
JP WO2013/014824 A1 2013.1.31

10

(57)【要約】
　視聴者にチャットメッセージを容易に入力させつつも
、より会話内容の充実したチャットの実現を行うことが
できるメッセージ出力装置およびメッセージ出力方法を
提供する。
　番組視聴装置（２）において、コンテンツ受信部（５
）で受信したコンテンツからジャンル取得部（８）が番
組情報を取得し、当該番組情報に対応したメッセージサ
ンプルが記憶されているメッセージサンプル記憶部（９
）に記憶されたメッセージサンプルを入力候補群として
表示し、選択されたメッセージサンプルを、ネットワー
クインターフェース部（１１）を介して送信する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者がコンテンツの視聴中にメッセージを出力するメッセージ出力装置であって、
　前記コンテンツのジャンル情報を取得するジャンル取得部と、
　１又は複数のメッセージサンプルを前記ジャンル情報に対応させて記憶するメッセージ
サンプル記憶部と、
　前記ジャンル取得部で取得された前記ジャンル情報に基づいて、前記メッセージサンプ
ル記憶部に記憶された前記メッセージサンプルから少なくとも１つのメッセージサンプル
をメッセージサンプル群として抽出するメッセージ作成部と、
　利用者からの入力を受け付ける制御インターフェース部と、
　外部装置とデータの送受信を行うネットワークインターフェース部と、
　前記制御インターフェース部で受け付けられた利用者からの入力に基づいて、前記メッ
セージ作成部で抽出された前記メッセージサンプル群から特定のメッセージサンプルを特
定し、当該メッセージサンプルに対応するデータを前記外部装置へ前記ネットワークイン
ターフェース部を介して出力する制御部と、
　を備えるメッセージ出力装置。
【請求項２】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　コンテンツを受信するコンテンツ受信部と、
　前記コンテンツ受信部で受信された前記コンテンツから映像と、ジャンル情報を含む番
組情報を再生するコンテンツ再生部とを備え、
　前記ジャンル取得部は、前記番組情報から前記ジャンル情報を取得する
　請求項１に記載のメッセージ出力装置。
【請求項３】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記メッセージ作成部で抽出された前記メッセージサンプル群を表示するメッセージ表
示部を備える
　請求項１または請求項２に記載のメッセージ出力装置。
【請求項４】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記コンテンツ再生部で再生された映像と前記メッセージ作成部で抽出された前記メッ
セージサンプル群とを合成した映像を生成する映像表示部を備える
　請求項２に記載のメッセージ出力装置。
【請求項５】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　コンテンツを表示する表示装置とデータの送受信を行う外部インターフェース部を備え
、
　前記ジャンル取得部は、前記表示装置で表示されている前記コンテンツのジャンル情報
を、前記表示装置から前記外部インターフェース部を介して取得する
　請求項１に記載のメッセージ出力装置。
【請求項６】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記ジャンル取得部で取得された前記ジャンル情報に基づいて１又は複数のメッセージ
サンプルを前記メッセージサンプル群として、前記ネットワークインターフェース部を介
して、外部装置から取得するメッセージサンプル要求部を備える
　請求項１～請求項５のいずれか１項に記載のメッセージ出力装置。
【請求項７】
　前記メッセージサンプル記憶部は、前記メッセージサンプルを前記ジャンル、および前
記ジャンル別のキーワードに対応させて記憶し、
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
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　前記コンテンツの前記ジャンル別のキーワードを取得するジャンル別キーワード取得部
を備え、
　前記メッセージ作成部は、前記ジャンル別キーワード取得部で取得された前記ジャンル
別のキーワードに基づいて、前記メッセージサンプル記憶部に記憶された前記メッセージ
サンプルから１又は複数のメッセージサンプルをメッセージサンプル群として抽出する
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のメッセージ出力装置。
【請求項８】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記制御インターフェース部で受け付けられた利用者からの入力に基づくメッセージを
、前記ジャンル取得部で取得された前記ジャンル情報に基づいて前記ジャンルに対応させ
、前記メッセージサンプルとして前記メッセージサンプル記憶部に登録するメッセージ登
録部を備える
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載のメッセージ出力装置。
【請求項９】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記ネットワークインターフェース部を介して前記外部装置からメッセージを受信する
メッセージ受信部と、
　前記メッセージ受信部で受信されたメッセージを、前記ジャンル取得部で取得された前
記ジャンル情報に基づいて前記ジャンルに対応させ、前記メッセージサンプルとして前記
メッセージサンプル記憶部に登録するメッセージ登録部とを備える
　請求項１～請求項８のいずれか１項に記載のメッセージ出力装置。
【請求項１０】
　利用者がコンテンツの視聴中にメッセージを出力するメッセージ出力方法であって、
　前記コンテンツのジャンル情報を取得し、
　ジャンル情報に対応させて記憶された１又は複数のメッセージサンプルから、前記取得
されたジャンル情報に基づいて、少なくとも１つのメッセージサンプルをメッセージサン
プル群として抽出し、
　利用者からの入力を受け付け、
　前記利用者からの入力に基づいて、前記メッセージサンプル群から特定のメッセージサ
ンプルを特定し、当該メッセージサンプルに対応するデータを外部装置へ出力する
　メッセージ出力方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者がコンテンツの視聴中にメッセージを出力するメッセージ出力装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、番組視聴装置で放送コンテンツを観賞しながら、番組視聴装置上でチャットを行
うシステムが提案されている。
【０００３】
　従来、放送コンテンツの視聴は家庭内のみで行われ、遠く離れた人物と感想や意見を共
有することは困難であった。
【０００４】
　しかし、インターネット技術の普及に伴い、様々な相互作用的なシステムが構築可能と
なり、番組視聴装置上でも様々なサービスが行われている。その一例として上述のように
番組視聴装置で放送コンテンツを視聴しながら、番組視聴装置上でチャットを行うシステ
ムが提案されている。
【０００５】
　ここで、テレビに代表される番組視聴装置を用いてチャットを行う場合、ＰＣ（Ｐｅｒ
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ｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）のように従前からチャットに用いられていた機器を用い
て行う場合とは操作感に若干の違いが生じる。
【０００６】
　テレビに代表される番組視聴装置を用いてチャットを行う場合と、ＰＣを用いてチャッ
トを行う場合との操作感の差は入力インターフェースの違いによって生じる。ＰＣではキ
ーボードを用いて入力が行われる。一方、番組視聴措置ではリモコン（ｒｅｍｏｔｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）を用いて入力が行われる。リモコンは片手で扱える程度に小型に設計され
るのが普通であるから、ボタンの数が限定的であり一文字を入力するのに多数のボタン操
作を必要とする。また、両手で連続的にボタンを押すことも難しい。つまり、リモコンで
はチャットメッセージの入力が困難である。
【０００７】
　ここで例えば特許文献１には、視聴者にチャットメッセージを容易に入力させるために
、定型化されたメッセージを入力させることが開示されている。このようにすれば文字入
力の手間を省くことができ、便利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００２－５２４９３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記従来の技術のように、チャットメッセージを定型化させると、会話の自由度が減少
するという課題が新たに生じる。チャットによって交換されるメッセージは固定的なもの
となり、自由闊達な議論というチャット本来の目的を達成できないおそれがある。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、視聴者にチャットメッセー
ジを容易に入力させつつも、より会話内容の充実したチャットの実現を行うことができる
メッセージ出力装置およびメッセージ出力方法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】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明に係るメッセージ出力装置は、利用者がコンテンツの
視聴中にメッセージを出力するメッセージ出力装置であって、前記コンテンツのジャンル
情報を取得するジャンル取得部と、１又は複数のメッセージサンプルを前記ジャンル情報
に対応させて記憶するメッセージサンプル記憶部と、前記ジャンル取得部で取得された前
記ジャンル情報に基づいて、前記メッセージサンプル記憶部に記憶された前記メッセージ
サンプルから少なくとも１つのメッセージサンプルをメッセージサンプル群として抽出す
るメッセージ作成部と、利用者からの入力を受け付ける制御インターフェース部と、外部
装置とデータの送受信を行うネットワークインターフェース部と、前記制御インターフェ
ース部で受け付けられた利用者からの入力に基づいて、前記メッセージ作成部で抽出され
た前記メッセージサンプル群から特定のメッセージサンプルを特定し、当該メッセージサ
ンプルに対応するデータを前記外部装置へ前記ネットワークインターフェース部を介して
出力する制御部と、を備える。
【００１２】
　これによって、利用者が視聴しているコンテンツに最適なメッセージサンプル群を使用
して効率良くメッセージの作成を行うことができる。
【００１３】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、コンテンツを受信するコンテンツ受信部と
、前記コンテンツ受信部で受信された前記コンテンツから映像と、ジャンル情報を含む番
組情報を再生するコンテンツ再生部とを備え、前記ジャンル取得部は、前記番組情報から
前記ジャンル情報を取得してもよい。
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【００１４】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記メッセージ作成部で抽出された前記メ
ッセージサンプル群を表示するメッセージ表示部を備えてもよい。
【００１５】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記コンテンツ再生部で再生された映像と
、前記メッセージ作成部で抽出された前記メッセージサンプル群とを合成した映像を生成
する映像表示部を備えてもよい。
【００１６】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、コンテンツを表示する表示装置とデータの
送受信を行う外部インターフェース部を備え、前記ジャンル取得部は、前記表示装置で表
示されている前記コンテンツのジャンル情報を、前記表示装置から前記外部インターフェ
ース部を介して取得してもよい。
【００１７】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記ジャンル取得部で取得された前記ジャ
ンル情報に基づいて１又は複数のメッセージサンプルを前記メッセージサンプル群として
、前記ネットワークインターフェース部を介して、外部装置から取得するメッセージサン
プル要求部を備えてもよい。
【００１８】
　また、前記メッセージサンプル記憶部は、前記メッセージサンプルを前記ジャンル、お
よび前記ジャンル別のキーワードに対応させて記憶し、前記メッセージ出力装置は、さら
に、前記コンテンツの前記ジャンル別のキーワードを取得するジャンル別キーワード取得
部を備え、前記メッセージ作成部は、前記ジャンル別キーワード取得部で取得された前記
ジャンル別のキーワードに基づいて、前記メッセージサンプル記憶部に記憶された前記メ
ッセージサンプルから１又は複数のメッセージサンプルをメッセージサンプル群として抽
出してもよい。
【００１９】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記制御インターフェース部で受け付けら
れた利用者からの入力に基づくメッセージを、前記ジャンル取得部で取得された前記ジャ
ンル情報に基づいて前記ジャンルに対応させ、前記メッセージサンプルとして前記メッセ
ージサンプル記憶部に登録するメッセージ登録部を備えてもよい。
【００２０】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記ネットワークインターフェース部を介
して前記外部装置からメッセージを受信するメッセージ受信部と、前記メッセージ受信部
で受信されたメッセージを、前記ジャンル取得部で取得された前記ジャンル情報に基づい
て前記ジャンルに対応させ、前記メッセージサンプルとして前記メッセージサンプル記憶
部に登録するメッセージ登録部とを備えてもよい。
【００２１】
　なお、本発明は、このようなメッセージ出力装置として実現することができるだけでな
く、このようなメッセージ出力装置が含む特徴的な手段をステップとするメッセージ出力
方法として実現したり、それらのステップをコンピュータに実行させるプログラムとして
実現したりすることもできる。そして、そのようなプログラムは、コンピュータ読み取り
可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体として実現したり、そのプログラムを示す情報、デー
タ又は信号として実現したりすることもできる。そして、それらプログラム、情報、デー
タ及び信号は、インターネット等の通信ネットワークを介して配信してもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、メッセージサンプル群をジャンル別に管理し、視聴コンテンツのジャ
ンルに相当するメッセージサンプル群を使用してメッセージ作成を効率的に行うことで、
視聴者間でメッセージの共有が活発に行うことが可能になるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係るメッセージ出力装置とその周辺機器のブロ
ック図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る番組視聴装置の動作にかかるフローチャートである
。
【図３】図３は、実施の形態１に係る番組表示装置内のメッセージサンプル記憶部が記憶
しているデータ構造の一例を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係る番組表示装置における、表示画面イメージ図である
。
【図５】図５は、実施の形態１に係る番組視聴装置がメッセージをやりとりする際の相手
先情報を管理するテーブルを示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係る番組視聴装置のシステムとしての使用例を示す図で
ある。
【図７】図７は、実施の形態１に係る番組視聴装置のシステムとしての変形例を示す図で
ある。
【図８】図８は、実施の形態１に係る番組視聴装置のシステムとしての変形例を示す図で
ある。
【図９】図９は、実施の形態１に係る番組視聴装置の変形例を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、実施の形態１の変形例にかかる番組表示装置内のジャンル＋キーワ
ード別メッセージサンプル記憶部が記憶しているデータ構造の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施の形態１の変形例に係る番組表示装置における、表示画面イメ
ージ図である。
【図１２】図１２は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例を示すブロック図
である。
【図１３】図１３は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例においてメッセー
ジの追加を選択する図である。
【図１４】図１４は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例においてメッセー
ジの追加を選択する図である。
【図１５】図１５は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例においてメッセー
ジの追加を選択する図である。
【図１６】図１６は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例においてメッセー
ジの追加を選択する図である。
【図１７】図１７は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第３の変形例を示すブロック図
である。
【図１８】図１８は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第４の変形例を示すブロック図
である。
【図１９】図１９は、番組視聴装置の出力を外部の装置で視聴する際のブロック図である
。
【図２０】図２０は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第５の変形例を示すブロック図
である。
【図２１】図２１は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第６の変形例を示すブロック図
である。
【図２２】図２２は、本発明に係るメッセージ出力装置および放送受信装置とその周辺機
器の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２３】図２３は、実施の形態２に係るメッセージ出力装置および放送受信装置の利用
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明
する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。以下の実施の



