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(57)【要約】
【課題】テレビで視聴しているテレビ番組に関連するイ
ンターネット上のホームページへのアクセスを容易にす
る。
【解決手段】テレビ番組と該番組に関連するインターネ
ット上のホームページのアドレス情報を対応させて保持
し、テレビ放送視聴中にインターネットへ切り替えると
視聴しているテレビ番組に対応するアドレス情報を使用
してホームページにアクセスするようにした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テレビ放送を受信し、インターネットに接続してネットワークサービスを受けることが
可能な情報通信装置であって、
　テレビ放送を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した情報を、表示装置に表示するために出力する表示制御部と、
　インターネットに接続するネットワーク接続部と、
　ユーザからの指示を入力する入力制御部と、
　を有する情報通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報通信装置および情報提供サーバ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、急速に普及しているインターネットは、会社でのビジネス用途に止まらず、家庭
で利用するケースも増えており、パソコン以外のインターネット接続専用装置や携帯電話
で利用するケースが多くなっている。また、最近では、インターネットとテレビジョン（
テレビ）放送の受信を１つの装置で実現するインターネットテレビも登場している。
【０００３】
　ビジネス中心から家庭での利用が増加するにつれて、インターネットはテレビ放送に並
ぶ情報供給源として、益々、注目を集めている。インターネットでは、ホームページと呼
ばれる方法で情報の配信を行なっており、ビジネスの情報発信源としてホームページを公
開する会社が多くなってきた。テレビ放送局でも、テレビ放送だけでなく、インターネッ
トを利用した情報発信を積極的に行なっている。
【０００４】
　テレビ放送を補う形で、より詳細な情報を授受するための手段として、テレビ放送にお
いてインターネットのアドレス情報を紹介する機会が増えている。これらのホームページ
を参照するためには、テレビ放送のチャンネルに相当するホームページアドレス情報を指
定，入力する必要がある。パソコンでは、キーボードを使ってアドレス情報を入力するこ
とにより、ホームページを参照することができる。携帯電話によるインターネット利用が
盛んになるにつれて、携帯電話の小さな画面や少ないキーに特化したホームページも増え
てきた。しかし、アドレス情報からそのホームページをアクセスして参照するためには、
やはりキー入力によりアドレス情報を入力する必要がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－２８８３９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　インターネットテレビの場合には、テレビ放送の受信とインターネット接続機の機能が
混在しており、指示入力もリモコンを使用することが多い。リモコンを利用した場合、ホ
ームページのアドレス情報をキーで入力することは、キーの数が少ないことも有り、問題
が多い。特開平１１－２８８３９７号公報「情報通信装置、遠隔制御装置及び情報通信シ
ステム」には、遠隔制御装置であるリモコンにアドレス情報を受信，記憶し、それを選択
させる手段を搭載するアイデアが記載されている。しかし、インターネットテレビでテレ
ビ放送を視聴している状態からインターネットに切り替える場合に、見たいホームページ
を指定するためには、やはりアドレス情報をキーで指示入力する必要がある。また、アド
レス情報がわからなければ、検索サービスを提供するホームページを利用するなどの手間
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が必要である。
【０００７】
　本発明の目的は、テレビ放送で提供される情報に関するインターネット上のホームペー
ジを容易にアクセスすることができる情報通信装置と情報提供サーバ装置を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、テレビ番組と該番組に関連するインターネット上のホームページのアドレス
情報を対応させて保持し、テレビ放送視聴中にインターネットへ切り替えると視聴してい
るテレビ番組に対応するアドレス情報を使用してホームページにアクセスするようにした
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の情報通信装置および情報提供サーバ装置によれば、アドレス情報を入力操作す
ることなく、視聴中のテレビ番組に関係の深いホームページにアクセスすることができ、
テレビ放送を視聴しながら該テレビ番組に関係するホームページをみるときのリモコンな
