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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送番組を受信して表示する放送番組再生装置と、端末装置と、を備えた放送番組再生
システムであって、
　上記放送番組再生装置は、
　　上記放送番組に関する番組情報を取得する番組情報取得手段と、
　　上記番組情報のうち少なくとも一部を、上記端末装置に送信する番組情報送信手段と
、
　　上記端末装置から送信された映像を受信する映像受信手段と、
　　上記放送番組と上記映像とを同時に表示する表示手段と、を備え、
　上記端末装置は、
　　上記端末装置の画面全体に表示されている映像と同じ映像を、上記放送番組再生装置
に送信する映像送信手段と、
　　上記放送番組再生装置から送信された上記番組情報を受信する番組情報受信手段と、
　　上記番組情報に基づき、所定の表示情報を取得する表示情報取得手段と、
　　上記表示情報を、ユーザが選択可能な形式で上記画面に表示する表示情報表示手段と
、を備え、
　上記番組情報送信手段は、上記番組情報として、上記放送番組を提供する放送局を示す
識別子を送信し、
　上記表示情報取得手段は、上記表示情報として、上記識別子によって特定される上記放
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送局に関連するウェブサイトへユーザを誘導する情報を取得し、
　上記端末装置は、
　　上記表示情報がユーザによって選択された場合、上記ウェブサイトにアクセスしてそ
のホームページを取得するホームページ取得手段と、
　　上記ホームページを上記画面に表示するホームページ表示手段と、をさらに備えてい
ることを特徴とする放送番組再生システム。
【請求項２】
　上記番組情報送信手段は、上記番組情報のうちの少なくとも一部として、上記放送番組
に関するキーワードを送信し、
　上記表示情報取得手段は、上記表示情報として、受信された上記キーワードそのものを
取得し、
　上記端末装置は、
　　上記キーワードがユーザによって選択された場合、上記キーワードに基づく検索を検
索サーバに要求する検索要求手段と、
　　上記検索サーバから提供された検索結果を受信する検索結果受信手段と、
　　上記検索結果を上記画面に表示する検索結果表示手段と、をさらに備えていることを
特徴とする請求項１に記載の放送番組再生システム。
【請求項３】
　上記表示情報取得手段は、上記表示情報として、上記番組情報に含まれる、上記放送番
組に関する少なくとも一つのキーワードを取得し、
　上記端末装置は、
　　上記キーワードがユーザによって選択された場合、上記キーワードに基づく検索を検
索サーバに要求する検索要求手段と、
　　上記検索サーバから提供された検索結果を受信する検索結果受信手段と、
　　上記検索結果を上記画面に表示する検索結果表示手段と、をさらに備えていることを
特徴とする請求項１に記載の放送番組再生システム。
【請求項４】
　上記端末装置は、上記表示情報取得手段及び上記表示情報表示手段を制御するアプリケ
ーションの起動を制御する起動制御手段を更に備え、
　上記番組情報取得手段は、上記放送番組再生装置が受信する放送番組が変更されたタイ
ミング、あるいは所定のタイミングで、放送番組に関する番組情報を取得し、
　上記番組情報送信手段は、上記番組情報取得手段が取得した番組情報のうち少なくとも
一部を、上記端末装置に送信し、
　上記起動制御手段は、上記番組情報受信手段が上記番組情報を受信したことをトリガー
として、上記アプリケーションを起動させる
ことを特徴とする請求項１から３の何れか１項に記載の放送番組再生システム。
【請求項５】
　上記放送番組再生装置は、自装置あるいは外部の記録装置によって録画された放送番組
をも表示するものであり、
　上記番組情報取得手段は、自装置あるいは上記外部の記録装置に記憶された、上記録画
された放送番組に関する上記番組情報をも取得することを特徴とする請求項１から４の何
れか１項に記載の放送番組再生システム。
【請求項６】
　放送番組を受信して表示する放送番組再生装置であって、
　上記放送番組に関する番組情報を取得する番組情報取得手段と、
　上記番組情報のうち少なくとも一部を、端末装置に送信する番組情報送信手段と、
　上記端末装置から送信された映像であって、上記端末装置の画面全体にユーザが選択可
能な形式で表示されている映像と同じ映像を受信する映像受信手段と、
　上記放送番組と上記映像とを同時に表示する表示手段と、を備え、
　上記番組情報送信手段は、上記番組情報として、上記放送番組を提供する放送局を示す