(7) JP WO2013/014824 A1 2013.1.31

10

20

30

40

50

形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステッ
プ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。本発明は、請
求の範囲だけによって限定特定される。よって、以下の実施の形態における構成要素のう
ち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、本発
明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成するものとし
て説明される。
【００２５】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の一実施の形態に係るメッセージ出力装置の構成について図１を参照しな
がら説明する。なお、本実施の形態では、メッセージ出力装置は番組視聴装置として実現
されている。
【００２６】
　図１は、本実施の形態における番組視聴装置とその周辺機器の構成を示すブロック図で
ある。
【００２７】
　コンテンツ提供部１は、コンテンツを提供可能な装置である。コンテンツには映像、音
声、その他データから構成される番組が含まれる。提供の手段としては放送や、通信が含
まれる。具体的には、放送の場合は放送局装置やトランスポンダ等がコンテンツ提供部１
に該当する。通信の場合にはコンテンツ提供業者の設置するサーバ等がコンテンツ提供部
１に該当する。
【００２８】
　番組視聴装置２は、放送や通信などの手段によってコンテンツ提供部１から提供される
コンテンツ（番組）を利用者が視聴しているときに利用者がメッセージを出力するための
装置であり、コンテンツ受信部５、コンテンツ再生部６、音声提示部７、ジャンル取得部
８、メッセージサンプル記憶部９、メッセージ作成部１０、ネットワークインターフェー
ス部１１、メッセージ受信部１２、メッセージ表示部１３、映像表示部１４、機器情報記
憶部１５、番組視聴装置リモート制御部１６、制御インターフェース部１７、および番組
視聴装置制御部１８を備えている。例えばテレビジョン受信機や、ＳＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏ
ｐ　Ｂｏｘ）、ＰＣ、携帯電話などが含まれる。ここで、メッセージとは、例えばチャッ
トメッセージ、電子メール、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）におけるメ
ッセージ等である。
【００２９】
　ネットワーク３は、番組視聴装置２と外部機器とをデータ転送の目的で接続するインフ
ラ設備である。無線ネットワーク網や、有線ネットワーク網が該当する。
【００３０】
　他の番組視聴装置４は、番組視聴装置２と等価の装置であって、番組視聴装置２とネッ
トワーク３を介して通信可能な装置である。等価の装置とは、同一メーカーから提供され
る同一モデルの製品に限られるものではなく、本発明によって実現される機能を有する装
置のことを指す。
【００３１】
　コンテンツ受信部５は、コンテンツ提供部１から提供されたコンテンツをコンテンツ再
生部６で再生するまでに必要な処理を行う。具体的には、コンテンツが放送によって提供
される場合には選局、復調、誤り訂正などの工程を行うフロントエンドがコンテンツ受信
部５にあたる。コンテンツが通信によって提供される場合はプロトコルを解釈可能なネッ
トワークインターフェースがコンテンツ受信部５にあたる。多くの場合、コンテンツ受信
部５はアンテナまたはモデムとＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏ
ｎ）内の専用ハードウェアやソフトウェアのなどの組み合わせで実現される。
【００３２】
　コンテンツ再生部６は、コンテンツをデコードして再生する。コンテンツは放送の場合
はＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）と呼ばれるデータ列の中に動画、音声、コ
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ンテンツに関するデータなどが重畳された形式で提供される。通信の場合も通信プロトコ
ロルに従って所定のパケットに、動画、音声、コンテンツに関するデータがそれぞれパケ
ット化されて提供される。コンテンツ再生部６はこれらの情報を分別して、番組視聴装置
２が解釈可能な形に変換する。具体的にはＴＳデコーダ、ＭＰＥＧデコーダなどが、コン
テンツ再生部６に含まれる。多くの場合、コンテンツ再生部６は専用ハードウェアやソフ
トウェアで実現される。コンテンツに関するデータの一例としては番組情報（ＳＩ：Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が挙げられる。ＳＩには、番組のジャンルに関す
る情報が含まれる。番組のジャンルに関する情報とは例えば、コンテンツがスポーツに関
するものであるとか、料理番組に関するものであるとかの情報が挙げられる。
【００３３】
　音声提示部７は、コンテンツ再生部６でデコードされた音声データに基づいて機能する
。スピーカーなどの音声再生装置が番組視聴装置２に内蔵されている場合はスピーカーが
音声提示部７に該当する。スピーカーなど音声再生装置が外部機器として存在する場合は
音声信号を出力する端子が音声提示部７に該当する。
【００３４】
　ジャンル取得部８は、コンテンツ再生部６によって再生された番組情報からジャンル情
報を抽出する。抽出の仕方の一例を挙げると、複数のパケットにより構成される番組情報
に対して所定のパケットをフィルタリングすることによって、ジャンル情報を抽出するこ
とができる。ジャンル取得部８は多くの場合専用ハードウェアやソフトウェアなどで実現
される。
【００３５】
　メッセージサンプル記憶部９は、予めジャンル別にメッセージのサンプル群であるメッ
セージサンプル群が記憶されている。ここでメッセージサンプル群の分類基準であるジャ
ンルとは、ジャンル取得部８で抽出されるジャンル情報と対応が取れていることがシステ
ムの簡便化の観点から望ましい。また、メッセージサンプル群の分類基準であるジャンル
をジャンル取得部８で抽出されるジャンルの上位概念、または下位概念としても良い。メ
ッセージサンプル記憶部９は、具体的にはＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶装置で実現される。
【００３６】
　メッセージ作成部１０は、メッセージサンプル記憶部９から特定のメッセージサンプル
群を抽出する。特定のメッセージサンプル群の抽出には、ジャンル取得部８で抽出された
ジャンルをキーにしてのフィルタリングを行っても良い。また、特定のメッセージサンプ
ル群の抽出にはジャンル取得部８で取得されたジャンルに関連するメッセージサンプル群
を関連度に応じて抽出するようにしても良い。メッセージ作成部１０は、多くの場合専用
ハードウェアやソフトウェアなどで実現される。
【００３７】
　ネットワークインターフェース部１１は、ネットワーク３と番組視聴装置２を接続する
インターフェースである。具体的にはネットワークインターフェース部１１は、１０Ｂａ
ｓｅ－Ｔなどのイーサネット（登録商標）や無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）インターフェースなどで実現される。
【００３８】
　メッセージ受信部１２は、ネットワークインターフェース部１１から特定のメッセージ
を受信する。具体的には、メッセージ受信部１２が受け取るメッセージには他の番組視聴
装置４によって送信されたメッセージが含まれる。メッセージ受信部１２は、多くの場合
専用ハードウェアやソフトウェアなどで実現される。
【００３９】
　メッセージ表示部１３は、メッセージサンプル群に対応する映像を生成する。メッセー
ジサンプル群に対応する映像とは典型的にはＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）や、映像ウィンドとは異なるウィンド内のグラフィックとして実現される。メッセー
ジ表示部１３は、多くの場合専用ハードウェアやソフトウェアなどで実現される。
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【００４０】
　映像表示部１４は、表示される映像データを作成する。表示される映像データにはコン
テンツ受信部５で受信した番組にメッセージ表示部１３で作成された映像を合成したもの
が含まれる。ここで、映像の合成とは全ての情報が重畳されるように合成するもののみを
表す言葉ではない。映像の合成とは、映像ソース毎に対応するウィンドを画面内または複
数の画面にまたがって生成し、当該ウィンドに映像ソースを表示することを含む。映像表
示部１４は、多くの場合専用ハードウェアやソフトウェアなどで実現される。映像表示部
１４で作成された映像データは番組視聴装置２がディスプレイを備えていれば当該ディス
プレイへ、番組視聴装置２と有線あるいは無線で接続されたディスプレイがあれば当該デ
ィスプレイへ出力し表示される。
【００４１】
　機器情報記憶部１５は、番組視聴装置２の機器設定データを記憶している。機器情報記
憶部１５が記憶する、番組視聴装置２の機器設定データには、後述する相手先情報テーブ
ルが含まれる。機器情報記憶部１５は具体的には、ＲＡＭやＲＯＭなどの不揮発性メモリ
で実現される。
【００４２】
　操作部１６は、人が番組視聴装置２に対して行う入力を司るインターフェースである。
典型的にはリモコンや、番組視聴装置２に備えられたボタン類、番組視聴装置２と関連付
けられた携帯電話などが、操作部１６にあたる。なお、本実施の形態では、入力がリモコ
ン（番組視聴装置リモート制御部）で行われることを前提としており、図面上は番組視聴
装置リモート制御部１６と記載している。
【００４３】
　制御インターフェース部１７は、操作部１６からの入力を、番組視聴装置２側で受け付
けるインターフェースである。制御インターフェース部１７は、操作部１６からの入力を
番組視聴装置２で解釈可能な命令の形態にデコードする。制御インターフェース部１７は
多くの場合専用ハードウェアで実現される。
【００４４】
　番組視聴装置制御部１８は、制御インターフェース部１７から入力された命令を解釈し
て、今までに述べた番組視聴装置２内の各機能ブロックに対する制御を行う。なお、番組
視聴装置制御部１８からの出力は、番組視聴装置２内の各機能ブロックに繋がっているが
図面が煩雑となることを避けるために省略を行った。番組視聴装置制御部１８が番組視聴
装置２内の各記憶ブロックに対して行う制御の一例としては、ＲＡＭやＲＯＭの記憶領域
の管理、データの入出力のタイミング管理、割り込み制御管理などが挙げられる。番組視
聴装置制御部１８は、多くの場合汎用もしくは専用ＣＰＵで実現される。
【００４５】
　（機器の動作）
　以上のように構成された、番組視聴装置が、番組視聴装置の利用者（以下視聴者という
）に対して、番組に対するメッセージを入力させ外部に送信し、同時に番組に対するメッ
セージを受信して提示する動作について説明する。
【００４６】
　図２は実施の形態１にかかる番組視聴装置の動作の流れを示すフローチャートである。
以下図２を参照しながら、番組視聴装置の動作について説明する。
【００４７】
　ここでは、番組視聴装置の動作の一例を挙げる。すなわち、本動作が本発明の番組視聴
装置の全動作を網羅するものではない。
【００４８】
　ステップＳ１００は、番組視聴装置２で他の番組視聴装置４とメッセージの交換を行う
前段階のステップである。すなわち、ステップＳ１００においては、番組視聴装置２の電
源が投入されたか、番組視聴装置２の使用中においてチャットアプリケーション、もしく
はチャットアプリケーションに準ずるアプリケーション（インスタントメッセンジャーな
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ど）が起動された場面を想定する。
【００４９】
　ステップＳ１０１は、ウィンド生成動作である。ウィンド生成動作とは映像表示部１４
が番組視聴装置２あるいは、外部に接続された、ディスプレイの表示画面に対し、複数の
ウィンドを表示するよう映像データを生成する動作である。なお、映像表示部１４が番組
やメッセージの合成をウィンド単位で行わず、データのＯＳＤ合成で行う場合には本ステ
ップは省略可能である。
【００５０】
　ステップＳ１０２は、番組表示動作である。番組表示動作とは、番組視聴装置２のコン
テンツ受信部５がコンテンツ提供部１からコンテンツを受信し、コンテンツ再生部６によ
って再生された映像／音声が、映像表示部１４で表示／音声提示部７で提示される動作で
ある。ステップＳ１０１でウィンドを生成した場合、映像表示部１４で映像が表示される
際には上述のステップＳ１０１で生成された複数のウィンド内の一部に当該映像が表示さ
れる。
【００５１】
　ステップＳ１０３は、ＳＩジャンルに対応するメッセージを表示する動作である。ＳＩ
ジャンルに対応するメッセージを表示する動作は、コンテンツ再生部６によって再生され
たＳＩに含まれるジャンル情報に基づいて、メッセージ作成部１０が、メッセージサンプ
ル記憶部９に記憶されたメッセージサンプル群から特定のメッセージサンプル群を抽出す
るステップを含む。図３は、実施の形態１にかかる番組表示装置内のメッセージサンプル
記憶部９が記憶しているデータ構造の一例を示す図である。図３のように、メッセージサ
ンプル記憶部９は、一例として、ドラマというジャンル一般に対して、高頻度でコメント
される「かわいそう」「かなしいね」などのメッセージサンプルを対応付けて記憶してい
る。当該ステップで抽出されたメッセージサンプル群は、メッセージ表示部１３によって
映像データに変換される。そして、映像表示部１４によって、ステップＳ１０１で作成さ