どの入力装置による操作性が大幅に向上する。
【００１０】
　また、テレビ番組の放送情報とインターネットへアクセスするためのアドレス情報をイ
ンターネットを通して入手することにより、アドレス情報を知らなくても視聴中のテレビ
番組に関連するホームページをアクセスして参照することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施の形態である情報通信装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の一実施の形態である情報提供サーバ装置の構成を示すブロック図である
。
【図３】本発明の情報通信装置で使用する入力装置の一実施の形態を示す外観図である。
【図４】図１に示した情報通信装置の機能ブロック図である。
【図５】図２に示した情報提供サーバ装置が保持するアドレス情報変換用テーブルである
。
【図６】本発明の実施の形態においてインターネットに切り替えるときのフローチャート
である。
【図７】本発明の実施の形態におけるアドレス情報選択画面である。
【図８】本発明の情報通信装置がアドレス情報変換用テーブルを一括取得するための一実
施の形態を示すフローチャートである。
【図９】本発明の情報通信装置が時刻とチャンネルを示す文字列コードを入力してインタ
ーネットに切り替えるための一実施の形態を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の情報通信装置における文字列コードを入力するためのコード入力画面
である。
【図１１】本発明の情報通信装置において入力する文字列コードの例である。
【図１２】本発明の情報通信装置において取得したアドレス情報を訂正して使用するため
の一実施の形態を示すフローチャートである。
【図１３】アドレス情報を表示および訂正するための表示画面の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００１３】
　図１は、この実施の形態で説明する情報通信装置の構成を示すブロック図である。
【００１４】
　この実施の形態における情報通信装置１０１は、装置の全体を制御する制御部１０２と
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、情報通信装置１０１にユーザからの指示を入力するリモコンである入力装置１０３およ
び入力情報を解析，制御する入力制御部１０４と、テレビ放送とインターネット上のホー
ムページの両方を表示可能な表示装置１０５および該表示装置に情報を送信する表示制御
部１０６と、情報通信装置１０１内の情報を記憶する記憶手段であるメモリ１０７と、テ
レビ放送の電波を受信し、テレビ番組の内容を表示制御部１０６を通して表示装置１０５
に表示するテレビ放送受信部１０８と、テレビ放送のチャンネルを制御するチャンネル制
御部１０９と、この情報通信装置１０１内の時計の役割をする時刻管理部１１０と、この
情報通信装置１０１を通信ネットワークに接続し、インターネット等と情報の送受信を行
なうネットワーク接続部１１１と、ネットワークに接続するためのアドレス情報を生成成
するアドレス情報変換部１１２と、入力装置１０３から入力された文字列コード情報を時
刻およびチャンネル情報に変換する文字列コード変換部１１３と、インターネット接続し
た情報通信装置１０１が受信したハイパテキストマークアップ言語を表示制御部１０６で
処理可能な情報に変換するＨＴＭＬ文書解析部１１４とを備える。
【００１５】
　ここで、文字列コード変換部１１３で変換するコードとは、放送日，放送時刻，チャン
ネルの情報を含む文字列コードである。
【００１６】
　図２は、情報提供サーバ装置２０１のブロック図である。この情報提供サーバ装置２０
１は、前記情報通信装置１０１と同様のネットワーク上に配置され、時刻，チャンネル等
の情報をインターネットの参照に必要なアドレス情報に変換する機能を提供する。
【００１７】
　この実施の形態における情報提供サーバ装置２０１は、装置の全体を制御する制御部２
０２と、この情報提供サーバ装置２０１内の情報を記憶するためのメモリ２０３と、この
情報提供サーバ装置２０１にユーザからの指示を入力する入力装置２０４および入力情報
を解析，制御する入力制御部２０５と、ネットワークを通して送られてくる情報に基づい
てネットワーク接続に必要なアドレス情報を生成するアドレス情報変換部２０６と、ネッ
トワークの接続を制御するネットワーク接続部２０７を備える。
【００１８】
　図３は、この情報通信装置１０１の入力装置１０３の外観図である。この入力装置１０
３は、インターネットへの接続を指示するインターネットボタン３０１と、コード入力を
指示するコード入力ボタン３０６と、数字，英字の入力に使用するボタン３０２と、移動
方向を指示する矢印ボタン３０３と、ＹＥＳボタン３０４と、ＮＯボタン３０５を備える
。
【００１９】
　図４は、情報通信装置１０１の機能を簡単に示したものである。この実施の形態におけ
る情報通信装置１０１は、テレビ放送の受信機能１０５とインターネットに接続してホー
