の実行において使用するプログラ
ムや、その実行において適宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバス
などから構成されるホストバス２０４により相互に接続されている。
【００６９】
　ホストバス２０４は、ブリッジ２０５を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
２０６に接続されている。なお、必ずしもホストバス２０４、ブリッジ２０５および外部
バス２０６を分離構成する必要はなく、一のバスにこれらの機能を実装してもよい。
【００７０】
　入力装置２０８は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイク、スイッチお
よびレバーなどユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に基づいて
入力信号を生成し、ＣＰＵ２０１に出力する入力制御回路などから構成されている。セカ
ンドディスプレイ２０のユーザは、該入力装置２０８を操作することにより、セカンドデ
ィスプレイ２０に対して各種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができ
る。
【００７１】
　出力装置２１０は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディスプレ
イ装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）装置およびランプなどの表示装置を含む。さらに、出力装
置２１０は、スピーカおよびヘッドホンなどの音声出力装置を含む。具体的には、表示用
情報に基づいて各種情報をテキストまたは映像などで表示する。一方、音声出力装置は、
再生された音声データ等を音声に変換して出力する。
【００７２】
　ストレージ装置２１１は、本実施形態にかかるセカンドディスプレイ２０の記憶部の一
例として構成されたデータ格納用の装置である。ストレージ装置２１１は、記憶媒体、記
憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置および記
憶媒体に記録されたデータを削除する削除装置などを含んでもよい。ストレージ装置２１
１は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）で構成される。このストレー
ジ装置２１１は、ハードディスクを駆動し、ＣＰＵ２０１が実行するプログラムや各種デ
ータを格納する。
【００７３】
　ドライブ２１２は、記憶媒体用リーダライタであり、セカンドディスプレイ２０に内蔵
、あるいは外付けされる。ドライブ２１２は、装着されている磁気ディスク、光ディスク
、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体２４に記録されている
情報を読み出して、ＲＡＭ２０３に出力する。
【００７４】
　通信装置２１５は、例えば、ネットワーク１２に接続するための通信デバイス等で構成
された通信インタフェースである。また、通信装置２１５は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　
Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）対応通信装置であっても、ワイヤレスＵＳＢ対応通信装置で
あっても、有線による通信を行うワイヤー通信装置であってもよい。この通信装置２１５
は、映像処理装置３０やネットワーク１２との間で各種情報を送受信することができる。
【００７５】
　なお、上記では図３を参照してセカンドディスプレイ２０のハードウェア構成について
説明したが、映像処理装置３０のハードウェアはセカンドディスプレイ２０と実質的に同
一に構成することが可能であるため、説明を省略する。
【００７６】
　　　[１．３　セカンドディスプレイの構成]
　以上、図２および図３を参照して各装置のハードウェア構成について説明した。続いて
、図４を参照し、セカンドディスプレイ２０について説明する。
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【００７７】
　図４は、本発明の第１の実施形態にかかるセカンドディスプレイ２０の構成を示した機
能ブロック図である。図４に示したように、セカンドディスプレイ２０は、通信部２１６
と、Ｗｅｂブラウザ２２０と、表示部２２４と、表示生成部２２８と、操作部２３２と、
要求部２３６と、を備える。
【００７８】
　なお、セカンドディスプレイ２０のＷｅｂブラウザ２２０、表示生成部２２８、および
要求部２３６などは、セカンドディスプレイ２０に内蔵されるＣＰＵ２０１およびＲＡＭ
２０３などが協働して演算や制御を行なうことにより実現される。
【００７９】
　通信部２１６は、映像処理装置３０や映画情報サーバ１６とのインターフェースであり
、映像処理装置３０や映画情報サーバ１６との間で各種情報を送受信する送信部、および
受信部として機能する。
【００８０】
　Ｗｅｂブラウザ２２０はＷｅｂページを閲覧するためのモジュールである。具体的には
、Ｗｅｂブラウザ２２０は、ネットワーク１２からＨＴＭＬやＸＨＴＭＬなどで表現され
たＷｅｂページの表示用情報を取得し、ＨＴＭＬやＸＨＴＭＬの内容を解析し、解析結果
に応じたレイアウトでＷｅｂページを生成する。例えば、Ｗｅｂブラウザ２２０は、映画
情報サーバ１６のＵＲＬを指定し、映画情報サーバ１６に記憶されているＷｅｂページの