れたウィンド内に合成されて表示され、あるいはステップＳ１０２で表示された番組内に
ＯＳＤとして表示される。図４は、実施の形態１にかかる番組表示装置における、表示画
面イメージ図である。図４においては、番組視聴装置２はスポーツ番組を受信しているも
のとする。この場合、図４に示すように画面４０１の左上のウィンド４０２にスポーツ番
組が表示され、画面４０１の右側のウィンド４０３にスポーツジャンルに対応するメッセ
ージサンプル群が表示される。
【００５２】
　ステップＳ１０４は、視聴者からの入力があるか否かを判断するステップである。ここ
での視聴者からの入力とは、後述するメッセージ選択動作に関する入力を意味するもので
あって、メッセージ選択動作に関係しない動作については含まない。メッセージ選択動作
に関する入力とは、例えば、ステップＳ１０３で表示されたメッセージサンプル群に含ま
れるメッセージサンプルに対して明示的に対応するボタンがあれば当該ボタンの押下を意
味する。また、ステップＳ１０３で表示されたメッセージサンプル群に含まれるメッセー
ジサンプルを指し示すカーソルがあれば、当該カーソルを移動させる方向キーの押下を意
味する。
【００５３】
　ステップＳ１０５は、ステップＳ１０４で視聴者からの入力があった場合に、当該入力
によって選択された特定のメッセージサンプルをメッセージ作成部１０がメッセージサン
プル記憶部９から抽出するステップである。当該ステップにおいては、予めステップＳ１
０３でメッセージ作成部１０によって抽出された特定メッセージサンプル群から、メッセ
ージ作成部１０がさらに特定のメッセージを抽出するようにしてもよい。このようにする
と、メッセージ抽出の母集団がメッセージサンプル記憶部９に記憶されたメッセージサン
プル群から、特定のメッセージサンプル群へと縮小される可能性があるので、処理を高速
化することができる。
【００５４】
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　ステップＳ１０６は、ステップＳ１０５で抽出された特定のメッセージサンプルをネッ
トワーク３を介して、他の番組視聴装置４へ送信するステップである。具体的には、特定
のメッセージサンプルは番組視聴装置制御部１８によって、特定のプロトコルに応じて符
号化された後に、ネットワークインターフェース部１１で変調されてネットワーク３へ送
信される。
【００５５】
　ステップＳ１０７は、特定のメッセージサンプルが他の番組視聴装置４へ送信された状
態を表すように画面を更新するステップである。このような状態の一例としては、図４に
示される左下のウィンド４０４に対して自己のメッセージを表示するなどの方法がある。
なお、当該ステップは任意のステップであり、特に画面を更新しなくとも本発明の目的は
達成できる。ただし、当該ステップを行う場合は、自己の入力したメッセージが確認でき
るという利点がある。
【００５６】
　ステップＳ１０８は、ステップＳ１０４で一定の期間入力が得られなかった場合（ステ
ップＳ１０４でＮＯ）に移行するステップであり、他の番組視聴装置４からの入力を確認
するステップである。具体的にはネットワークインターフェース部１１が、他の番組視聴
装置４からネットワーク３を介してメッセージを受信したか否かを番組視聴装置制御部１
８が判断する。
【００５７】
　ステップＳ１０９は、ステップＳ１０８で受信したメッセージが他の番組視聴装置４の
うちのどの番組視聴装置から送られてきたのかを確認するステップである。図５は実施の
形態１にかかる番組視聴装置２がメッセージをやりとりする際の相手先情報を管理するテ
ーブルを示す図である。この情報は機器情報記憶部１５に格納される。図５に示すように
、機器ＩＰアドレス、メールアドレスを管理し、それらのアドレスに対応づけて名前（ニ
ックネーム）を保存することによって、メッセージの誤送信を防ぐことができる。
【００５８】
　ステップＳ１０７は、ステップＳ１０９で、ステップＳ１０８において受信したメッセ
ージの受信元を確認した後にも移行されるステップである。ここでは、メッセージが他の
番組視聴装置４から送信された状態を表すように画面を更新するステップである。このよ
うな状態の一例としては、図４に示される左下のウィンドに対して他者のメッセージを表
示するなどの方法がある。
【００５９】
　以上のように、本実施の形態におけるメッセージ出力装置である番組視聴装置によれば
、視聴中の番組に対応するメッセージを簡易な方法で入力することができるので、従来の
番組視聴装置よりも容易にメッセージの交換を行うことができる。
【００６０】
　（システムとしての変形例）
　図６は、実施の形態１にかかるメッセージ出力装置である番組視聴装置のシステムとし
ての使用例を示す図である。本実施の形態で述べた番組視聴装置の使用例は典型的には図
６のように、ネットワークを介して接続された複数の番組視聴装置がシステムとして動作
することを想定している。すなわち、複数の番組視聴装置間で、上記のような流れでメッ
セージの送受信が行われる。ここでは、図６のような使用例の他に、本発明が適用可能な
使用例の一例を示す。
【００６１】
　図７は、実施の形態１にかかる番組視聴装置のシステムとしての変形例を示す図である
。図７と図６との違いは、メッセージ出力装置である番組視聴装置とネットワークを介し
て接続される機器が、メッセージ出力装置としての機能を有する携帯端末とテレビのシス
テムである点である。図６に示した番組視聴装置は、メッセージ出力装置としての機能と
、番組表示装置としての機能を統合した機能を有している。これに対し、図７においては
、メッセージ出力装置としての携帯端末と、放送受信装置としてのテレビがシステムとし
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て構成されていることによって、番組視聴装置と等価の機能を発揮している。このような
メッセージ出力装置については、以下の実施の形態２で説明する。
【００６２】
　図８は、実施の形態１にかかる番組視聴装置のシステムとしての変形例を示す図である
。図８と図６との違いは、番組視聴装置とネットワークを介して接続される機器が、番組
視聴装置としての機能を有する携帯端末である点である。図８においては、携帯端末が放
送を受信し、メッセージを表示する機能を有している。もちろん携帯端末同士のみからな
るシステムにおいても、本発明の実施は可能である。
【００６３】
　（構成の変形例１）
　図９は、実施の形態１に係る番組視聴装置の変形例の構成を示すブロック図である。図
９に示した番組視聴装置２０は、図１に示した番組視聴装置２に、コンテンツのＳＩより
ジャンル別キーワードを取得部するジャンル別キーワード取得部２１と、あらかじめジャ
ンル別に複数のキーワードを設定し、それぞれのキーワードごとにメッセージや単語のサ
ンプル群を作成し記憶しておくジャンル＋キーワード別メッセージサンプル記憶部２２を
追加した、番組視聴装置である。
【００６４】
　ジャンル別キーワード取得部２１は、ジャンル取得部８で得られたＳＩから、ＥＰＧ（
Ｅｌｅｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）などの電子番組表に使用される文章
を取得し、該文章から単語あるいは文節を利用してキーワードを特定する。ここで、キー
ワードはジャンルを更に限定する分類である。具体的には文章中に球団名や、「野球中継
」などの語句が含まれていれば、当該番組から野球というキーワードを特定する。キーワ
ードの特定にはジャンル情報を用いてキーワードの特定元となる母集団を限定してもよい
。また、メッセージサンプル群の分類基準であるジャンルとキーワードは、ジャンル取得
部８で抽出されるジャンル情報と、キーワードはジャンル別キーワード取得部２１で抽出
されるジャンル別キーワード情報とに対応が取れていることがシステムの簡便化の観点か
ら望ましい。ジャンル別キーワード取得部２１は番組視聴装置制御部１８などのＣＰＵで
実行されるソフトウェア、あるいは専用ハードウェアで実現される。
【００６５】
　ジャンル＋キーワード別メッセージサンプル記憶部２２は、メッセージサンプル記憶部
９が記憶していたメッセージサンプルに加えて、ジャンル別キーワード取得部２１で取得
されたキーワードに対応するメッセージサンプルを記憶する。ジャンル＋キーワード別メ
ッセージサンプル記憶部２２は、具体的にはＲＡＭやＲＯＭなどの記憶装置で実現される
。
【００６６】
　このようにすると、より細かい分類に応じて適切なメッセージサンプルを設定すること
ができる。このようなキーワードの取得方法としては、放送事業者がＳＩで自由に記述し
た記述子を用いることが一例として挙げられる。また電子番組表に記述される情報から所
定のキーワードを抜き出すこともできる。
【００６７】
　図１０は、本変形例１にかかる番組表示装置内２０のジャンル＋キーワード別メッセー
ジサンプル記憶部２２が記憶しているデータ構造の一例を示す図である。図１０のように
、ジャンル＋キーワード別メッセージサンプル記憶部２２は、一例として、ジャンル「ス
ポーツ」内の野球という小分類項目（キーワード）に対して、高頻度でコメントされる「
今のストライク！」「ナイスボール！」などのメッセージサンプルを対応付けて記憶して
いる。
【００６８】
　図１１は本変形例１にかかる番組表示装置における、表示画面イメージ図である。本変
形例１では、視聴者が野球番組を視聴しているとすると、例えば図１１に示すように、画
面１１０１の左上のウィンド１１０２に野球番組が表示され、画面１１０１の右側のウィ
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ンド１１０３に野球というキーワードに対応するメッセージサンプル群が表示される。本
変形例１のようにすると、野球番組を視聴している際に視聴者は容易に野球に即したメッ
セージを入力することができる。
【００６９】
　（構成の変形例２）
　図１２は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例の構成を示すブロック図で
ある。図１２に示した番組視聴装置３０は、図１に示した番組視聴装置２に、メッセージ
を新たに登録するメッセージ登録部３１を付加した番組視聴装置である。
【００７０】
　メッセージ登録部３１は、メッセージ受信部１２で受信されたメッセージを、視聴中の
ジャンルに従って分類し、メッセージサンプル記憶部９に新規登録する。メッセージ登録
部３１は独立したＣＰＵとして実現されても良いし、番組視聴装置制御部１８の一機能と
して実現されても良い。
【００７１】
　図１３から図１６は実施の形態１にかかる番組視聴装置の第２の変形例においてメッセ
ージの追加を選択する図である。以下図１３から図１６を用いて、メッセージサンプル群
へのメッセージ追加に関して説明する。
【００７２】
　まず図１３に示すように、例えばリモコンの十字キーの上下キーでメッセージ追加の項
目１３０１まで移動し、十字キー中央の決定キーを押すことでメッセージの追加を選択で
きる。
【００７３】
　続いて図１４に示すように、メッセージの追加を選択する。当該ジャンル、当該キーワ
ードでの受信メッセージのメッセージリスト１４０１が表示されるので、リモコンの十字
キーで登録したいメッセージを選択する。これにより、メッセージ登録部３１は、選択さ
れたメッセージを、視聴中のジャンルに対応させてメッセージサンプル記憶部９に新規登
録する。
【００７４】
　さらに新規のメッセージを登録したい場合は図１５に示すように、リモコンの十字キー
でメッセージ新規作成の項目１５０１を選択する。これにより画面が図１６に示すような
画面１６０１に遷移するので、携帯電話での文字入力と同様な手法でメッセージを入力す
る。これにより、メッセージ登録部３１は、入力されたメッセージを、視聴中のジャンル
に対応させてメッセージサンプル記憶部９に新規登録する。
【００７５】
　ここで、例えばリモコンの赤ボタンを押すことで文字種を選択し、黄ボタンで削除、青
ボタンでメッセージ確定、緑ボタンでメッセージ登録を行うことができる。
【００７６】
　以上のようにして、メッセージサンプル群をより使いやすいように更新することで、メ
ッセージ入力をより効率的に行うことができるようになる。
【００７７】
　（構成の変形例３）
　図１７は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第３の変形例の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１との違いは、番組視聴装置４０が、番組視聴装置リモート制御部４１
側にメッセージ表示を行う点である。
【００７８】
　具体的な構成の違いとしては、図１７の番組視聴装置４０は、図１の番組視聴装置２に
映像出力部４２を追加されている点が挙げられる。
【００７９】
　映像出力部４２は、番組視聴装置リモート制御部４１に対してメッセージ表示部１３で
作成された映像の出力を行う。映像出力部４２の具体的な実現方法の一つとしては、図１
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７に示されるように制御インターフェース部１７を介して番組視聴装置リモート制御部４
１に映像の出力を行う方法がある。この場合制御インターフェース部１７は双方向通信可
能なインターフェースで構成されることが望ましい。例えば、無線ＬＡＮや、赤外線入出
力などの既存の無線映像伝送インターフェースを制御インターフェース部１７が備えるこ
とが望ましい。また、制御インターフェース部１７によらず、映像出力部４２自体を既存
の無線映像伝送インターフェースで構成することが一例として挙げられる。
【００８０】
　（構成の変形例４）
　図１８は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第４の変形例の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１との違いは、番組視聴装置５０が、コンテンツ再生部６で再生された