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識別子を送信することを特徴とする放送番組再生装置。
【請求項７】
　放送番組を受信して表示する放送番組再生装置と通信を行う端末装置であって、
　当該端末装置の画面全体に表示されている映像と同じ映像を、上記放送番組再生装置に
送信する映像送信手段と、
　上記放送番組再生装置から送信された上記放送番組に関する番組情報を受信する番組情
報受信手段と、
　上記番組情報に基づき、所定の表示情報を取得する表示情報取得手段と、
　上記表示情報を、ユーザが選択可能な形式で上記画面に表示する表示情報表示手段と、
を備え、
　上記番組情報受信手段は、上記番組情報として、上記放送番組を提供する放送局を示す
識別子を受信し、
　上記表示情報取得手段は、上記表示情報として、上記識別子によって特定される上記放
送局に関連するウェブサイトへユーザを誘導する情報を取得し、
　上記表示情報がユーザによって選択された場合、上記ウェブサイトにアクセスしてその
ホームページを取得するホームページ取得手段と、
　上記ホームページを上記画面に表示するホームページ表示手段と、をさらに備えている
ことを特徴とする端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送番組を受信して表示する放送番組再生装置と、端末装置とを備えた放送
番組再生システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォンやタブレット等の端末装置の普及により、テレビジョン受像機が
受信した放送番組を視聴中に、当該放送番組に関連したインターネットの情報を端末装置
で閲覧するユーザが増えている。
【０００３】
　特許文献１には、ＴＶ番組に対応するデータ情報のうち、携帯電話端末側の要求に応じ
た内容のデータ情報を抽出し、携帯電話端末に送信するテレビジョン受像機と、テレビジ
ョン受像機から送信されたデータ情報のリストを表示し、ユーザによって選択された上記
リストの中のデータ情報をテレビジョン受像機から受信し、画面に表示する携帯電話端末
と、を含んだテレビジョンシステムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－３１２１５９号公報（２００８年１２月２５日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述のような従来技術では、テレビジョン受像機に表示された放送番組
に関連する情報を閲覧するために、放送番組に関連する情報が表示された端末装置と、テ
レビジョン受像機に表示された放送番組との両方の画面を確認する必要がある。そのため
、ユーザの視点の移動回数が多くなってしまう。
【０００６】
　また、放送番組に関連した情報を端末装置で取得する場合、例えば、検索したい文字列
の入力などを端末装置で行う必要があり、入力の手間がかかってしまう。
【０００７】
　本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザの操作の手間を省
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き、放送番組と当該放送番組に関する情報とを、同時にユーザに提供する放送番組再生シ
ステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するために、本発明の一態様に係る放送番組再生システムは、放送番
組を受信して表示する放送番組再生装置と端末装置とを備えた放送番組再生システムであ
って、上記放送番組再生装置は、上記放送番組に関する番組情報を取得する番組情報取得
手段と、上記番組情報のうち少なくとも一部を、上記端末装置に送信する番組情報送信手
段と、上記端末装置から送信された映像を受信する映像受信手段と、上記放送番組と上記
映像とを同時に表示する表示手段と、を備え、上記端末装置は、上記端末装置の画面全体
に表示されている映像と同じ映像を、上記放送番組再生装置に送信する映像送信手段と、
上記放送番組再生装置から送信された上記番組情報を受信する番組情報受信手段と、上記
番組情報に基づき、所定の表示情報を取得する表示情報取得手段と、上記表示情報をユー
ザが選択可能な形式で上記画面に表示する表示情報表示手段と、を備えていることを特徴
としている。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一態様によれば、放送番組再生システムは、ユーザの手間を省き、放送番組と