表示用情報を取得し、取得した表示用情報に基づいて映画や俳優に関するＷｅｂページを
生成することができる。
【００８１】
　表示部２２４は、Ｗｅｂブラウザ２２０に生成されたＷｅｂページや表示生成部２２８
により生成された表示画面を表示する。当該表示部２２４は、例えば、ＬＣＤであっても
、ＰＤＰであっても、有機ＥＬであってもよい。
【００８２】
　表示生成部２２８は、各種表示画面を生成し、表示部２２４に表示させる。例えば、表
示生成部２２８は、ユーザがセカンドディスプレイ２０に各種指示を入力するためのユー
ザインターフェース画面を生成する。
【００８３】
　操作部２３２は、ユーザ操作による各種指示や各種情報の入力を検出する。操作部２３
２は、ユーザによるＷｅｂページに含まれるリンクやボタンなどの選択項目の選択操作を
検出する。
【００８４】
　要求部２３６は、操作部２３２に対するユーザ操作に基づき、映像処理装置３０に対し
て各種要求を行なう。各種要求としては、図１１および図１２を参照して説明する映像処
理装置３０に対する再生要求があげられる。
【００８５】
　　　[１．４　映像処理装置の機能]
　　　　（第１の例）
　図５は、映像処理装置３０の構成を示した機能ブロック図である。図５に示したように
、映像処理装置３０は、通信部３１６と、データ読込部３２０と、再生制御部３２４と、
再生部３２８と、記憶部３３２と、ＵＲＬ特定部３３６と、ＨＴＴＰクライアント３４０
と、生成部３４４と、Ｗｅｂサーバ３４８と、を備える。
【００８６】
　なお、映像処理装置３０の再生制御部３２４、再生部３２８、ＵＲＬ特定部３３６、Ｈ
ＴＴＰクライアント３４０、生成部３４４およびＷｅｂサーバ３４８などは、これら各構
成の機能を実行するプログラムを映像処理装置３０にインストールすることで実現される
。すなわち、映像処理装置３０に内蔵されるＣＰＵおよびＲＡＭなどが協働して当該プロ
グラムに従った演算や制御を行なうことにより、上記各構成を実現できる。
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【００８７】
　通信部３１６は、セカンドディスプレイ２０、映画情報サーバ１６、およびメインディ
スプレイ１０などとのインターフェースである。当該通信部３１６は、セカンドディスプ
レイ２０、映画情報サーバ１６、およびメインディスプレイ１０などとの間で各種情報を
送受信する送信部、および受信部として機能する。
【００８８】
　データ読込部３２０は、光ディスクや不揮発性メモリなどの記憶媒体からコンテンツ、
およびディスク識別情報を読込む。また、データ読込部３２０は、記憶媒体にコンテンツ
のメタ情報も記憶されている場合には当該メタ情報も読込む。かかるデータ読込部３２０
は、例えば光ディスクドライブであってもよい。
【００８９】
　再生制御部３２４は、データ読込部３２０に読込まれたコンテンツの再生制御を行なう
。例えば、再生制御部３２４は、映像処理装置３０に対するユーザ操作、またはＷｅｂサ
ーバ３４８によりセカンドディスプレイ２０から受け付けられた要求に基づいて再生制御
を行なう。
【００９０】
　再生部３２８は、再生制御部３２４による制御に従い、データ読込部３２０に読込まれ
たコンテンツを再生する。再生部３２８により再生されたコンテンツは、通信部３１６を
介してメインディスプレイ１０へ送信され、メインディスプレイ１０において表示される
。なお、上記では再生部３２８がデータ読込部３２０に読込まれたコンテンツを再生する
例を説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、再生部３２８は、ＨＤ
Ｄにより構成される記憶部３３２に記憶されているコンテンツを再生してもよい。
【００９１】
　ＵＲＬ特定部３３６は、再生部３２８により再生されるコンテンツのメタ情報の関連情
報のＵＲＬ（ネットワーク所在情報）を特定する。そのために、まず、ＨＴＴＰクライア
ント３４０（メタ情報取得部）が、データ読込部３２０により読込まれたディスク識別情
報をディスク識別サーバ１８へ送信し、ディスク識別サーバ１８からコンテンツのメタ情
報を取得する。
【００９２】
　図６は、ディスク識別サーバ１８に記憶されているコンテンツのメタ情報の具体例を示
した説明図である。図６に示したように、ディスク識別サーバ１８は、ディスク識別情報
と、タイトル、ディレクター、キャスト、および製作年月日などのメタ情報を対応付けて
記憶している。
【００９３】
　このようなメタ情報を記憶しているディスク識別サーバ１８は、映像処理装置３０から
ディスク識別情報を受信すると、受信したディスク識別情報に対応付けられているメタ情
報を映像処理装置３０へ送信する。例えば、ディスク識別サーバ１８は、ディスク識別情
報「ｘｘｘｘｘｘ」を受信すると、映像処理装置３０へタイトル「Ｓｐｉｄｅｒ－ｍｅｎ
９」、ディレクター「Ｓｅｍ　Ｒｅｉｍｉ」、キャスト「Ｔｏｂａｙ　Ｍｅｇｕｉｒａ」
などを送信する。
【００９４】
　なお、上記では映像処理装置３０がディスク識別サーバ１８からコンテンツのメタ情報
を取得する例を説明したが、本実施形態はかかる例に限定されない。例えば、コンテンツ
のメタ情報は光ディスクに記憶されており、データ読込部３２０が光ディスクから当該メ
タ情報を読込んでもよい。
【００９５】
　また、ＵＲＬ特定部３３６は、コンテンツのメタ情報を取得すると、メタ情報の関連情
報のＵＲＬを特定する。具体的には、映画情報サーバ１６に記憶されているＷｅｂページ
を検索するためのキーワード検索式が事前に設定されており、ＵＲＬ特定部３３６は、取