映像音声と、メッセージ作成部１０で作成されたメッセージとを記録部５３に蓄積する点
である。
【００８１】
　具体的な構成の違いとしては、図１８の番組視聴装置５０は、図１の番組視聴装置２に
メッセージデータ作成部５１と、映像／メッセージデータ多重部５２と、記録部５３と、
出力部５４とが追加されている点が挙げられる。
【００８２】
　メッセージデータ作成部５１は、メッセージ作成部１０で作成されたメッセージを記録
部５３に記録可能な形態に変換する。なお、メッセージデータ作成部５１を設ける代わり
に、メッセージ作成部１０で作成されるデータ自体が直接記録部５３に記録可能な形態で
あってもよい。メッセージデータ作成部５１は番組視聴装置制御部１８の一機能として構
成してもよいし、独自のＣＰＵとして構成してもよい。
【００８３】
　映像／メッセージデータ多重部５２はメッセージデータ作成部５１で作成された記録用
メッセージデータと、コンテンツ再生部で再生された映像とを多重する。この際メッセー
ジデータは映像の非映像部に多重するようにする。映像／メッセージデータ多重部５２の
具体的な構成方法としては、フレームメモリなどの映像記録型の揮発性メモリを用いるこ
とができる。
【００８４】
　記録部５３は映像／メッセージデータ多重部５２で作成されたデータと、コンテンツ再
生部６で再生された音声とを記録する。記録部５３の具体的な構成方法としてはＨＤＤ（
Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）などの大容量記録装置などが挙げられる。
【００８５】
　出力部５４は、記録部５３に記録された、音声と、映像／メッセージデータ多重部５２
で作成されたデータを外部の装置へ出力する。出力部５４は具体的には、ネットワークイ
ンターフェース部１１は、１０Ｂａｓｅ－Ｔなどのイーサネット（登録商標）や無線ＬＡ
Ｎインターフェースなどで実現されてもよいし、ＩＥＥＥ１３９４や、ＨＤＭＩ（登録商
標）（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｃｅ
）などのインターフェースで実現されても良い。
【００８６】
　図１９は、番組視聴装置５０の出力を外部の装置で視聴する際のブロック図である。
【００８７】
　外部の装置６０は番組視聴装置５０の出力部５４から音声と、音声と、映像／メッセー
ジデータ多重部５２で作成されたデータ（映像／メッセージデータ多重信号）を受信する
。
【００８８】
　分離部６１は映像／メッセージデータ多重信号から映像とメッセージデータを分離する
。分離部６１は具体的にはＣＰＵなどで実現される。
【００８９】
　音声提示部６２は音声を出力する。具体的にはスピーカーで構成される。
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【００９０】
　映像表示部６３は、分離部６１で分離された、映像とメッセージデータをそれぞれ表示
する。
【００９１】
　このようにすると、受信側の装置構成を番組視聴装置５０と、外部の装置６０とに分け
て構成することができ、機器の設計の自由度が向上する。
【００９２】
　（構成の変形例５）
　図２０は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第５の変形例の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１との違いは、番組視聴装置７０が、外部メッセージサーバー７１から
メッセージサンプル群を取得する点である。
【００９３】
　図２０において、番組視聴装置７０では、ジャンル取得部８で再生された番組情報より
ジャンル情報を抽出してジャンルが取得できた時点で、メッセージサンプル要求部７２に
メッセージサンプル要求を行うよう制御が行われる。
【００９４】
　メッセージサンプル要求部７２は、ネットワークインターフェース部１１とネットワー
ク３を介し、外部メッセージサーバー７１にメッセージサンプル要求を行う。外部メッセ
ージサーバー７１では、メッセージサンプル要求部７２からのメッセージサンプル要求に
対して、当該ジャンルに対する最新のメッセージサンプル群を送信する。番組視聴装置７
０では、ネットワーク３とネットワークインターフェース部１１を介して受信した最新の
メッセージサンプル群を、メッセージサンプル記憶部９に格納する。
【００９５】
　なお、メッセージサンプル記憶部９には、実施の形態１と同様にあらかじめジャンル別
にメッセージや単語のサンプル群を作成し記憶しておく。メッセージ作成時には、外部メ
ッセージサーバー７１から入手したメッセージサンプル群と、あらかじめジャンル別にメ
ッセージや単語のサンプル群とを用いてメッセージ作成部１０でメッセージを作成する。
【００９６】
　本変形例では、外部メッセージサーバー７１からのメッセージサンプル群を入手するこ
とで、実施の形態１よりも最新のメッセージサンプル情報でメッセージが作成できる。こ
のようにすると、後述する変形例６のように番組視聴装置に十分なデータ容量を確保する
ことが困難である場合に特に有効である。
【００９７】
　（構成の変形例６）
　図２１は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第６の変形例の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１との違いは、番組視聴装置８０が、タッチパネル入力部８１及びタッ
チパネル表示部８２を備える点である。
【００９８】
　タッチパネル入力部８１はタッチパネルである。具体的には例えば静電容量方式などを
用いて実現されたタッチパネルが採用される。
【００９９】
　タッチパネル表示部８２は、タッチパネルの感知部分に対応するＧＵＩデータを生成す
る箇所である。具体的にはＣＰＵとメモリなどの組み合わせで実現される。
【０１００】
　このようにすると、番組視聴装置の応用製品をスマートフォンへ展開することができ、
モバイルでのメッセージのやりとりが行われる。よって更なる視聴者間で、メッセージの
共有が活発に行われるようになる。
【０１０１】
　（実施の形態２）
　図２２は、本発明に係るメッセージ出力装置および放送受信装置とその周辺機器の一実
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施の形態の構成を示すブロック図である。図２３は、メッセージ出力装置および放送受信
装置の利用例を示す図である。なお、実施の形態１と同様の構成については同じ符号を付
し、説明を省略する。
【０１０２】
　メッセージ出力装置１００は、放送や通信などの手段によってコンテンツ提供部１から
提供されるコンテンツ（番組）を放送受信装置９０で利用者が視聴しているときに利用者
がメッセージを出力するための装置であり、図２２に示すように、メッセージサンプル記
憶部９、メッセージ作成部１０、ネットワークインターフェース部１１、メッセージ受信
部１２、機器情報記憶部１５、外部インターフェース部１０１、ジャンル取得部１０２、
メッセージ表示部１０３、操作部１０４、および制御部１０５を備えている。例えばＰＣ
、携帯電話などが含まれる。
【０１０３】
　外部インターフェース部１０１は、コンテンツを表示する表示装置とデータの送受信を
行うインターフェースである。具体的には外部インターフェース部１０１は、１０Ｂａｓ
ｅ－Ｔなどのイーサネット（登録商標）や無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）インターフェースなどで実現される。なお、本実施の形態では、コンテンツを表
示する表示装置は、放送受信装置９０である。
【０１０４】
　ジャンル取得部１０２は、放送受信装置９０で表示されているコンテンツの番組情報（
ＳＩ）を、放送受信装置９０から外部インターフェース部１０１を介して取得する。ジャ
ンル取得部１０２は、番組情報からジャンル情報を抽出する。なお、放送受信装置９０に
おいて番組情報からジャンル情報が抽出し、ジャンル取得部１０２がジャンル情報を取得
する構成としても構わない。
【０１０５】
　メッセージ表示部１０３、メッセージ作成部１０で抽出されたメッセージサンプル群お
よびメッセージ受信部１２で受信されたメッセージを表示画面に表示する。
【０１０６】
　操作部１０４は、人がメッセージ出力装置１００に対して行う入力を司るインターフェ
ースである。典型的にはメッセージ出力装置１００に備えられたボタン類などが、操作部
１０４にあたる。
【０１０７】
　制御部１０５は、操作部１０４から入力された命令を解釈して、今までに述べたメッセ
ージ出力装置１００内の各機能ブロックに対する制御を行う。なお、制御部１０５からの
出力は、メッセージ出力装置１００内の各機能ブロックに繋がっているが図面が煩雑とな
ることを避けるために省略を行った。制御部１０５がメッセージ出力装置１００内の各記
憶ブロックに対して行う制御の一例としては、ＲＡＭやＲＯＭの記憶領域の管理、データ
の入出力のタイミング管理、割り込み制御管理などが挙げられる。
【０１０８】
　一方、放送受信装置９０は、放送や通信などの手段によってコンテンツ提供部１から提
供されるコンテンツを視聴するための装置であり、コンテンツ受信部５、コンテンツ再生
部６、音声提示部７、外部インターフェース部９１、および映像表示部９２を備えている
。例えばテレビジョン受信機や、ＳＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）、ＰＣなどが含まれ
る。
【０１０９】
　外部インターフェース部９１は、メッセージ出力装置１００とデータの送受信を行うイ
ンターフェースである。具体的には外部インターフェース部１０１は、１０Ｂａｓｅ－Ｔ
などのイーサネット（登録商標）や無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）インターフェースなどで実現される。
【０１１０】
　映像表示部９２は、コンテンツ受信部５で受信されたコンテンツの映像を、放送受信装
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置９０がディスプレイを備えていれば当該ディスプレイへ表示し、放送受信装置９０と有
線あるいは無線で接続されたディスプレイがあれば当該ディスプレイへ出力し表示される
。
【０１１１】
　以上のように構成されたメッセージ出力装置１００において、利用者がコンテンツ（番
組）を放送受信装置９０で視聴しているときに、番組に対するメッセージを入力させ外部
に送信し、同時に番組に対するメッセージを受信して提示する動作について説明する。
【０１１２】
　利用者が番組を放送受信装置９０で視聴しているときに、操作部１０４からチャットア
プリケーション、またはチャットアプリケーションに準ずるアプリケーション（インスタ
ントメッセンジャーなど）が起動されると、ジャンル取得部１０２は、放送受信装置９０
で表示されているコンテンツの番組情報を、放送受信装置９０から外部インターフェース
部１０１を介して取得する。
【０１１３】
　以下の動作は、図２に示すフローチャートのステップＳ１０３以降の動作と同様である
ので、説明を省略する。
【０１１４】
　このようにすると、メッセージ出力装置を携帯端末として構成することができ、モバイ
ルでのメッセージのやりとりが簡単に行われる。よって更なる視聴者間で、メッセージの
共有が活発に行われるようになる。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明に係るメッセージ出力装置は、番組視聴中において、簡単な操作で、番組に対し
て適切なメッセージを気軽に送信できるため、視聴者間でメッセージの共有が活発に行う
ことが可能であり、例えばテレビジョン受信機、ＳＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）、携
帯電話、およびパーソナルコンピュータ等を用いたメッセージの送信に有用である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１　コンテンツ提供部
　２、２０、３０、４０、５０、７０、８０　番組視聴装置
　３　ネットワーク
　４　他の番組視聴装置
　５　コンテンツ受信部
　６　コンテンツ再生部
　７　音声提示部
　８　ジャンル取得部
　９　メッセージサンプル記憶部
　１０　メッセージ作成部
　１１　ネットワークインターフェース部
　１２　メッセージ受信部
　１３　メッセージ表示部
　１４　映像表示部
　１５　機器情報記憶部
　１６　番組視聴装置リモート制御部
　１７　制御インターフェース部
　１８　番組視聴装置制御部
　２１　ジャンル別キーワード取得部
　２２　ジャンル＋キーワード別メッセージサンプル記憶部
　３１　メッセージ登録部
　４１　番組視聴装置リモート制御部
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　４２　映像出力部
　５１　メッセージデータ作成部
　５２　映像／メッセージデータ多重部
　５３　記録部
　５４　出力部
　６０　外部の装置
　６１　分離部
　６２　音声提示部
　６３　映像表示部
　７１　外部メッセージサーバー
　７２　メッセージサンプル要求部
　８１　タッチパネル入力部
　８２　タッチパネル表示部
　９０　放送受信装置
　９１　外部インターフェース部
　９２　映像表示部
　１００　メッセージ出力装置
　１０１　外部インターフェース部
　１０２　ジャンル取得部
　１０３　メッセージ表示部
　１０４　操作部
　１０５　制御部
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(21) JP WO2013/014824 A1 2013.1.31