当該放送番組に関する情報とを、同時にユーザに提供することができるという効果を奏す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態１に係る、放送番組再生システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施形態１に係る、テレビが放送番組とスマートフォンから送信された
映像とを同時に表示している放送番組再生システムにおける、検索結果表示処理の流れの
一例を示すフローチャートである。
【図３】連携アプリに含まれる機能の画面の一例を示す図であり、同図（ａ）は、数字選
局機能ページを示し、同図（ｂ）は、上下選局機能ページを示し、同図（ｃ）は、機器選
択機能ページを示す。
【図４】本発明の実施形態１に係る、スマートフォンの表示画面の一例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態１に係る、テレビおよびスマートフォンにおけるキーワードが
表示された表示画面の一例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態１に係る、テレビおよびスマートフォンにおける検索履歴が表
示された表示画面の一例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態２に係る、放送番組再生システムの構成を示すブロック図であ
る。
【図８】本発明の実施形態２に係る、テレビが放送番組とスマートフォンから送信された
映像とを同時に表示している放送番組再生システムにおける、公式ウェブサイト表示処理
の流れの一例を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施形態２に係る、テレビおよびスマートフォンにおけるホームページ
情報が表示された表示画面の一例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態３に係る、テレビが放送番組とスマートフォンから送信され
た映像とを同時に表示している放送番組再生システムにおける、検索結果表示処理の流れ
の一例を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の実施形態３に係る、テレビが放送番組とスマートフォンから送信され
た映像とを同時に表示している放送番組再生システムにおける、公式ウェブサイト表示処
理の流れの一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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　〔実施形態１〕
　以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。
【００１２】
　（放送番組再生システムの構成）
　本発明の一実施形態に係る放送番組再生システムについて、図１を参照して説明する。
図１は、本発明の一実施形態（実施形態１）に係る、放送番組再生システム１の構成を示
すブロック図である。
【００１３】
　図１に示すように、放送番組再生システム１は、放送番組を受信して表示するテレビジ
ョン受像機（以下、テレビと称す）（放送番組再生装置）１０と、スマートフォン（端末
装置）２０と、を備えている。スマートフォン２０は、テレビ１０と無線通信を行い、テ
レビ１０を操作する。スマートフォン２０とテレビ１０との間の無線通信は、例えば、Ｍ
ｉｒａｃａｓｔ（登録商標）を用いて行われるが、これに限定されるものではない。また
、スマートフォン２０とテレビ１０との通信は、有線通信であってもよい。
【００１４】
　なお、本実施形態では、放送番組再生装置として、テレビを例に挙げて説明を行ってい
るが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ＰＣモニター等であってもよい
。また、本実施形態では、端末装置として、スマートフォンを例に挙げて説明を行ってい
るが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ＰＤＡ（Personal Digital Ass
istant）等であってもよい。
【００１５】
　また、図１に示すブロック図は、テレビ１０およびスマートフォン２０が有する各種機
能のうち、本発明に特有なものを表現したものであり、テレビ１０およびスマートフォン
２０が、図１に示されていない機能を有していてもよいことは言うまでもない。
【００１６】
　（テレビ１０の構成）