得したメタ情報を当該キーワード検索式に挿入することにより関連情報のＵＲＬを特定す
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る。
【００９６】
　例えば、映画情報サーバ１６における「ｙｙｙｙ」をキーワードとするキーワード検索
式は、「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｖｉｅ＿ｉｎｆｏ．ｃｏｍ／ｆｉｎｄ？ｑ＝ｙｙｙ
ｙ」と表現される。したがって、ＵＲＬ特定部３３６は、「Ｓｅｍ　Ｒｅｉｍｉ」という
メタ情報を取得した場合、「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｖｉｅ＿ｉｎｆｏ．ｃｏｍ／ｆ
ｉｎｄ？ｑ＝Ｓｅｍ　Ｒｅｉｍｉ」というＵＲＬを特定する。
【００９７】
　ＨＴＴＰクライアント３４０は、ネットワーク１２からＨＴＭＬやＸＨＴＭＬなどで表
現されたＷｅｂページの表示用情報を取得するためのモジュールである。特に、本実施形
態においては、ＨＴＴＰクライアント３４０はＵＲＬ特定部３３６により特定されたＵＲ
Ｌに配されているＷｅｂページの表示用情報を取得する。また、ＨＴＴＰクライアント３
４０は、ＷｅｂＡＰＩを有する任意のサービス提供サーバからＸＭＬで表現されたデータ
を取得することもできる。
【００９８】
　生成部３４４は、ＨＴＴＰクライアント３４０により取得された表示用情報に基づき、
セカンドディスプレイ２０に表示させるためのＷｅｂページの表示用情報を生成する。生
成部３４４により生成され、セカンドディスプレイ２０の表示部２２４に表示されるＷｅ
ｂページの具体例を図７に示す。
【００９９】
　図７は、セカンドディスプレイ２０に表示されるＷｅｂページの第１の例を示した説明
図である。図７に示したように、第１の例にかかるＷｅｂページは、コンテンツのジャケ
ット写真５２、コンテンツの概要が記載されたコンテンツ情報枠５４、およびディレクタ
ーの情報が記載されたディレクター情報枠５６などを含む。
【０１００】
　このような第１の例にかかるＷｅｂページの表示用情報は、ＨＴＴＰクライアント３４
０がコンテンツのタイトルやディレクターに関するＷｅｂページの表示用情報を映画情報
サーバ１６から取得し、生成部３４４がこれら表示用情報を組み合わせることにより生成
される。
【０１０１】
　かかる構成によれば、コンテンツを再生してメインディスプレイ１０に表示させつつ、
セカンドディスプレイ２０に再生中のコンテンツの関連情報を表示させることができる。
その結果、ユーザが、メインディスプレイ１０でコンテンツを視聴しつつ、メインディス
プレイ１０よりユーザに近接しているセカンドディスプレイ２０において簡易に視聴中の
コンテンツの関連情報を確認することが可能となる。
【０１０２】
　次に、図８を参照し、第１の実施形態にかかる映像表示システム１においてセカンドデ
ィスプレイ２０が第１の例にかかるＷｅｂページを表示する流れを説明する。
【０１０３】
　図８は、第１の実施形態にかかる映像表示システム１においてセカンドディスプレイ２
０が第１の例にかかるＷｅｂページを表示する流れを示したシーケンス図である。図８に
示したように、セカンドディスプレイ２０は、Ｗｅｂブラウザ２２０が起動されると（Ｓ
４０２）、映像処理装置３０に関連情報のＷｅｂページを要求する（Ｓ４０４）。
【０１０４】
　映像処理装置３０は、光ディスクの再生状況を確認し（Ｓ４０６）、現時点で光ディス
クが挿入されていないので例えば「Ｎｏ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｉｓ　ｐｌａｙｅｄ」という
文字列の表示用情報をセカンドディスプレイ２０へ送信する（Ｓ４０８）。そして、セカ
ンドディスプレイ２０は、再生状況の変化時に関連情報のＷｅｂページを送信するよう映
像処理装置３０へ要求する（Ｓ４１０）。
【０１０５】
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　その後、映像処理装置３０に光ディスクが挿入されると（Ｓ４１２）、映像処理装置３
０の状態変化をトリガとするｃｏｍｅｔ技術に基づき、通信部３１６が光ディスクのディ
スク識別情報をディスク識別サーバ１８へ送信する（Ｓ４１４）。そして、通信部３１６
がディスク識別サーバ１８からメタ情報を受信し（Ｓ４１６）、データ読込部３２０によ
り光ディスクから読込まれたコンテンツの再生を再生制御部３２４が再生部３２８に開始
させる（Ｓ４１８）。再生部３２８により再生されたコンテンツは、メインディスプレイ
１０へ出力され、メインディスプレイ１０において表示される。
【０１０６】
　一方、ＵＲＬ特定部３３６は、ディスク識別サーバ１８から取得されたメタ情報に基づ
き、メタ情報の関連情報が配されているＵＲＬを特定する（Ｓ４２０）。図８においては
、ＵＲＬ特定部３３６が映画情報サーバ１６上のＵＲＬを特定した例を示しており、ＨＴ
ＴＰクライアント３４０は、映画情報サーバ１６上の特定されたＵＲＬに配されているＷ
ｅｂページの表示用情報を要求する（Ｓ４２２）。そして、映画情報サーバ１６は、要求
されたＷｅｂページの表示用情報を映像処理装置３０へ送信する（Ｓ４２４）。
【０１０７】
　続いて、映像処理装置３０の生成部３４４は、映画情報サーバ１６から送信されたＷｅ
ｂページの表示用情報に基づいて、例えば図７に示したようなセカンドディスプレイ２０
用のＷｅｂページの表示用情報を生成する（Ｓ４２６）。そして、通信部３１６が当該Ｗ