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】

【手続補正書】
【提出日】平成25年10月9日(2013.10.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者がコンテンツの視聴中にメッセージを出力するメッセージ出力装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、番組視聴装置で放送コンテンツを観賞しながら、番組視聴装置上でチャットを行
うシステムが提案されている。
【０００３】
　従来、放送コンテンツの視聴は家庭内のみで行われ、遠く離れた人物と感想や意見を共
有することは困難であった。
【０００４】
　しかし、インターネット技術の普及に伴い、様々な相互作用的なシステムが構築可能と
なり、番組視聴装置上でも様々なサービスが行われている。その一例として上述のように
番組視聴装置で放送コンテンツを視聴しながら、番組視聴装置上でチャットを行うシステ
ムが提案されている。
【０００５】
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　ここで、テレビに代表される番組視聴装置を用いてチャットを行う場合、ＰＣ（Ｐｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）のように従前からチャットに用いられていた機器を用い
て行う場合とは操作感に若干の違いが生じる。
【０００６】
　テレビに代表される番組視聴装置を用いてチャットを行う場合と、ＰＣを用いてチャッ
トを行う場合との操作感の差は入力インターフェースの違いによって生じる。ＰＣではキ
ーボードを用いて入力が行われる。一方、番組視聴措置ではリモコン（ｒｅｍｏｔｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）を用いて入力が行われる。リモコンは片手で扱える程度に小型に設計され
るのが普通であるから、ボタンの数が限定的であり一文字を入力するのに多数のボタン操
作を必要とする。また、両手で連続的にボタンを押すことも難しい。つまり、リモコンで
はチャットメッセージの入力が困難である。
【０００７】
　ここで例えば特許文献１には、視聴者にチャットメッセージを容易に入力させるために
、定型化されたメッセージを入力させることが開示されている。このようにすれば文字入
力の手間を省くことができ、便利である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００２－５２４９３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記従来の技術のように、チャットメッセージを定型化させると、会話の自由度が減少
するという課題が新たに生じる。チャットによって交換されるメッセージは固定的なもの
となり、自由闊達な議論というチャット本来の目的を達成できないおそれがある。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記従来の課題を解決するものであり、視聴者にチャットメッセー
ジを容易に入力させつつも、より会話内容の充実したチャットの実現を行うことができる
メッセージ出力装置およびメッセージ出力方法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】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明に係るメッセージ出力装置は、利用者がコンテンツの
視聴中にメッセージを出力するメッセージ出力装置であって、前記コンテンツのジャンル
情報を取得するジャンル取得部と、１又は複数のメッセージサンプルを前記ジャンル情報
に対応させて記憶するメッセージサンプル記憶部と、前記ジャンル取得部で取得された前
記ジャンル情報に基づいて、前記メッセージサンプル記憶部に記憶された前記メッセージ
サンプルから少なくとも１つのメッセージサンプルをメッセージサンプル群として抽出す
るメッセージ作成部と、利用者からの入力を受け付ける制御インターフェース部と、外部
装置とデータの送受信を行うネットワークインターフェース部と、前記制御インターフェ
ース部で受け付けられた利用者からの入力に基づいて、前記メッセージ作成部で抽出され
た前記メッセージサンプル群から特定のメッセージサンプルを特定し、当該メッセージサ
ンプルに対応するデータを前記外部装置へ前記ネットワークインターフェース部を介して
出力する制御部と、を備える。
【００１２】
　これによって、利用者が視聴しているコンテンツに最適なメッセージサンプル群を使用
して効率良くメッセージの作成を行うことができる。
【００１３】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、コンテンツを受信するコンテンツ受信部と
、前記コンテンツ受信部で受信された前記コンテンツから映像と、ジャンル情報を含む番
組情報を再生するコンテンツ再生部とを備え、前記ジャンル取得部は、前記番組情報から