　テレビ１０は、図１に示すように、放送番組受信部１１、番組情報取得部（番組情報取
得手段）１２、番組情報送信部（番組情報送信手段）１３、取得要求受信部１４、映像受
信部（映像受信手段）１５、表示制御部（表示手段）１６、および、表示部（表示手段）
１７を備えている。
【００１７】
　放送番組受信部１１は、アンテナを介して、地上波デジタル放送、ＢＳ放送またはＣＳ
放送の放送番組を受信する。放送番組受信部１１は、受信した放送番組を表示制御部１６
に供給する。
【００１８】
　番組情報取得部１２は、アンテナを介して、放送番組受信部１１が受信した放送番組に
関する番組情報を取得する。番組情報取得部１２は、取得した番組情報を番組情報送信部
１３へ供給する。
【００１９】
　番組情報送信部１３は、番組情報取得部１２が取得した番組情報のうち、少なくとも一
部を、スマートフォン２０に送信する。
【００２０】
　取得要求受信部１４は、スマートフォン２０から送信された番組情報の取得要求（番組
情報取得要求）を受信する。取得要求受信部１４は、番組情報取得要求を受信すると、番
組情報取得部１２に対し、番組情報を取得するよう指示する。
【００２１】
　番組情報取得部１２、番組情報送信部１３および取得要求受信部１４の具体的な動作に
ついては、後述するフローチャートにて詳細に説明する。
【００２２】
　映像受信部１５は、スマートフォン２０から送信された映像を受信する。映像受信部１
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５は、受信した映像を表示制御部１６へ供給する。
【００２３】
　表示制御部１６は、放送番組受信部１１が取得した放送番組と、映像受信部１５が受信
した映像とを同時に表示部１７に表示させるものである。
【００２４】
　表示部１７は、表示制御部１６の制御により、上記放送番組と上記映像とを同時に表示
する表示デバイスである。表示部１７の例としては、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Elec
tro Luminescence）ディスプレイ、プラズマディスプレイ等が挙げられる。
【００２５】
　（スマートフォン２０の構成）
　スマートフォン２０は、番組情報受信部（番組情報受信手段）２１、表示情報取得部（
表示情報取得手段）２２、取得要求送信部２３、入力受付部２４、アプリ起動部２５、検
索要求部（検索要求手段）２６、検索結果受信部（検索結果受信手段）２７、表示制御部
（表示情報表示手段、検索結果表示手段）２８、表示部（表示情報表示手段、検索結果表
示手段）２９および映像送信部（映像送信手段）３１を備えている。
【００２６】
　番組情報受信部２１は、テレビ１０から送信された番組情報を受信する。番組情報受信
部２１は、受信した番組情報を表示情報取得部２２に供給する。
【００２７】
　表示情報取得部２２は、番組情報受信部２１が受信した番組情報に基づき、所定の表示
情報を取得する。具体的には、テレビ１０の番組情報送信部１３が、番組情報取得部１２
が取得した番組情報のうちの少なくとも一部として、放送番組に関するキーワードを送信
し、番組情報受信部２１が上記放送番組に関するキーワードそのものを受信した場合、表
示情報取得部２２は、表示情報として上記キーワードそのものを取得する。また、番組情
報受信部２１によって受信された番組情報が、テレビ１０の番組情報取得部１２が取得し
た番組情報のうち、少なくとも一部の場合、表示情報取得部２２は、上記番組情報に含ま
れるキーワードであって、上記放送番組に関する少なくとも一つのキーワードを取得する
。表示情報取得部２２は、取得した表示情報を表示制御部２８に供給する。
【００２８】
　取得要求送信部２３は、入力受付部２４からの入力信号に従い、番組情報取得要求をテ
レビ１０に送信する。
【００２９】
　入力受付部２４は、ユーザからの入力を受け付ける入力デバイスである。入力受付部２
４は、例えば、表示部２９の表面上に積層されて、表示部２９と一体的に形成されている
タッチパネルである。なお、入力受付部２４は、タッチパネルに限定されず、ユーザから
の入力を受け付けるボタン等であってもよい。
【００３０】
　入力受付部２４は、受け付けた入力の内容（例えば、タッチパネルの場合、タッチパネ
ルに表示されたＧＵＩ（Graphical User Interface）要素のうち、どのＧＵＩ要素に対し
てどのようなユーザ操作が行われたか）を示す信号（入力信号）を、表示情報取得部２２
、取得要求送信部２３、アプリ起動部２５、または、検索要求部２６に送信する。
【００３１】