ｅｂページの表示用情報をセカンドディスプレイ２０へ送信する（Ｓ４２８）。
【０１０８】
　セカンドディスプレイ２０のＷｅｂブラウザ２２０は、映像処理装置３０から送信され
た表示用情報を解析してＷｅｂページを生成し、表示部２２４に表示させる（Ｓ４３０）
。このように、第１の例によれば、ユーザにセカンドディスプレイ２０に対する特段の操
作を強いることなく、メインディスプレイ１０において再生中のコンテンツの関連情報を
セカンドディスプレイ２０に表示することが可能である。
【０１０９】
　なお、上記では再生対象のコンテンツが映画であることを前提に説明をしたが、再生対
象のコンテンツは映画に限定されない。例えば、再生対象のコンテンツが撮像時の位置情
報（ＧＰＳデータ）の付加されている写真である場合、ＵＲＬ特定部３３６は、当該位置
情報を地図上から検索するためのＵＲＬを特定してもよい。その結果、メインディスプレ
イ１０に写真を表示させつつ、当該写真の撮像位置に目印が付けられた地図をセカンドデ
ィスプレイ２０に表示させることが可能となる。
【０１１０】
　また、映像処理装置３０にＣｏｍｅｔ技術を適用することにより、コンテンツの再生開
始に加え、コンテンツの再生が特定位置に達したことなどをトリガにセカンドディスプレ
イ２０に表示させるＷｅｂページを切替えることも可能である。
【０１１１】
　　　　（第２の例）
　続いて、図９および図１０を参照して、第２の例にかかるＷｅｂページをセカンドディ
スプレイ２０に表示させるための構成および動作について説明する。
【０１１２】
　第１の例と同様に、ＵＲＬ特定部３３６は、メタ情報の関連情報のＵＲＬを特定する。
しかし、生成部３４４は、第１の例と異なり、特定されたＵＲＬに配されているＷｅｂペ
ージの表示用情報を用いることなく、例えば図９に示すセカンドディスプレイ２０用のＷ
ｅｂページの表示用情報を生成する。
【０１１３】
　図９は、セカンドディスプレイ２０に表示されるＷｅｂページの第２の例を示した説明
図である。図９に示したように、第２の例にかかるＷｅｂページは、コンテンツのジャケ
ット写真６２、コンテンツ名６３、ディレクター名６４、ライター名６５、およびキャス
ト名６６～６８などを含む。
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【０１１４】
　ここで、コンテンツ名６３、ディレクター名６４、ライター名６５、およびキャスト名
６６～６８など（第１の選択項目）には、ＵＲＬ特定部３３６により特定されたＵＲＬが
埋め込まれている。したがって、セカンドディスプレイ２０に表示されている第２の例に
かかるＷｅｂページにおいて、例えばディレクター名６４がユーザにより選択されると、
Ｗｅｂブラウザ２２０がディレクター名６４に埋め込まれているＵＲＬへアクセスする。
その結果、セカンドディスプレイ２０の表示部２２４に、ディレクター「Ｓｅｍ－Ｒｅｉ
ｍｉ」の関連情報を含むＷｅｂページが表示される。
【０１１５】
　このように、第２の例にかかるＷｅｂページは関連情報のＵＲＬリンク集を含み、セカ
ンドディスプレイ２０は、ユーザにより選択された選択項目に埋め込まれているＵＲＬか
ら関連情報を取得して表示部２２４に表示させることができる。なお、生成部３４４によ
り生成される第２の例にかかるＷｅｂページの表示用情報の一部は、例えば以下のＨＴＭ
Ｌソースコードのように表現される。
【０１１６】
　Ｄｉｒｅｃｔｏｒ＜ａ　ｈｒｅｆ＝ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｖｉｅ＿ｉｎｆｏ．ｃ
ｏｍ／ｆｉｎｄ？ｑ＝Ｓｅｍ　Ｒｅｉｍｉ＞
Ｓｅｍ　Ｒｅｉｍｉ＜／ａ＞＜ｂｒ＞
　Ｗｒｉｔｅｒ：＜ａ　ｈｒｅｆ＝ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｖｉｅ＿ｉｎｆｏ．ｃｏ
ｍ／ｆｉｎｄ？ｑ＝Ｉｖｅｎ　Ｒｅｉｍｉ＞
Ｉｖｅｎ　Ｒｅｉｍｉ＜／ａ＞＜ｂｒ＞
　Ｃａｓｔ：＜ａ　ｈｒｅｆ＝ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｖｉｅ＿ｉｎｆｏ．ｃｏｍ／
ｆｉｎｄ？ｑ＝Ｔｏｂａｙ　Ｍｅｇｕｉｒｅ＞
ＴｏｂａｙＭｅｇｕｉｒａ＜／ａ＞＜ｂｒ＞
　＜ａ　ｈｒｅｆ＝ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｖｉｅ＿ｉｎｆｏ．ｃｏｍ／ｆｉｎｄ？
ｑ＝Ｋｉｒｓｔａｎ　Ｄｕｎｓｔ＞
Ｋｉｒｓｔａｎ　Ｄｕｎｓｔ＜／ａ＞
　＜ａ　ｈｒｅｆ＝ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｏｖｉｅ＿ｉｎｆｏ．ｃｏｍ／ｆｉｎｄ？
ｑ＝Ｊｅｍａｓ　Ｆｒｅｎｃｏ＞
Ｊｅｍａｓ　Ｆｒｅｎｃｏ＜／ａ＞
【０１１７】
　続いて、図１０を参照し、第１の実施形態にかかる映像表示システム１においてセカン
ドディスプレイ２０が第２の例にかかるＷｅｂページを表示する流れを説明する。
【０１１８】
　図１０は、第１の実施形態にかかる映像表示システム１においてセカンドディスプレイ
２０が第２の例にかかるＷｅｂページを表示する流れを示したシーケンス図である。図１
０に示したように、セカンドディスプレイ２０は、Ｗｅｂブラウザ２２０が起動されると
（Ｓ５０２）、映像処理装置３０に関連情報のＷｅｂページを要求する（Ｓ５０４）。
【０１１９】
　映像処理装置３０は、光ディスクの再生状況を確認し（Ｓ５０６）、現時点で光ディス
クが挿入されていないので例えば「Ｎｏ　ｃｏｎｔｅｎｔ　ｉｓ　ｐｌａｙｅｄ」という