(26) JP WO2013/014824 A1 2013.1.31

前記ジャンル情報を取得してもよい。
【００１４】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記メッセージ作成部で抽出された前記メ
ッセージサンプル群を表示するメッセージ表示部を備えてもよい。
【００１５】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記コンテンツ再生部で再生された映像と
、前記メッセージ作成部で抽出された前記メッセージサンプル群とを合成した映像を生成
する映像表示部を備えてもよい。
【００１６】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、コンテンツを表示する表示装置とデータの
送受信を行う外部インターフェース部を備え、前記ジャンル取得部は、前記表示装置で表
示されている前記コンテンツのジャンル情報を、前記表示装置から前記外部インターフェ
ース部を介して取得してもよい。
【００１７】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記ジャンル取得部で取得された前記ジャ
ンル情報に基づいて１又は複数のメッセージサンプルを前記メッセージサンプル群として
、前記ネットワークインターフェース部を介して、外部装置から取得するメッセージサン
プル要求部を備えてもよい。
【００１８】
　また、前記メッセージサンプル記憶部は、前記メッセージサンプルを前記ジャンル、お
よび前記ジャンル別のキーワードに対応させて記憶し、前記メッセージ出力装置は、さら
に、前記コンテンツの前記ジャンル別のキーワードを取得するジャンル別キーワード取得
部を備え、前記メッセージ作成部は、前記ジャンル別キーワード取得部で取得された前記
ジャンル別のキーワードに基づいて、前記メッセージサンプル記憶部に記憶された前記メ
ッセージサンプルから１又は複数のメッセージサンプルをメッセージサンプル群として抽
出してもよい。
【００１９】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記制御インターフェース部で受け付けら
れた利用者からの入力に基づくメッセージを、前記ジャンル取得部で取得された前記ジャ
ンル情報に基づいて前記ジャンルに対応させ、前記メッセージサンプルとして前記メッセ
ージサンプル記憶部に登録するメッセージ登録部を備えてもよい。
【００２０】
　また、前記メッセージ出力装置は、さらに、前記ネットワークインターフェース部を介
して前記外部装置からメッセージを受信するメッセージ受信部と、前記メッセージ受信部
で受信されたメッセージを、前記ジャンル取得部で取得された前記ジャンル情報に基づい
て前記ジャンルに対応させ、前記メッセージサンプルとして前記メッセージサンプル記憶
部に登録するメッセージ登録部とを備えてもよい。
【００２１】
　なお、本発明は、このようなメッセージ出力装置として実現することができるだけでな
く、このようなメッセージ出力装置が含む特徴的な手段をステップとするメッセージ出力
方法として実現したり、それらのステップをコンピュータに実行させるプログラムとして
実現したりすることもできる。そして、そのようなプログラムは、コンピュータ読み取り
可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体として実現したり、そのプログラムを示す情報、デー
タ又は信号として実現したりすることもできる。そして、それらプログラム、情報、デー
タ及び信号は、インターネット等の通信ネットワークを介して配信してもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、メッセージサンプル群をジャンル別に管理し、視聴コンテンツのジャ
ンルに相当するメッセージサンプル群を使用してメッセージ作成を効率的に行うことで、
視聴者間でメッセージの共有が活発に行うことが可能になるという効果がある。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の一実施の形態に係るメッセージ出力装置とその周辺機器のブロ
ック図である。
【図２】図２は、実施の形態１に係る番組視聴装置の動作にかかるフローチャートである
。
【図３】図３は、実施の形態１に係る番組表示装置内のメッセージサンプル記憶部が記憶
しているデータ構造の一例を示す図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係る番組表示装置における、表示画面イメージ図である
。
【図５】図５は、実施の形態１に係る番組視聴装置がメッセージをやりとりする際の相手
先情報を管理するテーブルを示す図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係る番組視聴装置のシステムとしての使用例を示す図で
ある。
【図７】図７は、実施の形態１に係る番組視聴装置のシステムとしての変形例を示す図で
ある。
【図８】図８は、実施の形態１に係る番組視聴装置のシステムとしての変形例を示す図で
ある。
【図９】図９は、実施の形態１に係る番組視聴装置の変形例を示すブロック図である。
【図１０】図１０は、実施の形態１の変形例にかかる番組表示装置内のジャンル＋キーワ
ード別メッセージサンプル記憶部が記憶しているデータ構造の一例を示す図である。
【図１１】図１１は、実施の形態１の変形例に係る番組表示装置における、表示画面イメ
ージ図である。
【図１２】図１２は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例を示すブロック図
である。
【図１３】図１３は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例においてメッセー
ジの追加を選択する図である。
【図１４】図１４は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例においてメッセー
ジの追加を選択する図である。
【図１５】図１５は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例においてメッセー
ジの追加を選択する図である。
【図１６】図１６は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例においてメッセー
ジの追加を選択する図である。
【図１７】図１７は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第３の変形例を示すブロック図
である。
【図１８】図１８は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第４の変形例を示すブロック図
である。
【図１９】図１９は、番組視聴装置の出力を外部の装置で視聴する際のブロック図である
。
【図２０】図２０は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第５の変形例を示すブロック図
である。
【図２１】図２１は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第６の変形例を示すブロック図
である。
【図２２】図２２は、本発明に係るメッセージ出力装置および放送受信装置とその周辺機
器の一実施の形態の構成を示すブロック図である。
【図２３】図２３は、実施の形態２に係るメッセージ出力装置および放送受信装置の利用
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、以下で説明
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する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。以下の実施の
形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接続形態、ステッ
プ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。本発明は、請
求の範囲だけによって限定特定される。よって、以下の実施の形態における構成要素のう
ち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、本発
明の課題を達成するのに必ずしも必要ではないが、より好ましい形態を構成するものとし
て説明される。
【００２５】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の一実施の形態に係るメッセージ出力装置の構成について図１を参照しな
がら説明する。なお、本実施の形態では、メッセージ出力装置は番組視聴装置として実現
されている。
【００２６】
　図１は、本実施の形態における番組視聴装置とその周辺機器の構成を示すブロック図で
ある。
【００２７】
　コンテンツ提供部１は、コンテンツを提供可能な装置である。コンテンツには映像、音
声、その他データから構成される番組が含まれる。提供の手段としては放送や、通信が含
まれる。具体的には、放送の場合は放送局装置やトランスポンダ等がコンテンツ提供部１
に該当する。通信の場合にはコンテンツ提供業者の設置するサーバ等がコンテンツ提供部
１に該当する。
【００２８】
　番組視聴装置２は、放送や通信などの手段によってコンテンツ提供部１から提供される
コンテンツ（番組）を利用者が視聴しているときに利用者がメッセージを出力するための
装置であり、コンテンツ受信部５、コンテンツ再生部６、音声提示部７、ジャンル取得部
８、メッセージサンプル記憶部９、メッセージ作成部１０、ネットワークインターフェー
ス部１１、メッセージ受信部１２、メッセージ表示部１３、映像表示部１４、機器情報記
憶部１５、番組視聴装置リモート制御部１６、制御インターフェース部１７、および番組
視聴装置制御部１８を備えている。例えばテレビジョン受信機や、ＳＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏ
ｐ　Ｂｏｘ）、ＰＣ、携帯電話などが含まれる。ここで、メッセージとは、例えばチャッ
トメッセージ、電子メール、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）におけるメ
ッセージ等である。
【００２９】
　ネットワーク３は、番組視聴装置２と外部機器とをデータ転送の目的で接続するインフ
ラ設備である。無線ネットワーク網や、有線ネットワーク網が該当する。
【００３０】
　他の番組視聴装置４は、番組視聴装置２と等価の装置であって、番組視聴装置２とネッ
トワーク３を介して通信可能な装置である。等価の装置とは、同一メーカーから提供され
る同一モデルの製品に限られるものではなく、本発明によって実現される機能を有する装
置のことを指す。
【００３１】
　コンテンツ受信部５は、コンテンツ提供部１から提供されたコンテンツをコンテンツ再
生部６で再生するまでに必要な処理を行う。具体的には、コンテンツが放送によって提供
される場合には選局、復調、誤り訂正などの工程を行うフロントエンドがコンテンツ受信
部５にあたる。コンテンツが通信によって提供される場合はプロトコルを解釈可能なネッ
トワークインターフェースがコンテンツ受信部５にあたる。多くの場合、コンテンツ受信
部５はアンテナまたはモデムとＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏ
ｎ）内の専用ハードウェアやソフトウェアのなどの組み合わせで実現される。
【００３２】
　コンテンツ再生部６は、コンテンツをデコードして再生する。コンテンツは放送の場合
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はＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）と呼ばれるデータ列の中に動画、音声、コ
ンテンツに関するデータなどが重畳された形式で提供される。通信の場合も通信プロトコ
ロルに従って所定のパケットに、動画、音声、コンテンツに関するデータがそれぞれパケ
ット化されて提供される。コンテンツ再生部６はこれらの情報を分別して、番組視聴装置
２が解釈可能な形に変換する。具体的にはＴＳデコーダ、ＭＰＥＧデコーダなどが、コン
テンツ再生部６に含まれる。多くの場合、コンテンツ再生部６は専用ハードウェアやソフ
トウェアで実現される。コンテンツに関するデータの一例としては番組情報（ＳＩ：Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が挙げられる。ＳＩには、番組のジャンルに関す
る情報が含まれる。番組のジャンルに関する情報とは例えば、コンテンツがスポーツに関
するものであるとか、料理番組に関するものであるとかの情報が挙げられる。
【００３３】
　音声提示部７は、コンテンツ再生部６でデコードされた音声データに基づいて機能する
。スピーカーなどの音声再生装置が番組視聴装置２に内蔵されている場合はスピーカーが
音声提示部７に該当する。スピーカーなど音声再生装置が外部機器として存在する場合は
音声信号を出力する端子が音声提示部７に該当する。
【００３４】
　ジャンル取得部８は、コンテンツ再生部６によって再生された番組情報からジャンル情
報を抽出する。抽出の仕方の一例を挙げると、複数のパケットにより構成される番組情報
に対して所定のパケットをフィルタリングすることによって、ジャンル情報を抽出するこ
とができる。ジャンル取得部８は多くの場合専用ハードウェアやソフトウェアなどで実現
される。
【００３５】
　メッセージサンプル記憶部９は、予めジャンル別にメッセージのサンプル群であるメッ
セージサンプル群が記憶されている。ここでメッセージサンプル群の分類基準であるジャ
ンルとは、ジャンル取得部８で抽出されるジャンル情報と対応が取れていることがシステ
ムの簡便化の観点から望ましい。また、メッセージサンプル群の分類基準であるジャンル
をジャンル取得部８で抽出されるジャンルの上位概念、または下位概念としても良い。メ
ッセージサンプル記憶部９は、具体的にはＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）やＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶装置で実現される。
【００３６】
　メッセージ作成部１０は、メッセージサンプル記憶部９から特定のメッセージサンプル
群を抽出する。特定のメッセージサンプル群の抽出には、ジャンル取得部８で抽出された
ジャンルをキーにしてのフィルタリングを行っても良い。また、特定のメッセージサンプ
ル群の抽出にはジャンル取得部８で取得されたジャンルに関連するメッセージサンプル群
を関連度に応じて抽出するようにしても良い。メッセージ作成部１０は、多くの場合専用
ハードウェアやソフトウェアなどで実現される。
【００３７】
　ネットワークインターフェース部１１は、ネットワーク３と番組視聴装置２を接続する
インターフェースである。具体的にはネットワークインターフェース部１１は、１０Ｂａ
ｓｅ－Ｔなどのイーサネット（登録商標）や無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）インターフェースなどで実現される。
【００３８】
　メッセージ受信部１２は、ネットワークインターフェース部１１から特定のメッセージ
を受信する。具体的には、メッセージ受信部１２が受け取るメッセージには他の番組視聴
装置４によって送信されたメッセージが含まれる。メッセージ受信部１２は、多くの場合
専用ハードウェアやソフトウェアなどで実現される。
【００３９】
　メッセージ表示部１３は、メッセージサンプル群に対応する映像を生成する。メッセー
ジサンプル群に対応する映像とは典型的にはＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａ
ｙ）や、映像ウィンドとは異なるウィンド内のグラフィックとして実現される。メッセー
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ジ表示部１３は、多くの場合専用ハードウェアやソフトウェアなどで実現される。
【００４０】
　映像表示部１４は、表示される映像データを作成する。表示される映像データにはコン
テンツ受信部５で受信した番組にメッセージ表示部１３で作成された映像を合成したもの
が含まれる。ここで、映像の合成とは全ての情報が重畳されるように合成するもののみを
表す言葉ではない。映像の合成とは、映像ソース毎に対応するウィンドを画面内または複
数の画面にまたがって生成し、当該ウィンドに映像ソースを表示することを含む。映像表
示部１４は、多くの場合専用ハードウェアやソフトウェアなどで実現される。映像表示部
１４で作成された映像データは番組視聴装置２がディスプレイを備えていれば当該ディス
プレイへ、番組視聴装置２と有線あるいは無線で接続されたディスプレイがあれば当該デ
ィスプレイへ出力し表示される。
【００４１】
　機器情報記憶部１５は、番組視聴装置２の機器設定データを記憶している。機器情報記
憶部１５が記憶する、番組視聴装置２の機器設定データには、後述する相手先情報テーブ