　アプリ起動部２５は、入力受付部２４からの入力信号に従い、アプリケーションを起動
する。アプリ起動部２５は、起動したアプリケーションの表示画面を表示制御部２８に供
給する。
【００３２】
　検索要求部２６は、入力受付部２４からの入力信号に従い、ユーザによって選択された
キーワードに基づく検索を検索サーバに要求する。
【００３３】
　検索結果受信部２７は、検索サーバから提供された検索結果を受信し、受信した検索結
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果を表示制御部２８に供給する。
【００３４】
　表示制御部２８は、表示情報取得部２２が取得した表示情報を、ユーザが選択可能な形
式で表示部２９に表示させるものである。また、表示制御部２８は、検索結果受信部２７
から供給された検索結果を表示部２９に表示させるものである。また、表示制御部２８は
、アプリ起動部２５から供給されたアプリケーションの表示画面を表示部２９に表示させ
る。
【００３５】
　また、表示制御部２８は、表示部２９の画面全体に表示させる映像と同じ映像を映像送
信部３１に供給する。
【００３６】
　表示部２９は、表示制御部２８の制御により、映像、検索結果等を画面に表示する表示
デバイスである。表示部２９の例としては、液晶ディスプレイ、有機ＥＬ（Electro Lumi
nescence）ディスプレイ、プラズマディスプレイ等が挙げられる。
【００３７】
　映像送信部３１は、表示制御部２８から供給された映像であって、表示部２９の画面全
体に表示されている映像と同じ映像を、テレビ１０に送信する。
【００３８】
　（処理の流れ）
　次に、図２を参照して、放送番組再生システム１における、処理の流れについて説明す
る。図２は、テレビ１０が放送番組とスマートフォン２０から送信された映像とを同時に
表示している放送番組再生システム１における、検索結果表示処理の流れの一例を示すフ
ローチャートである。なお、図２において、テレビ１０およびスマートフォン２０のフロ
ーチャートの間に示した破線は、テレビ１０からスマートフォン２０、または、スマート
フォン２０からテレビ１０に情報が送信されることを示している。
【００３９】
　また、図２において、スマートフォン２０からテレビ１０に送信される情報として、ス
マートフォン２０の表示部２９に表示された画面（例えば、連携アプリ画面）等記載して
いるが、スマートフォン２０は、図２に明記された画面以外にも、表示部２９の画面全体
に表示されている映像と同じ映像を、テレビ１０に送信している。
【００４０】
　図２に示すように、テレビ１０が放送番組とスマートフォン２０から送信された映像と
を同時に表示しているとき、ユーザが連携アプリの起動指示を行うと、スマートフォン２
０の入力受付部２４が、連携アプリの起動指示を取得する（ステップＳ２１。以下、単に
Ｓ２１とする）。そして、入力受付部２４は、連携アプリの起動指示を取得したことを示
す入力信号をアプリ起動部２５に通知する。アプリ起動部２５は、上記入力信号を受け取
ると、連携アプリを起動する（Ｓ２２）。
【００４１】
　ここで、連携アプリについて説明を行う。連携アプリとは、スマートフォン２０に搭載
されたアプリケーションであって、ＩＰ経由で接続先の機器（本実施形態においては、テ
レビ１０）の制御を行うことができる一連の機能をセットにしたアプリケーションである
。スマートフォン２０の画面には、連携アプリの各機能のページ（機能ページ）が、一機
能ずつ表示される。画面に表示された各機能ページの切り替えは、機能切り替え用のタブ
（機能切替タブ）のタップ操作または表示された機能ページ自体へのフリック操作によっ
て実行することができる。
【００４２】
　本実施形態においては、連携アプリの機能の一つとして、キーワード検索機能について
説明を行うが、連携アプリの機能は、これに限定されるものではない。例えば、公式ホー
ムページを表示する機能を有していてもよい。
【００４３】
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　連携アプリの機能の一例について、図３を参照して説明する。図３は、連携アプリに含
まれる機能の画面の一例を示す図であり、同図（ａ）は、数字選局機能ページを示し、同
図（ｂ）は、上下選局機能ページを示し、同図（ｃ）は、機器選択機能ページを示す。図
３の（ａ）～（ｃ）に示すように、スマートフォン２０の画面の上段には、固定操作パネ
ル３ａが表示され、下段には、機能切替タブ３ｂが表示されている。固定操作パネル３ａ
および機能切替タブ３ｂは、連携アプリが動作している間、画面に表示され続ける固定的