文字列の表示用情報をセカンドディスプレイ２０へ送信する（Ｓ５０８）。そして、セカ
ンドディスプレイ２０は、再生状況の変化時に関連情報のＷｅｂページを送信するよう映
像処理装置３０へ要求する（Ｓ５１０）。
【０１２０】
　その後、映像処理装置３０に光ディスクが挿入されると（Ｓ５１２）、映像処理装置３
０の状態変化をトリガとするｃｏｍｅｔ技術に基づき、通信部３１６が光ディスクのディ
スク識別情報をディスク識別サーバ１８へ送信する（Ｓ５１４）。そして、通信部３１６
がディスク識別サーバ１８からメタ情報を受信し（Ｓ５１６）、データ読込部３２０によ
り光ディスクから読込まれたコンテンツの再生を再生制御部３２４が再生部３２８に開始
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させる（Ｓ５１８）。再生部３２８により再生されたコンテンツは、メインディスプレイ
１０へ出力され、メインディスプレイ１０において表示される。
【０１２１】
　一方、ＵＲＬ特定部３３６は、ディスク識別サーバ１８から取得されたメタ情報に基づ
き、メタ情報の関連情報が配されているＵＲＬを特定する（Ｓ５２０）。その後、生成部
３４４が、ＵＲＬ特定部３３６により特定されたＵＲＬのリンク集を含むＷｅｂページの
表示用情報を生成し（Ｓ５２２）、通信部３１６が当該Ｗｅｂページの表示用情報をセカ
ンドディスプレイ２０へ送信する（Ｓ５２４）。
【０１２２】
　セカンドディスプレイ２０のＷｅｂブラウザ２２０は、映像処理装置３０から送信され
た表示用情報を解析してＵＲＬリンク集を含むＷｅｂページを生成し、表示部２２４に表
示させる（Ｓ５２６）。その後、ユーザによりＷｅｂページにおいていずれかの選択項目
が選択されると（Ｓ５２８）、Ｗｅｂブラウザ２２０が当該選択項目に埋め込まれている
ＵＲＬに配されているＷｅｂページの表示用情報を要求する（Ｓ５３０）。そして、映画
情報サーバ１６は、要求された関連情報のＷｅｂページの表示用情報をセカンドディスプ
レイ２０へ送信する（Ｓ５３２）。
【０１２３】
　その結果、セカンドディスプレイ２０のＷｅｂブラウザ２２０が、メインディスプレイ
１０で再生されているコンテンツのメタ情報の関連情報のＷｅｂページを生成し、表示部
２２４に表示させることが可能となる。なお、ユーザは当該関連情報のＷｅｂページから
他のＷｅｂページを閲覧することも、関連情報のＵＲＬリンク集に戻って他の関連情報の
Ｗｅｂページを閲覧することもできる。
【０１２４】
　　　　（第３の例）
　続いて、図１１を参照して、第３の例にかかるＷｅｂページをセカンドディスプレイ２
０に表示させるための動作について説明する。
【０１２５】
　ＳＮＳ（Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を介して、複数のユ
ーザ間でコンテンツのレビューコメントが共有されており、特定のシーンに関するレビュ
ーコメントにタイムコード（コンテンツの再生箇所）が付されているとする。より詳細に
は、タイムコードは、[ＴｉｍｅＣｏｄｅ＝００：００：００]という可読性のある形式で
特定のシーンに関するレビューコメントの冒頭や末尾などに記載されていてもよい。
【０１２６】
　この場合、ＵＲＬ特定部３３６が再生対象のコンテンツのレビューコメントが配されて
いるＵＲＬを特定し、ＨＴＴＰクライアント３４０が再生対象のコンテンツのレビューコ
メントを当該ＵＲＬから取得する。そして、生成部３４４が、ＨＴＴＰクライアント３４
０により取得されたレビューコメントからタイムコードを抽出し、当該タイムコードの示
す再生箇所のタイムサーチ用のＵＲＬ文字列を生成する。そして、生成部３４４は、図１
１に示すように、当該タイムサーチ用のＵＲＬ文字列が埋め込まれた第３の例にかかるＷ
ｅｂページの表示用情報を生成する。
【０１２７】
　図１１は、セカンドディスプレイ２０に表示されるＷｅｂページの第３の例を示した説
明図である。図１１に示したように、第３の例にかかるＷｅｂページは、コンテンツのジ
ャケット写真７２、およびシーン選択項目（第３の選択項目）７４、７６および７８を含
む。また、シーン選択項目７４、７６および７８の表示用情報には、以下のタイムサーチ
用のＵＲＬ文字列が埋め込まれている。なお、生成部３４４は、レビューコメントに含ま
れていたタイムコードを、＜ａ＞タグに置き換えてタイムサーチ用のＵＲＬ文字列を生成
する。
【０１２８】
　＜ａ　ｈｒｅｆ　＝　“ｈｔｔｐ：／／＜映像処理装置３０のＩＰアドレス＞／ｖｉｄ
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ｅｏ／ｔｉｍｅ＿ｓｅａｒｃｈ？ｔｉｍｅ＝００＿０５＿３２”＞お勧めシーンＡ（００
：０５：３２）＜／ａ＞
＜ａ　ｈｒｅｆ　＝　“ｈｔｔｐ：／／＜映像処理装置３０のＩＰアドレス＞／ｖｉｄｅ
ｏ／ｔｉｍｅ＿ｓｅａｒｃｈ？ｔｉｍｅ＝００＿３９＿１２”＞お勧めシーンＢ（００：
３９：１２）＜／ａ＞
＜ａ　ｈｒｅｆ　＝　“ｈｔｔｐ：／／＜映像処理装置３０のＩＰアドレス＞／ｖｉｄｅ
ｏ／ｔｉｍｅ＿ｓｅａｒｃｈ？ｔｉｍｅ＝０１＿１０＿５３”＞お勧めシーンＣ（０１：
１０：５３）＜／ａ＞
【０１２９】
　セカンドディスプレイ２０に表示されるこの第３の例にかかるＷｅｂページにおいてユ
ーザによりいずれかのシーン選択項目が選択されると、要求部２３６がシーン選択項目に
埋め込まれているタイムサーチ用のＵＲＬ文字列を映像処理装置３０へ送信する。そして
、映像処理装置３０のＷｅｂサーバ３４８によりタイムサーチ用のＵＲＬ文字列が受け付
けると、再生制御部３２４は、タイムサーチ用のＵＲＬ文字列に含まれるタイムコードの