ルが含まれる。機器情報記憶部１５は具体的には、ＲＡＭやＲＯＭなどの不揮発性メモリ
で実現される。
【００４２】
　操作部１６は、人が番組視聴装置２に対して行う入力を司るインターフェースである。
典型的にはリモコンや、番組視聴装置２に備えられたボタン類、番組視聴装置２と関連付
けられた携帯電話などが、操作部１６にあたる。なお、本実施の形態では、入力がリモコ
ン（番組視聴装置リモート制御部）で行われることを前提としており、図面上は番組視聴
装置リモート制御部１６と記載している。
【００４３】
　制御インターフェース部１７は、操作部１６からの入力を、番組視聴装置２側で受け付
けるインターフェースである。制御インターフェース部１７は、操作部１６からの入力を
番組視聴装置２で解釈可能な命令の形態にデコードする。制御インターフェース部１７は
多くの場合専用ハードウェアで実現される。
【００４４】
　番組視聴装置制御部１８は、制御インターフェース部１７から入力された命令を解釈し
て、今までに述べた番組視聴装置２内の各機能ブロックに対する制御を行う。なお、番組
視聴装置制御部１８からの出力は、番組視聴装置２内の各機能ブロックに繋がっているが
図面が煩雑となることを避けるために省略を行った。番組視聴装置制御部１８が番組視聴
装置２内の各記憶ブロックに対して行う制御の一例としては、ＲＡＭやＲＯＭの記憶領域
の管理、データの入出力のタイミング管理、割り込み制御管理などが挙げられる。番組視
聴装置制御部１８は、多くの場合汎用もしくは専用ＣＰＵで実現される。
【００４５】
　（機器の動作）
　以上のように構成された、番組視聴装置が、番組視聴装置の利用者（以下視聴者という
）に対して、番組に対するメッセージを入力させ外部に送信し、同時に番組に対するメッ
セージを受信して提示する動作について説明する。
【００４６】
　図２は実施の形態１にかかる番組視聴装置の動作の流れを示すフローチャートである。
以下図２を参照しながら、番組視聴装置の動作について説明する。
【００４７】
　ここでは、番組視聴装置の動作の一例を挙げる。すなわち、本動作が本発明の番組視聴
装置の全動作を網羅するものではない。
【００４８】
　ステップＳ１００は、番組視聴装置２で他の番組視聴装置４とメッセージの交換を行う
前段階のステップである。すなわち、ステップＳ１００においては、番組視聴装置２の電
源が投入されたか、番組視聴装置２の使用中においてチャットアプリケーション、もしく
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はチャットアプリケーションに準ずるアプリケーション（インスタントメッセンジャーな
ど）が起動された場面を想定する。
【００４９】
　ステップＳ１０１は、ウィンド生成動作である。ウィンド生成動作とは映像表示部１４
が番組視聴装置２あるいは、外部に接続された、ディスプレイの表示画面に対し、複数の
ウィンドを表示するよう映像データを生成する動作である。なお、映像表示部１４が番組
やメッセージの合成をウィンド単位で行わず、データのＯＳＤ合成で行う場合には本ステ
ップは省略可能である。
【００５０】
　ステップＳ１０２は、番組表示動作である。番組表示動作とは、番組視聴装置２のコン
テンツ受信部５がコンテンツ提供部１からコンテンツを受信し、コンテンツ再生部６によ
って再生された映像／音声が、映像表示部１４で表示／音声提示部７で提示される動作で
ある。ステップＳ１０１でウィンドを生成した場合、映像表示部１４で映像が表示される
際には上述のステップＳ１０１で生成された複数のウィンド内の一部に当該映像が表示さ
れる。
【００５１】
　ステップＳ１０３は、ＳＩジャンルに対応するメッセージを表示する動作である。ＳＩ
ジャンルに対応するメッセージを表示する動作は、コンテンツ再生部６によって再生され
たＳＩに含まれるジャンル情報に基づいて、メッセージ作成部１０が、メッセージサンプ
ル記憶部９に記憶されたメッセージサンプル群から特定のメッセージサンプル群を抽出す
るステップを含む。図３は、実施の形態１にかかる番組表示装置内のメッセージサンプル
記憶部９が記憶しているデータ構造の一例を示す図である。図３のように、メッセージサ
ンプル記憶部９は、一例として、ドラマというジャンル一般に対して、高頻度でコメント
される「かわいそう」「かなしいね」などのメッセージサンプルを対応付けて記憶してい
る。当該ステップで抽出されたメッセージサンプル群は、メッセージ表示部１３によって
映像データに変換される。そして、映像表示部１４によって、ステップＳ１０１で作成さ
れたウィンド内に合成されて表示され、あるいはステップＳ１０２で表示された番組内に
ＯＳＤとして表示される。図４は、実施の形態１にかかる番組表示装置における、表示画
面イメージ図である。図４においては、番組視聴装置２はスポーツ番組を受信しているも
のとする。この場合、図４に示すように画面４０１の左上のウィンド４０２にスポーツ番
組が表示され、画面４０１の右側のウィンド４０３にスポーツジャンルに対応するメッセ
ージサンプル群が表示される。
【００５２】
　ステップＳ１０４は、視聴者からの入力があるか否かを判断するステップである。ここ
での視聴者からの入力とは、後述するメッセージ選択動作に関する入力を意味するもので
あって、メッセージ選択動作に関係しない動作については含まない。メッセージ選択動作
に関する入力とは、例えば、ステップＳ１０３で表示されたメッセージサンプル群に含ま
れるメッセージサンプルに対して明示的に対応するボタンがあれば当該ボタンの押下を意
味する。また、ステップＳ１０３で表示されたメッセージサンプル群に含まれるメッセー
ジサンプルを指し示すカーソルがあれば、当該カーソルを移動させる方向キーの押下を意
味する。
【００５３】
　ステップＳ１０５は、ステップＳ１０４で視聴者からの入力があった場合に、当該入力
によって選択された特定のメッセージサンプルをメッセージ作成部１０がメッセージサン
プル記憶部９から抽出するステップである。当該ステップにおいては、予めステップＳ１
０３でメッセージ作成部１０によって抽出された特定メッセージサンプル群から、メッセ
ージ作成部１０がさらに特定のメッセージを抽出するようにしてもよい。このようにする
と、メッセージ抽出の母集団がメッセージサンプル記憶部９に記憶されたメッセージサン
プル群から、特定のメッセージサンプル群へと縮小される可能性があるので、処理を高速
化することができる。
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【００５４】
　ステップＳ１０６は、ステップＳ１０５で抽出された特定のメッセージサンプルをネッ
トワーク３を介して、他の番組視聴装置４へ送信するステップである。具体的には、特定
のメッセージサンプルは番組視聴装置制御部１８によって、特定のプロトコルに応じて符
号化された後に、ネットワークインターフェース部１１で変調されてネットワーク３へ送
信される。
【００５５】
　ステップＳ１０７は、特定のメッセージサンプルが他の番組視聴装置４へ送信された状
態を表すように画面を更新するステップである。このような状態の一例としては、図４に
示される左下のウィンド４０４に対して自己のメッセージを表示するなどの方法がある。
なお、当該ステップは任意のステップであり、特に画面を更新しなくとも本発明の目的は
達成できる。ただし、当該ステップを行う場合は、自己の入力したメッセージが確認でき
るという利点がある。
【００５６】
　ステップＳ１０８は、ステップＳ１０４で一定の期間入力が得られなかった場合（ステ
ップＳ１０４でＮＯ）に移行するステップであり、他の番組視聴装置４からの入力を確認
するステップである。具体的にはネットワークインターフェース部１１が、他の番組視聴
装置４からネットワーク３を介してメッセージを受信したか否かを番組視聴装置制御部１
８が判断する。
【００５７】
　ステップＳ１０９は、ステップＳ１０８で受信したメッセージが他の番組視聴装置４の
うちのどの番組視聴装置から送られてきたのかを確認するステップである。図５は実施の
形態１にかかる番組視聴装置２がメッセージをやりとりする際の相手先情報を管理するテ
ーブルを示す図である。この情報は機器情報記憶部１５に格納される。図５に示すように
、機器ＩＰアドレス、メールアドレスを管理し、それらのアドレスに対応づけて名前（ニ
ックネーム）を保存することによって、メッセージの誤送信を防ぐことができる。
【００５８】
　ステップＳ１０７は、ステップＳ１０９で、ステップＳ１０８において受信したメッセ
ージの受信元を確認した後にも移行されるステップである。ここでは、メッセージが他の
番組視聴装置４から送信された状態を表すように画面を更新するステップである。このよ
うな状態の一例としては、図４に示される左下のウィンドに対して他者のメッセージを表
示するなどの方法がある。
【００５９】
　以上のように、本実施の形態におけるメッセージ出力装置である番組視聴装置によれば
、視聴中の番組に対応するメッセージを簡易な方法で入力することができるので、従来の
番組視聴装置よりも容易にメッセージの交換を行うことができる。
【００６０】
　（システムとしての変形例）
　図６は、実施の形態１にかかるメッセージ出力装置である番組視聴装置のシステムとし
ての使用例を示す図である。本実施の形態で述べた番組視聴装置の使用例は典型的には図
６のように、ネットワークを介して接続された複数の番組視聴装置がシステムとして動作
することを想定している。すなわち、複数の番組視聴装置間で、上記のような流れでメッ
セージの送受信が行われる。ここでは、図６のような使用例の他に、本発明が適用可能な
使用例の一例を示す。
【００６１】
　図７は、実施の形態１にかかる番組視聴装置のシステムとしての変形例を示す図である
。図７と図６との違いは、メッセージ出力装置である番組視聴装置とネットワークを介し
て接続される機器が、メッセージ出力装置としての機能を有する携帯端末とテレビのシス
テムである点である。図６に示した番組視聴装置は、メッセージ出力装置としての機能と
、番組表示装置としての機能を統合した機能を有している。これに対し、図７においては
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、メッセージ出力装置としての携帯端末と、放送受信装置としてのテレビがシステムとし
て構成されていることによって、番組視聴装置と等価の機能を発揮している。このような
メッセージ出力装置については、以下の実施の形態２で説明する。
【００６２】
　図８は、実施の形態１にかかる番組視聴装置のシステムとしての変形例を示す図である
。図８と図６との違いは、番組視聴装置とネットワークを介して接続される機器が、番組
視聴装置としての機能を有する携帯端末である点である。図８においては、携帯端末が放
送を受信し、メッセージを表示する機能を有している。もちろん携帯端末同士のみからな
るシステムにおいても、本発明の実施は可能である。
【００６３】
　（構成の変形例１）
　図９は、実施の形態１に係る番組視聴装置の変形例の構成を示すブロック図である。図
９に示した番組視聴装置２０は、図１に示した番組視聴装置２に、コンテンツのＳＩより
ジャンル別キーワードを取得部するジャンル別キーワード取得部２１と、あらかじめジャ
ンル別に複数のキーワードを設定し、それぞれのキーワードごとにメッセージや単語のサ
ンプル群を作成し記憶しておくジャンル＋キーワード別メッセージサンプル記憶部２２を
追加した、番組視聴装置である。
【００６４】
　ジャンル別キーワード取得部２１は、ジャンル取得部８で得られたＳＩから、ＥＰＧ（
Ｅｌｅｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）などの電子番組表に使用される文章
を取得し、該文章から単語あるいは文節を利用してキーワードを特定する。ここで、キー
ワードはジャンルを更に限定する分類である。具体的には文章中に球団名や、「野球中継
」などの語句が含まれていれば、当該番組から野球というキーワードを特定する。キーワ
ードの特定にはジャンル情報を用いてキーワードの特定元となる母集団を限定してもよい
。また、メッセージサンプル群の分類基準であるジャンルとキーワードは、ジャンル取得
部８で抽出されるジャンル情報と、キーワードはジャンル別キーワード取得部２１で抽出
されるジャンル別キーワード情報とに対応が取れていることがシステムの簡便化の観点か
ら望ましい。ジャンル別キーワード取得部２１は番組視聴装置制御部１８などのＣＰＵで
実行されるソフトウェア、あるいは専用ハードウェアで実現される。
【００６５】
　ジャンル＋キーワード別メッセージサンプル記憶部２２は、メッセージサンプル記憶部
９が記憶していたメッセージサンプルに加えて、ジャンル別キーワード取得部２１で取得
されたキーワードに対応するメッセージサンプルを記憶する。ジャンル＋キーワード別メ
ッセージサンプル記憶部２２は、具体的にはＲＡＭやＲＯＭなどの記憶装置で実現される
。
【００６６】
　このようにすると、より細かい分類に応じて適切なメッセージサンプルを設定すること
ができる。このようなキーワードの取得方法としては、放送事業者がＳＩで自由に記述し
た記述子を用いることが一例として挙げられる。また電子番組表に記述される情報から所
定のキーワードを抜き出すこともできる。
【００６７】
　図１０は、本変形例１にかかる番組表示装置内２０のジャンル＋キーワード別メッセー
ジサンプル記憶部２２が記憶しているデータ構造の一例を示す図である。図１０のように
、ジャンル＋キーワード別メッセージサンプル記憶部２２は、一例として、ジャンル「ス
ポーツ」内の野球という小分類項目（キーワード）に対して、高頻度でコメントされる「
今のストライク！」「ナイスボール！」などのメッセージサンプルを対応付けて記憶して
いる。
【００６８】
　図１１は本変形例１にかかる番組表示装置における、表示画面イメージ図である。本変
形例１では、視聴者が野球番組を視聴しているとすると、例えば図１１に示すように、画
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面１１０１の左上のウィンド１１０２に野球番組が表示され、画面１１０１の右側のウィ
ンド１１０３に野球というキーワードに対応するメッセージサンプル群が表示される。本
変形例１のようにすると、野球番組を視聴している際に視聴者は容易に野球に即したメッ
セージを入力することができる。
【００６９】
　（構成の変形例２）
　図１２は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第２の変形例の構成を示すブロック図で
ある。図１２に示した番組視聴装置３０は、図１に示した番組視聴装置２に、メッセージ
を新たに登録するメッセージ登録部３１を付加した番組視聴装置である。
【００７０】
　メッセージ登録部３１は、メッセージ受信部１２で受信されたメッセージを、視聴中の
ジャンルに従って分類し、メッセージサンプル記憶部９に新規登録する。メッセージ登録
部３１は独立したＣＰＵとして実現されても良いし、番組視聴装置制御部１８の一機能と
して実現されても良い。
【００７１】
　図１３から図１６は実施の形態１にかかる番組視聴装置の第２の変形例においてメッセ
ージの追加を選択する図である。以下図１３から図１６を用いて、メッセージサンプル群
へのメッセージ追加に関して説明する。
【００７２】
　まず図１３に示すように、例えばリモコンの十字キーの上下キーでメッセージ追加の項
目１３０１まで移動し、十字キー中央の決定キーを押すことでメッセージの追加を選択で
きる。
【００７３】
　続いて図１４に示すように、メッセージの追加を選択する。当該ジャンル、当該キーワ
ードでの受信メッセージのメッセージリスト１４０１が表示されるので、リモコンの十字
キーで登録したいメッセージを選択する。これにより、メッセージ登録部３１は、選択さ
れたメッセージを、視聴中のジャンルに対応させてメッセージサンプル記憶部９に新規登
録する。
【００７４】
　さらに新規のメッセージを登録したい場合は図１５に示すように、リモコンの十字キー
でメッセージ新規作成の項目１５０１を選択する。これにより画面が図１６に示すような
画面１６０１に遷移するので、携帯電話での文字入力と同様な手法でメッセージを入力す
る。これにより、メッセージ登録部３１は、入力されたメッセージを、視聴中のジャンル
に対応させてメッセージサンプル記憶部９に新規登録する。
【００７５】
　ここで、例えばリモコンの赤ボタンを押すことで文字種を選択し、黄ボタンで削除、青
ボタンでメッセージ確定、緑ボタンでメッセージ登録を行うことができる。
【００７６】
　以上のようにして、メッセージサンプル群をより使いやすいように更新することで、メ
ッセージ入力をより効率的に行うことができるようになる。
【００７７】
　（構成の変形例３）
　図１７は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第３の変形例の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１との違いは、番組視聴装置４０が、番組視聴装置リモート制御部４１
側にメッセージ表示を行う点である。
【００７８】
　具体的な構成の違いとしては、図１７の番組視聴装置４０は、図１の番組視聴装置２に
映像出力部４２を追加されている点が挙げられる。
【００７９】
　映像出力部４２は、番組視聴装置リモート制御部４１に対してメッセージ表示部１３で