ムページを参照する機能１０６を併せ持っている。テレビ放送を視聴中に入力装置１０３
のインターネットボタン３０１を押すだけの操作により、視聴中のテレビ放送に関連する
ホームページを参照することができる。この実施の形態では、情報通信装置１０１は常に
ネットワークに接続しているものとするが、ネットワークへの常時接続に限定するもので
はない。また、テレビの受信，表示およびインターネットへの接続自体の技術に関しては
、公知の技術であるので説明を省略する。
【００２０】
　図５は、情報提供サーバ装置２０１にて管理および記憶しているアドレス情報変換用テ
ーブル５０１である。時刻５０２とチャンネル番号５０３をキーとしてインターネット上
のホームページのアドレス情報５０４を生成する。１テーブルは複数シートで構成し、１
シートに１日分のデータを記憶するようにしている。このアドレス情報変換テーブル５０
１に格納するアドレス情報は、各時刻，放送チャンネル毎に、テレビ放送番組に関係の深
いホームページのアドレス情報、例えばそのテレビ番組を制作する放送局が提供するテレ
ビ番組のホームページのアドレスとする。
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【００２１】
　このアドレス情報変換用テーブル５０１は、インターネットのプロバイダおよび情報通
信装置１０１に保持させることも可能である。
【００２２】
　図６のフローチャートを使って、テレビ番組を視聴中にインターネットのホームページ
に切り替える制御の例を説明する。
【００２３】
　表示装置１０５にテレビ番組を表示して視聴状態あるときに、入力装置１０３のインタ
ーネットボタン３０１が押されると（ステップ６０１）、入力制御部１０４からの信号に
対し、チャンネル制御部１０９および時刻管理部１１０から、その時点の時刻と、表示し
ているテレビ番組のチャンネル番号を取得する（ステップ６０２）。
【００２４】
　次に、アドレス情報変換部１１２に対して、アドレス情報変換用テーブル５０１が有効
かどうか確認し（ステップ６０３）、無効の場合には、時刻とチャンネル情報をネットワ
ーク接続部１１１を介して情報提供サーバ装置２０１に送信し（ステップ６０４）、それ
を受信した情報提供サーバ装置２０１では、それらの情報をアドレス情報変換部２０６に
渡し、メモリ２０３に格納されているアドレス情報変換用テーブル５０１からアドレス情
報を取得し、情報通信装置１０１に送信する（ステップ６０５，６０６）。
【００２５】
　アドレス情報変換用テーブル５０１が情報通信装置１０１において有効な場合は、アド
レス情報変換部１１２において、メモリ１０７上のアドレス情報変換用テーブル５０１を
参照してアドレス情報を取得する（ステップ６０９）。もしアドレス情報が複数ある場合
は（ステップ６０７）、図７に示すようなアドレス情報選択画面７０１を表示装置１０５
に表示し、何れかのアドレスを選択させる（ステップ６０８）。
【００２６】
　１つのアドレス情報が選択されると、ネットワーク接続部１１１によりインターネット
に接続し、選択されたアドレスのホームページを表示装置１０５に表示する（ステップ６
１０）。
【００２７】
　このような実施の形態によれば、入力装置１０３からインターネットボタン３０１の入
力または画面表示された複数のアドレス情報を矢印キー３０３で選択するだけで視聴テレ
ビ番組に関連するホームページを参照することができる。
【００２８】
　図８は、情報通信装置１０１がアドレス情報変換用テーブル５０１を一括して情報提供
サーバ装置２０１から取得する手順を表すフローチャートである。
【００２９】
　図６において、アドレス情報変換用テーブル５０１が有効かどうか確認し（ステップ６
０３）、有効となるのは、アドレス情報変換用テーブル５０１を情報通信装置１０１のメ
モリ１０７に記憶しているときである。アドレス情報変換用テーブル５０１が情報通信装
置１０１のメモリ１０７に記憶されいないときには無効となるので、アドレス情報変換用
テーブル５０１を情報提供サーバ装置２０１から取得する。
【００３０】
　先ず、ネットワーク接続部１１１を経由し情報提供サーバ装置２０１に接続する（ステ
ップ８０１）。次に、アドレス情報変換部２０６に指示し、メモリ２０３に格納されてい
るアドレス情報変換用テーブル５０１を読み出して情報通信装置１０１で受信し（ステッ
プ８０２）、メモリ１０７に格納する（ステップ８０３）。このようにしてアドレス情報
変換用テーブル５０１を情報通信装置１０１に取り込むことにより、アドレス情報変換の
度に情報提供サーバ装置２０１に接続する必要がなくなり、直ぐにアドレス情報を取得し
てホームページの表示を行なうことができる。
【００３１】
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　なお、情報提供サーバ装置２０１上のアドレス情報変換用テーブル５０１は定期的に更
新されるものであり、図８に示したアドレス情報変換用テーブル５０１の取得処理も、定
期的に行なうことが望ましい。
【００３２】