示す再生箇所から再生部３２８にコンテンツを再生させる。
【０１３０】
　このように、ユーザは、映像処理装置３０およびメインディスプレイ１０と離隔するセ
カンドディスプレイ２０を操作することにより、映像処理装置３０にコンテンツ中の特定
のシーンからの再生を開始させ、メインディスプレイ１０に表示させることが可能である
。なお、特定のシーンのタイムコードは光ディスクに記録されていてもよい。
【０１３１】
　　　　　（第４の例）
　続いて、図１２を参照して、第４の例にかかるＷｅｂページをセカンドディスプレイ２
０に表示させるための動作について説明する。
【０１３２】
　上記では、関連情報のＷｅｂページをセカンドディスプレイ２０に表示させる例を説明
したが、メインディスプレイ１０に表示させた方がユーザの希望に沿う場合が想定される
。例えば、ユーザは、動画形式や静止画形式で表現される関連情報のＷｅｂページについ
ては、メインディスプレイ１０で表示すること所望する場合も考えられる。したがって、
生成部３４４は、図１２に示すように、関連情報のＷｅｂページをセカンドディスプレイ
２０に表示させるか、メインディスプレイ１０に表示させるかをユーザが選択するための
ボタン表示を含むＷｅｂページの表示用情報を生成してもよい。
【０１３３】
　図１２は、セカンドディスプレイ２０に表示されるＷｅｂページの第４の例を示した説
明図である。図１２に示したように、第４の例にかかるＷｅｂページは、トレーラ表示領
域８１と、写真表示領域８４と、ボタン表示８２、８３、８５および８６とを含む。
【０１３４】
　図１２に示したＷｅｂページにおいて、ボタン表示８３（第１の選択項目）がユーザに
より選択されると、Ｗｅｂブラウザ２２０がＳｐｉｄｅｒ－ｍｅｎ１０のトレーラ映像を
含むＷｅｂページの表示用情報を取得し、トレーラ表示領域８１に表示する。一方、ボタ
ン表示８２（第２の選択項目）がユーザにより選択されると、要求部２３６がＳｐｉｄｅ
ｒ－ｍｅｎ１０のトレーラ映像のメインディスプレイ１０での表示を映像処理装置３０へ
要求する。
【０１３５】
　そして、映像処理装置３０のＷｅｂサーバ３４８によりセカンドディスプレイ２０から
の要求が受け付けられると、ＨＴＴＰクライアント３４０がＳｐｉｄｅｒ－ｍｅｎ１０の
トレーラ映像を含むＷｅｂページの表示用情報を取得する。さらに、Ｓｐｉｄｅｒ－ｍｅ
ｎ１０のトレーラ映像がメインディスプレイ１０に出力され、メインディスプレイ１０が
Ｓｐｉｄｅｒ－ｍｅｎ１０のトレーラ映像を表示する。なお、他の情報はセカンドディス
プレイ２０に表示されているため、メインディスプレイ１０は全画面を利用してトレーラ
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映像を表示してもよい。また、ボタン表示８２および８３は、例えば以下のＨＴＭＬソー
スコードのように表現される。
【０１３６】
　＜ｉｎｐｕｔ　ｔｙｐｅ＝“ｂｕｔｔｏｎ”　ｎａｍｅ＝“ｂ１”　ｖａｌｕｅ＝“メ
インディスプレイで視聴する”　　ｏｎＣｌｉｃｋ＝“ｐｌａｙ＿ｏｎ＿ｍｄ（）”　／
＞
＜ｉｎｐｕｔ　ｔｙｐｅ＝“ｂｕｔｔｏｎ“　ｎａｍｅ＝”ｂ２”　ｖａｌｕｅ＝“セカ
ンドディスプレイで視聴する“　ｏｎＣｌｉｃｋ＝“ｐｌａｙ＿ｏｎ＿ｓｄ（）”　／＞
【０１３７】
　同様に、図１２に示したＷｅｂページにおいて、ボタン表示８６（第１の選択項目）が
ユーザにより選択されると、Ｗｅｂブラウザ２２０がＳｐｉｄｅｒ－ｍｅｎ１０の写真画
像を含むＷｅｂページの表示用情報を取得し、写真表示領域８１に表示する。一方、ボタ
ン表示８５（第２の選択項目）がユーザにより選択されると、要求部２３６がＳｐｉｄｅ
ｒ－ｍｅｎ１０の写真画像のメインディスプレイ１０での表示を映像処理装置３０へ要求
する。このように、ユーザは、関連情報の表現形式や目的などに応じて、関連情報をセカ
ンドディスプレイ２０に表示させるかメインディスプレイ１０に表示させるかを選択する
ことができる。
【０１３８】
　　＜２．第２の実施形態＞
　以上説明した第１の実施形態においては、セカンドディスプレイ２０がＷｅｂブラウザ
２２０を備えていることを前提としていた。しかし、以下に説明するように、Ｗｅｂブラ
ウザ機能を備えないセカンドディスプレイ２０’により第２の実施形態にかかる映像表示
システム２を構成することも可能である。
【０１３９】
　図１３は、本発明の第２の実施形態にかかる映像表示システム２の全体構成を示した説
明図である。図１３に示したように、第２の実施形態にかかる映像表示システム２は、メ
インディスプレイ１０と、ルータ／ハブ１３と、セカンドディスプレイ２０’と、アンテ
ナ２２と、映像処理装置３０と、を備える。また、映像表示システム２は、ネットワーク
１２と、放送局１４と、映画情報サーバ１６と、ディスク識別サーバ１８と、を備える。
なお、第２の実施形態にかかる映像表示システム２の構成は、第１の実施形態にかかる映
像表示システム１の構成と共通する部分が多いため、以下では第１の実施形態と異なる部
分に重きをおいて説明する。
【０１４０】
　第２の実施形態にかかるセカンドディスプレイ２０’は、映像処理装置３０と通信する
ことは可能であるが、ネットワーク１２に直接接続することができない点で第１の実施形
態と異なる。このような第２の実施形態にかかるセカンドディスプレイ２０’の構成につ
いて図１４を参照して説明する。
【０１４１】
　図１４は、第２の実施形態にかかるセカンドディスプレイ２０’の構成を示した説明図
である。図１４に示したように、セカンドディスプレイ２０’は、通信部２１６、表示部