(35) JP WO2013/014824 A1 2013.1.31

作成された映像の出力を行う。映像出力部４２の具体的な実現方法の一つとしては、図１
７に示されるように制御インターフェース部１７を介して番組視聴装置リモート制御部４
１に映像の出力を行う方法がある。この場合制御インターフェース部１７は双方向通信可
能なインターフェースで構成されることが望ましい。例えば、無線ＬＡＮや、赤外線入出
力などの既存の無線映像伝送インターフェースを制御インターフェース部１７が備えるこ
とが望ましい。また、制御インターフェース部１７によらず、映像出力部４２自体を既存
の無線映像伝送インターフェースで構成することが一例として挙げられる。
【００８０】
　（構成の変形例４）
　図１８は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第４の変形例の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１との違いは、番組視聴装置５０が、コンテンツ再生部６で再生された
映像音声と、メッセージ作成部１０で作成されたメッセージとを記録部５３に蓄積する点
である。
【００８１】
　具体的な構成の違いとしては、図１８の番組視聴装置５０は、図１の番組視聴装置２に
メッセージデータ作成部５１と、映像／メッセージデータ多重部５２と、記録部５３と、
出力部５４とが追加されている点が挙げられる。
【００８２】
　メッセージデータ作成部５１は、メッセージ作成部１０で作成されたメッセージを記録
部５３に記録可能な形態に変換する。なお、メッセージデータ作成部５１を設ける代わり
に、メッセージ作成部１０で作成されるデータ自体が直接記録部５３に記録可能な形態で
あってもよい。メッセージデータ作成部５１は番組視聴装置制御部１８の一機能として構
成してもよいし、独自のＣＰＵとして構成してもよい。
【００８３】
　映像／メッセージデータ多重部５２はメッセージデータ作成部５１で作成された記録用
メッセージデータと、コンテンツ再生部で再生された映像とを多重する。この際メッセー
ジデータは映像の非映像部に多重するようにする。映像／メッセージデータ多重部５２の
具体的な構成方法としては、フレームメモリなどの映像記録型の揮発性メモリを用いるこ
とができる。
【００８４】
　記録部５３は映像／メッセージデータ多重部５２で作成されたデータと、コンテンツ再
生部６で再生された音声とを記録する。記録部５３の具体的な構成方法としてはＨＤＤ（
Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）などの大容量記録装置などが挙げられる。
【００８５】
　出力部５４は、記録部５３に記録された、音声と、映像／メッセージデータ多重部５２
で作成されたデータを外部の装置へ出力する。出力部５４は具体的には、ネットワークイ
ンターフェース部１１は、１０Ｂａｓｅ－Ｔなどのイーサネット（登録商標）や無線ＬＡ
Ｎインターフェースなどで実現されてもよいし、ＩＥＥＥ１３９４や、ＨＤＭＩ（登録商
標）（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｃｅ
）などのインターフェースで実現されても良い。
【００８６】
　図１９は、番組視聴装置５０の出力を外部の装置で視聴する際のブロック図である。
【００８７】
　外部の装置６０は番組視聴装置５０の出力部５４から音声と、音声と、映像／メッセー
ジデータ多重部５２で作成されたデータ（映像／メッセージデータ多重信号）を受信する
。
【００８８】
　分離部６１は映像／メッセージデータ多重信号から映像とメッセージデータを分離する
。分離部６１は具体的にはＣＰＵなどで実現される。
【００８９】
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　音声提示部６２は音声を出力する。具体的にはスピーカーで構成される。
【００９０】
　映像表示部６３は、分離部６１で分離された、映像とメッセージデータをそれぞれ表示
する。
【００９１】
　このようにすると、受信側の装置構成を番組視聴装置５０と、外部の装置６０とに分け
て構成することができ、機器の設計の自由度が向上する。
【００９２】
　（構成の変形例５）
　図２０は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第５の変形例の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１との違いは、番組視聴装置７０が、外部メッセージサーバー７１から
メッセージサンプル群を取得する点である。
【００９３】
　図２０において、番組視聴装置７０では、ジャンル取得部８で再生された番組情報より
ジャンル情報を抽出してジャンルが取得できた時点で、メッセージサンプル要求部７２に
メッセージサンプル要求を行うよう制御が行われる。
【００９４】
　メッセージサンプル要求部７２は、ネットワークインターフェース部１１とネットワー
ク３を介し、外部メッセージサーバー７１にメッセージサンプル要求を行う。外部メッセ
ージサーバー７１では、メッセージサンプル要求部７２からのメッセージサンプル要求に
対して、当該ジャンルに対する最新のメッセージサンプル群を送信する。番組視聴装置７
０では、ネットワーク３とネットワークインターフェース部１１を介して受信した最新の
メッセージサンプル群を、メッセージサンプル記憶部９に格納する。
【００９５】
　なお、メッセージサンプル記憶部９には、実施の形態１と同様にあらかじめジャンル別
にメッセージや単語のサンプル群を作成し記憶しておく。メッセージ作成時には、外部メ
ッセージサーバー７１から入手したメッセージサンプル群と、あらかじめジャンル別にメ
ッセージや単語のサンプル群とを用いてメッセージ作成部１０でメッセージを作成する。
【００９６】
　本変形例では、外部メッセージサーバー７１からのメッセージサンプル群を入手するこ
とで、実施の形態１よりも最新のメッセージサンプル情報でメッセージが作成できる。こ
のようにすると、後述する変形例６のように番組視聴装置に十分なデータ容量を確保する
ことが困難である場合に特に有効である。
【００９７】
　（構成の変形例６）
　図２１は、実施の形態１に係る番組視聴装置の第６の変形例の構成を示すブロック図で
ある。実施の形態１との違いは、番組視聴装置８０が、タッチパネル入力部８１及びタッ
チパネル表示部８２を備える点である。
【００９８】
　タッチパネル入力部８１はタッチパネルである。具体的には例えば静電容量方式などを
用いて実現されたタッチパネルが採用される。
【００９９】
　タッチパネル表示部８２は、タッチパネルの感知部分に対応するＧＵＩデータを生成す
る箇所である。具体的にはＣＰＵとメモリなどの組み合わせで実現される。
【０１００】
　このようにすると、番組視聴装置の応用製品をスマートフォンへ展開することができ、
モバイルでのメッセージのやりとりが行われる。よって更なる視聴者間で、メッセージの
共有が活発に行われるようになる。
【０１０１】
　（実施の形態２）
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　図２２は、本発明に係るメッセージ出力装置および放送受信装置とその周辺機器の一実
施の形態の構成を示すブロック図である。図２３は、メッセージ出力装置および放送受信
装置の利用例を示す図である。なお、実施の形態１と同様の構成については同じ符号を付
し、説明を省略する。
【０１０２】
　メッセージ出力装置１００は、放送や通信などの手段によってコンテンツ提供部１から
提供されるコンテンツ（番組）を放送受信装置９０で利用者が視聴しているときに利用者
がメッセージを出力するための装置であり、図２２に示すように、メッセージサンプル記
憶部９、メッセージ作成部１０、ネットワークインターフェース部１１、メッセージ受信
部１２、機器情報記憶部１５、外部インターフェース部１０１、ジャンル取得部１０２、
メッセージ表示部１０３、操作部１０４、および制御部１０５を備えている。例えばＰＣ
、携帯電話などが含まれる。
【０１０３】
　外部インターフェース部１０１は、コンテンツを表示する表示装置とデータの送受信を
行うインターフェースである。具体的には外部インターフェース部１０１は、１０Ｂａｓ
ｅ－Ｔなどのイーサネット（登録商標）や無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）インターフェースなどで実現される。なお、本実施の形態では、コンテンツを表
示する表示装置は、放送受信装置９０である。
【０１０４】
　ジャンル取得部１０２は、放送受信装置９０で表示されているコンテンツの番組情報（
ＳＩ）を、放送受信装置９０から外部インターフェース部１０１を介して取得する。ジャ
ンル取得部１０２は、番組情報からジャンル情報を抽出する。なお、放送受信装置９０に
おいて番組情報からジャンル情報が抽出し、ジャンル取得部１０２がジャンル情報を取得
する構成としても構わない。
【０１０５】
　メッセージ表示部１０３、メッセージ作成部１０で抽出されたメッセージサンプル群お
よびメッセージ受信部１２で受信されたメッセージを表示画面に表示する。
【０１０６】
　操作部１０４は、人がメッセージ出力装置１００に対して行う入力を司るインターフェ
ースである。典型的にはメッセージ出力装置１００に備えられたボタン類などが、操作部
１０４にあたる。
【０１０７】
　制御部１０５は、操作部１０４から入力された命令を解釈して、今までに述べたメッセ
ージ出力装置１００内の各機能ブロックに対する制御を行う。なお、制御部１０５からの
出力は、メッセージ出力装置１００内の各機能ブロックに繋がっているが図面が煩雑とな
ることを避けるために省略を行った。制御部１０５がメッセージ出力装置１００内の各記
憶ブロックに対して行う制御の一例としては、ＲＡＭやＲＯＭの記憶領域の管理、データ
の入出力のタイミング管理、割り込み制御管理などが挙げられる。
【０１０８】
　一方、放送受信装置９０は、放送や通信などの手段によってコンテンツ提供部１から提
供されるコンテンツを視聴するための装置であり、コンテンツ受信部５、コンテンツ再生
部６、音声提示部７、外部インターフェース部９１、および映像表示部９２を備えている
。例えばテレビジョン受信機や、ＳＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）、ＰＣなどが含まれ
る。
【０１０９】
　外部インターフェース部９１は、メッセージ出力装置１００とデータの送受信を行うイ
ンターフェースである。具体的には外部インターフェース部１０１は、１０Ｂａｓｅ－Ｔ
などのイーサネット（登録商標）や無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）インターフェースなどで実現される。
【０１１０】
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　映像表示部９２は、コンテンツ受信部５で受信されたコンテンツの映像を、放送受信装
置９０がディスプレイを備えていれば当該ディスプレイへ表示し、放送受信装置９０と有
線あるいは無線で接続されたディスプレイがあれば当該ディスプレイへ出力し表示される
。
【０１１１】
　以上のように構成されたメッセージ出力装置１００において、利用者がコンテンツ（番
組）を放送受信装置９０で視聴しているときに、番組に対するメッセージを入力させ外部
に送信し、同時に番組に対するメッセージを受信して提示する動作について説明する。
【０１１２】
　利用者が番組を放送受信装置９０で視聴しているときに、操作部１０４からチャットア
プリケーション、またはチャットアプリケーションに準ずるアプリケーション（インスタ
ントメッセンジャーなど）が起動されると、ジャンル取得部１０２は、放送受信装置９０
で表示されているコンテンツの番組情報を、放送受信装置９０から外部インターフェース
部１０１を介して取得する。
【０１１３】
　以下の動作は、図２に示すフローチャートのステップＳ１０３以降の動作と同様である
ので、説明を省略する。
【０１１４】
　このようにすると、メッセージ出力装置を携帯端末として構成することができ、モバイ
ルでのメッセージのやりとりが簡単に行われる。よって更なる視聴者間で、メッセージの
共有が活発に行われるようになる。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　本発明に係るメッセージ出力装置は、番組視聴中において、簡単な操作で、番組に対し
て適切なメッセージを気軽に送信できるため、視聴者間でメッセージの共有が活発に行う
ことが可能であり、例えばテレビジョン受信機、ＳＴＢ（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）、携
帯電話、およびパーソナルコンピュータ等を用いたメッセージの送信に有用である。
【符号の説明】
【０１１６】
　１　コンテンツ提供部
　２、２０、３０、４０、５０、７０、８０　番組視聴装置
　３　ネットワーク
　４　他の番組視聴装置
　５　コンテンツ受信部
　６　コンテンツ再生部
　７　音声提示部
　８　ジャンル取得部
　９　メッセージサンプル記憶部
　１０　メッセージ作成部
　１１　ネットワークインターフェース部
　１２　メッセージ受信部
　１３　メッセージ表示部
　１４　映像表示部
　１５　機器情報記憶部
　１６　番組視聴装置リモート制御部
　１７　制御インターフェース部
　１８　番組視聴装置制御部
　２１　ジャンル別キーワード取得部
　２２　ジャンル＋キーワード別メッセージサンプル記憶部
　３１　メッセージ登録部



(39) JP WO2013/014824 A1 2013.1.31

　４１　番組視聴装置リモート制御部
　４２　映像出力部
　５１　メッセージデータ作成部
　５２　映像／メッセージデータ多重部
　５３　記録部
　５４　出力部
　６０　外部の装置
　６１　分離部
　６２　音声提示部
　６３　映像表示部
　７１　外部メッセージサーバー
　７２　メッセージサンプル要求部
　８１　タッチパネル入力部
　８２　タッチパネル表示部
　９０　放送受信装置
　９１　外部インターフェース部
　９２　映像表示部
　１００　メッセージ出力装置
　１０１　外部インターフェース部
　１０２　ジャンル取得部
　１０３　メッセージ表示部
　１０４　操作部
　１０５　制御部
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者がコンテンツの視聴中にメッセージを出力するメッセージ出力装置であって、
　前記コンテンツのジャンル情報を取得するジャンル取得部と、
　１又は複数のメッセージサンプルを前記ジャンル情報に対応させて記憶するメッセージ
サンプル記憶部と、
　前記ジャンル取得部で取得された前記ジャンル情報に基づいて、前記メッセージサンプ
ル記憶部に記憶された前記メッセージサンプルから少なくとも１つのメッセージサンプル
をメッセージサンプル群として抽出するメッセージ作成部と、
　利用者からの入力を受け付ける制御インターフェース部と、
　外部装置とデータの送受信を行うネットワークインターフェース部と、
　前記制御インターフェース部で受け付けられた利用者からの入力に基づいて、前記メッ
セージ作成部で抽出された前記メッセージサンプル群から特定のメッセージサンプルを特
定し、当該メッセージサンプルに対応するデータを前記外部装置へ前記ネットワークイン
ターフェース部を介して出力する制御部と、
　を備えるメッセージ出力装置。
【請求項２】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　コンテンツを受信するコンテンツ受信部と、
　前記コンテンツ受信部で受信された前記コンテンツから映像と、ジャンル情報を含む番
組情報を再生するコンテンツ再生部とを備え、
　前記ジャンル取得部は、前記番組情報から前記ジャンル情報を取得する
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　請求項１に記載のメッセージ出力装置。
【請求項３】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記メッセージ作成部で抽出された前記メッセージサンプル群を表示するメッセージ表
示部を備える
　請求項１または請求項２に記載のメッセージ出力装置。
【請求項４】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記コンテンツ再生部で再生された映像と前記メッセージ作成部で抽出された前記メッ
セージサンプル群とを合成した映像を生成する映像表示部を備える
　請求項２に記載のメッセージ出力装置。
【請求項５】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　コンテンツを表示する表示装置とデータの送受信を行う外部インターフェース部を備え
、
　前記ジャンル取得部は、前記表示装置で表示されている前記コンテンツのジャンル情報
を、前記表示装置から前記外部インターフェース部を介して取得する
　請求項１に記載のメッセージ出力装置。
【請求項６】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記ジャンル取得部で取得された前記ジャンル情報に基づいて１又は複数のメッセージ
サンプルを前記メッセージサンプル群として、前記ネットワークインターフェース部を介
して、外部装置から取得するメッセージサンプル要求部を備える
　請求項１～請求項５のいずれか１項に記載のメッセージ出力装置。
【請求項７】
　前記メッセージサンプル記憶部は、前記メッセージサンプルを前記ジャンル、および前
記ジャンル別のキーワードに対応させて記憶し、
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記コンテンツの前記ジャンル別のキーワードを取得するジャンル別キーワード取得部
を備え、
　前記メッセージ作成部は、前記ジャンル別キーワード取得部で取得された前記ジャンル
別のキーワードに基づいて、前記メッセージサンプル記憶部に記憶された前記メッセージ
サンプルから１又は複数のメッセージサンプルをメッセージサンプル群として抽出する
　請求項１～請求項６のいずれか１項に記載のメッセージ出力装置。
【請求項８】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記制御インターフェース部で受け付けられた利用者からの入力に基づくメッセージを
、前記ジャンル取得部で取得された前記ジャンル情報に基づいて前記ジャンルに対応させ
、前記メッセージサンプルとして前記メッセージサンプル記憶部に登録するメッセージ登
録部を備える
　請求項１～請求項７のいずれか１項に記載のメッセージ出力装置。
【請求項９】
　前記メッセージ出力装置は、さらに、
　前記ネットワークインターフェース部を介して前記外部装置からメッセージを受信する
メッセージ受信部と、
　前記メッセージ受信部で受信されたメッセージを、前記ジャンル取得部で取得された前
記ジャンル情報に基づいて前記ジャンルに対応させ、前記メッセージサンプルとして前記
メッセージサンプル記憶部に登録するメッセージ登録部とを備える
　請求項１～請求項８のいずれか１項に記載のメッセージ出力装置。
【請求項１０】



(41) JP WO2013/014824 A1 2013.1.31

　利用者がコンテンツの視聴中にメッセージを出力するメッセージ出力方法であって、
　前記コンテンツのジャンル情報を取得し、
　ジャンル情報に対応させて記憶された１又は複数のメッセージサンプルから、前記取得
されたジャンル情報に基づいて、少なくとも１つのメッセージサンプルをメッセージサン
プル群として抽出し、
　利用者からの入力を受け付け、
　前記利用者からの入力に基づいて、前記メッセージサンプル群から特定のメッセージサ
ンプルを特定し、当該メッセージサンプルに対応するデータを外部装置へ出力する
　メッセージ出力方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【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】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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