　前述した実施の形態は、テレビ放送を視聴しているときに視聴しているテレビ番組に関
するホームページを見たいときに有効な形態であるが、実際には、テレビ番組の内容を事
前に確認したいときなどは、時刻を任意に指定して情報を参照することができると便利で
ある。次の実施の形態は、時刻とチャンネルを指定することにより該当テレビ番組に関連
するホームページのアドレス情報を取得することができる形態である。
【００３３】
　図９のフローチャートを使って、任意の時刻とテレビ放送チャンネルを指定して該当す
るテレビ番組に関連するホームページを表示させる制御を説明する。
【００３４】
　入力装置１０３のコード入力ボタン３０６が押されると（ステップ９０１）、図１０に
示すようなコード入力画面１００１を表示装置１０５に表示する（ステップ９０２）。
【００３５】
　使用者が入力装置１０３から入力制御部１０４に対して時刻とチャンネルを表す文字列
を入力すると、情報通信装置１０１内では、入力された文字列を入力制御部１０４から文
字列コード変換部１１３に送り、時刻とチャンネル情報に変換する（ステップ９０３）。
この実施の形態で使用する文字列コードは、図１１に示すように、日付，時刻，チャンネ
ルを数字のみで表すものとする。但し、文字列コードの表現方法を限定するものではなく
、例えば、テレビ番組を指定するＧコードを使用することもできる。
【００３６】
　入力された文字列コードが不正の場合は（ステップ９０４）、エラーメッセージ画面１
００２を表示し（ステップ９１３）、再度入力するかどうかを問い合わせる（ステップ９
１４）。
【００３７】
　文字列コードが正しい場合は、アドレス変換部１１２に対してアドレス情報変換用テー
ブル５０１が有効かどうかを確認し（ステップ９０５）、無効の場合には、時刻とチャン
ネル情報をネットワーク接続部１１１を介して情報提供サーバ装置２０１に送信する（ス
テップ９０６）。それを受信した情報提供サーバ装置２０１は、それらの情報をアドレス
情報変換部２０６に渡し、メモリ２０３に格納されているアドレス情報変換用テーブル５
０１からアドレス情報を取得し、情報通信装置１０１に送信する（ステップ９０７，９０
８）。
【００３８】
　アドレス情報変換用テーブル５０１が情報通信装置１０１上で有効な場合には、アドレ
ス情報変換部１１２において、メモリ１０７上のアドレス情報変換用テーブル５０１を参
照してアドレス情報を取得する（ステップ９１２）。
【００３９】
　もし、複数のアドレス情報がある場合は（ステップ９０９）、表示装置１０５にアドレ
ス情報選択画面７０１を表示してアドレスを選択させる（ステップ９１０）。
【００４０】
　そして、選択された１つのアドレス情報を使用してネットワーク接続部１１１によりイ
ンターネットに接続し、選択されたアドレスのホームページを表示装置１０５に表示する
（ステップ９１１）。
【００４１】
　この実施の形態では、入力装置１０３から日付，時刻，チャンネルを意味する数字キー
３０２の入力または表示された複数アドレス情報を矢印キー３０３で選択するだけでホー
ムページを表示させて参照することができる。
【００４２】
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　以上の実施の形態では、アドレス情報変換用テーブル５０１に格納されているアドレス
情報を訂正することはできないが、一部を修正をすることで、より幅広いアドレス情報を
参照することも可能である。
【００４３】
　図１２は、取得したアドレス情報を画面に表示して訂正することを可能にした例である
。
【００４４】
　図６または図９に示したフローチャートに従い、インターネットボタン３０１または文
字列コード入力によってアドレス情報を取得し（ステップ１２０１）、そのアドレス情報
を表示装置１０５に表示する（ステップ１２０２）（図１３参照）。
【００４５】
　使用者が入力装置１０３を操作して表示されたアドレス情報を訂正し（ステップ１２０
３）、ＹＥＳボタン３０４を押下すると（ステップ１２０４）、訂正されたアドレス情報
に従ってインターネットをアクセスして該当するホームページを表示装置１０５に表示す
る。
【００４６】
　この実施の形態によれば、予めベースとなるアドレス情報が表示されるために、僅かな
キー操作で所望するホームページを参照することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１０１　情報通信装置
　１０２　制御部
　１０３　入力装置
　１０４　入力制御部
　１０５　表示装置
　１０６　表示制御部
　１０７　メモリ
　１０８　テレビ放送受信部
　１０９　チャンネル制御部
　１１０　時刻管理部
　１１１　ネットワーク接続部
　１１２　アドレス情報変換部
　１１３　文字列コード変換部
　１１４　ＨＴＭＬ文書解析部
　２０１　情報提供サーバ装置
　２０２　制御部
　２０３　メモリ
　２０５　入力制御部
　２０６　アドレス情報変換部
　２０７　インターネット接続部
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