２２４、表示生成部２２８、および操作部２３２を備えるが、Ｗｅｂブラウザを備えてい
ない。このため、第２の実施形態にかかるセカンドディスプレイ２０’は、Ｗｅｂページ
の表示用情報を解釈することができず、Ｗｅｂページの表示用情報を取得してもＷｅｂペ
ージを表示することができない。
【０１４２】
　そこで、本実施形態においては、映像処理装置３０が、セカンドディスプレイ２０’の
プロキシとなってＷｅｂページの表示用情報を取得し、セカンドディスプレイ２０’が対
応可能（対応）なＧＵＩに変換してセカンドディスプレイ２０’へ供給する。例えば、映
像処理装置３０のＨＴＴＰクライアント３４０が、再生部３２８により再生されているコ
ンテンツのメタ情報の関連情報のＷｅｂページを取得し、生成部３４４が、関連情報のＷ
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ｅｂページをセカンドディスプレイ２０’の対応可能なＧＵＩに変換する。
【０１４３】
　より詳細には、生成部３４４は、セカンドディスプレイ２０’の解像度や操作部２３２
の仕様に応じたＧＵＩへの変換を行い、変換後のＧＵＩがセカンドディスプレイ２０’へ
供給される。
【０１４４】
　かかる構成により、第２の実施形態にかかるセカンドディスプレイ２０’は、Ｗｅｂブ
ラウズ機能を有さなくても、第１の実施形態において説明した関連情報のＷｅｂページと
等価なＧＵＩを表示することができる。
【０１４５】
　　＜３．第３の実施形態＞
　以上説明した第１の実施形態および第２の実施形態においては、映像処理装置３０がコ
ンテンツを再生することを前提としていた。しかし、以下に説明する第３の実施形態にお
いては、コンテンツを再生する装置は特に限定されない。
【０１４６】
　図１５は、本発明の第３の実施形態にかかる映像表示システム３の全体構成を示した説
明図である。図１５に示したように、第２の実施形態にかかる映像表示システム２は、メ
インディスプレイ１０と、ルータ／ハブ１３と、セカンドディスプレイ２０と、アンテナ
２２と、映像処理装置３０’と、ＰＣ３２と、を備える。また、映像表示システム２は、
ネットワーク１２と、放送局１４と、映画情報サーバ１６と、ディスク識別サーバ１８と
、を備える。なお、第３の実施形態にかかる映像表示システム３の構成は、第１の実施形
態にかかる映像表示システム１の構成と共通する部分が多いため、以下では第１の実施形
態と異なる部分に重きをおいて説明する。
【０１４７】
　ＰＣ３２は、コンテンツを再生し、再生したコンテンツをメインディスプレイ１０へ出
力する。なお、ＰＣ３２は、光ディスクから読込んだコンテンツを再生しても、内蔵して
いるＨＤＤから読込んだコンテンツを再生しても、ネットワーク１２を介して取得したコ
ンテンツを再生してもよい。
【０１４８】
　また、ＰＣ３２は、再生中のコンテンツのメタ情報を映像処理装置３０に送信する。な
お、ＰＣ３２は、メタ情報を光ディスクから読込んでも、ディスク識別サーバ１８から取
得してもよい。
【０１４９】
　映像処理装置３０’は、第１の実施形態と同様の図５に示した機能ブロック図のように
構成される。映像処理装置３０’のＷｅｂサーバ３４８によりＰＣ３２において再生中の
コンテンツのメタ情報が受け付けられると、ＵＲＬ特定部３３６が当該メタ情報に基づい
て関連情報のＵＲＬを特定する。そして、第１の実施形態と同様に、映像処理装置３０’
が関連情報のＷｅｂページの表示用情報を生成してセカンドディスプレイ２０に送信する
ことにより、セカンドディスプレイ２０における関連情報のＷｅｂページの表示が可能と
なる。なお、ＰＣ３２には、事前に映像処理装置３０のＷｅｂサーバ３４８にアクセスす
るための情報が設定されていてもよい。
【０１５０】
　次に、図１６を参照し、第３の実施形態にかかる映像表示システム３において実行され
る情報処理方法の流れを説明する。
【０１５１】
　図１６は、第３の実施形態にかかる映像表示システム３の動作の流れを示したシーケン
ス図である。図１６に示したように、セカンドディスプレイ２０は、Ｗｅｂブラウザ２２
０が起動されると（Ｓ６０２）、映像処理装置３０に関連情報のＷｅｂページを要求する
（Ｓ６０４）。
【０１５２】
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　映像処理装置３０は、コンテンツの再生状況を確認し（Ｓ６０６）、映像処理装置３０
においてもＰＣ３２においてもコンテンツの再生が行なわれていないため、「Ｎｏ　ｃｏ
ｎｔｅｎｔ　ｉｓ　ｐｌａｙｅｄ」という文字列の表示用情報を送信する（Ｓ６０８）。
そして、セカンドディスプレイ２０が再生状況の変化時に関連情報のＷｅｂページを送信
するよう映像処理装置３０へ要求すると（Ｓ６１０）、映像処理装置３０が映像表示シス
テム３に含まれるＰＣ３２に同様の要求を行なう（Ｓ６１２）
【０１５３】
　その後、ＰＣ３２がコンテンツの再生を開始すると（Ｓ６１４）、再生したコンテンツ
をメインディスプレイ１０へ出力してメインディスプレイ１０に表示させる。さらに、Ｐ
Ｃ３２は、コンテンツのメタ情報を映像処理装置３０へ送信する（Ｓ６１６）。
【０１５４】
　映像処理装置３０’のＷｅｂサーバ３４８によりＰＣ３２において再生中のコンテンツ
のメタ情報が受け付けられると、ＵＲＬ特定部３３６が当該メタ情報に基づいて関連情報
のＵＲＬを特定する（Ｓ６１８）。その後、生成部３４４が、ＵＲＬ特定部３３６により
特定されたＵＲＬのリンク集を含むＷｅｂページの表示用情報を生成し（Ｓ６２０）、通
信部３１６が当該Ｗｅｂページの表示用情報をセカンドディスプレイ２０へ送信する（Ｓ
６２２）。
【０１５５】
　セカンドディスプレイ２０のＷｅｂブラウザ２２０は、映像処理装置３０から送信され
た表示用情報を解析してＵＲＬリンク集を含むＷｅｂページを生成し、表示部２２４に表
示させる（Ｓ６２４）。その後、ユーザによりＷｅｂページにおいていずれかの選択項目
が選択されると（Ｓ６２６）、Ｗｅｂブラウザ２２０が当該選択項目に埋め込まれている
ＵＲＬに配されているＷｅｂページの表示用情報を要求する（Ｓ６２８）。そして、映画
情報サーバ１６は、要求された関連情報のＷｅｂページの表示用情報をセカンドディスプ
レイ２０へ送信する（Ｓ６３０）。
【０１５６】
　その結果、セカンドディスプレイ２０のＷｅｂブラウザ２２０が、ＰＣ３２で再生され
ているコンテンツのメタ情報の関連情報のＷｅｂページを生成し、表示部２２４に表示さ
せることが可能となる。
【０１５７】
　　＜４．補足＞
【０１５８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１５９】
　例えば、本明細書の映像表示システム１の処理における各ステップは、必ずしもシーケ
ンス図として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、映像表示シ
ステム１の処理における各ステップは、並列的あるいは個別に実行される処理（例えば、
並列処理あるいはオブジェクトによる処理）を含んでもよい。
【０１６０】
　また、上記では、現在再生中のコンテンツの関連情報のＷｅｂページをセカンドディス
プレイ２０に表示させる例を説明したが、本発明はかかる例に限定されない。例えば、再
生前、または再生終了後のコンテンツの関連情報のＷｅｂページをセカンドディスプレイ
２０に表示させてもよい。
【０１６１】
　また、映像処理装置３０およびセカンドディスプレイ２０に内蔵されるＣＰＵ２０１、
ＲＯＭ２０２およびＲＡＭ２０３などのハードウェアを、上述した映像処理装置３０およ
びセカンドディスプレイ２０の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプロ
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グラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供
される。また、図４および図５の機能ブロック図で示したそれぞれの機能ブロックをハー
ドウェアで構成することで、一連の処理をハードウェアで実現することもできる。
【図面の簡単な説明】
【０１６２】
【図１】第１の実施形態にかかる映像表示システムの全体構成を示した説明図である。
【図２】本実施形態にかかるメインディスプレイのハードウェア構成を示すブロック図で
ある。
【図３】セカンドディスプレイのハードウェア構成を示したブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態にかかるセカンドディスプレイの構成を示した機能ブロ
ック図である。
【図５】映像処理装置の構成を示した機能ブロック図である。
【図６】ディスク識別サーバに記憶されているコンテンツのメタ情報の具体例を示した説
明図である。
【図７】セカンドディスプレイに表示されるＷｅｂページの第１の例を示した説明図であ
る。
【図８】第１の実施形態にかかる映像表示システムにおいてセカンドディスプレイが第１
の例にかかるＷｅｂページを表示する流れを示したシーケンス図である。
【図９】セカンドディスプレイに表示されるＷｅｂページの第２の例を示した説明図であ
る。
【図１０】第１の実施形態にかかる映像表示システムにおいてセカンドディスプレイが第
２の例にかかるＷｅｂページを表示する流れを示したシーケンス図である。
【図１１】セカンドディスプレイに表示されるＷｅｂページの第３の例を示した説明図で
ある。
【図１２】セカンドディスプレイに表示されるＷｅｂページの第４の例を示した説明図で
ある。
【図１３】本発明の第２の実施形態にかかる映像表示システムの全体構成を示した説明図
である。
【図１４】第２の実施形態にかかるセカンドディスプレイの構成を示した説明図である。
【図１５】本発明の第３の実施形態にかかる映像表示システムの全体構成を示した説明図
である。
【図１６】第３の実施形態にかかる映像表示システムの動作の流れを示したシーケンス図
である。
【符号の説明】
【０１６３】
　１０　　　メインディスプレイ
　１２　　　ネットワーク
　１６　　　映画情報サーバ
　１８　　　ディスク識別サーバ
　２０　　　セカンドディスプレイ
　３０　　　映像処理装置
　２１６、３１６　　通信部
　２２０　　Ｗｅｂブラウザ
　２２４　　表示部
　２３２　　操作部
　２３６　　要求部
　３２０　　データ読込部
　３２４　　再生制御部
　３２８　　再生部
　３３６　　ＵＲＬ特定部
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　３４０　　ＨＴＴＰクライアント
　３４４　　生成部
　３４８　　Ｗｅｂサーバ
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(26) JP 2010-81262 A 2010.4.8

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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