なＧＵＩである。一方、画面の中段には、機能切替タブ３ｂにて選択された機能のページ
または画面へのフリック操作によって切り替えられた機能のページが表示される。
【００４４】
　固定操作パネル３ａには、図３に示すように、電源スイッチ、音量ダウンボタン、音量
アップボタン、外部出力ボタンおよび操作切替ボタン等が配置される。電源スイッチボタ
ンは、テレビ１０の電源のオンオフを切り替えるボタンである。音量ダウンボタンは、テ
レビ１０の音量を下げるためのボタンであり、音量アップボタンは、テレビ１０の音量を
上げるためのボタンである。外部出力ボタンは、スマートフォン２０の画面を他の機器（
例えば、テレビ１０）に表示させるためのボタンである。操作切替ボタンは、連携アプリ
の画面から他のアプリケーションの画面や他の操作画面へ切り替えるためのボタンである
。なお、固定操作パネル３ａに配置されるボタンはこれに限定されるものではなく、その
他の操作を実行するボタンを配置してもよい。また、例えば、外部（例えば、テレビ１０
）にスマートフォン２０の画面を出力している場合は、外部出力ボタンを表示しない等、
スマートフォン２０の状態によって、当該固定操作パネルに表示するボタンを変更しても
よい。
【００４５】
　機能切替タブ３ｂは、上述したように、画面中段に表示する機能ページを切り換えるた
めのタブである。機能切替タブ３ｂは、機能切替タブは、図３の（ａ）～（ｃ）に示すよ
うに、画面中段に表示可能な機能ページの各々に対応する複数の領域に分割されている。
例えば、１番左の領域をタップすると、当該領域がハイライトされると共に、画面中段に
当該領域に対応する機能ページが表示される。
【００４６】
　また、連携アプリは、スマートフォン２０に常駐するアプリケーションであってもよい
。また、連携アプリのショートカット等をランチャーやノーティフィケーションに登録し
ておき、ユーザが容易に当該連携アプリを起動することができるようにしてもよい。
【００４７】
　ここで、図４を用いて、ノーティフィケーションについて説明を行う。ノーティフィケ
ーションとは、スマートフォン２０の画面上の情報通知エリアである。図４は、本実施形
態におけるスマートフォン２０の表示画面の一例を示す図である。図４に示すように、ス
マートフォン２０の画面には、ノーティフィケーション４ａが表示されている。図４にお
いては、ノーティフィケーション４ａは、スマートフォン２０の画面上部に表示されてい
るが、ノーティフィケーション４ａが表示される場所はこれに限定されない。図４におけ
るノーティフィケーション４ａは、ユーザ操作によって画面上部から引き出されて表示さ
れることができる。
【００４８】
　図４では、ユーザ操作によって、引き出されて表示されたノーティフィケーションをノ
ーティフィケーション４ｂとして表している。ノーティフィケーション４ｂ上には、連携
アプリを示す情報が表示されている。ユーザがノーティフィケーション４ｂに表示された
連携アプリを示す情報を選択することにより、スマートフォン２０は、当該連携アプリを
起動することができる。
【００４９】
　図２に戻り、放送番組再生システム１の検索結果表示処理の流れの続きを説明する。ア
プリ起動部２５が連携アプリを起動すると、表示制御部２８は、図３および図４に示すよ
うな連携アプリのある機能のページ（連携アプリ画面）を表示部２９に表示させる（Ｓ２
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３）。また、表示制御部２８は、表示部２９に表示させた連携アプリ画面と同じ画面を映
像送信部３１に供給し、映像送信部３１は、当該画面をテレビ１０に送信する。
【００５０】
　テレビ１０の映像受信部１５が連携アプリ画面を受信すると、表示制御部１６は、表示
部１７に放送番組と連携アプリ画面とを表示させる（Ｓ４１）。
【００５１】
　次に、ユーザが連携アプリの各機能のうち、キーワードの検索を行う機能のページ（キ
ーワード検索画面）への移動指示を行うと、スマートフォン２０の入力受付部２４が、キ
ーワード検索画面への移動指示を取得する（Ｓ２４）。そして、入力受付部２４は、キー
ワード検索画面への移動指示を取得したことを示す入力信号をアプリ起動部２５および取
得要求送信部２３に送信する。
【００５２】
　アプリ起動部２５は、表示制御部２８に対して、アプリケーションの表示画面として、
キーワード検索画面を供給し、表示制御部２８は、供給されたキーワード検索画面を表示
部２９に表示させる（Ｓ２５）。また、表示制御部２８は、表示部２９に表示させたキー
ワード検索画面と同じ画面を映像送信部３１に供給し、映像送信部３１は、当該画面をテ
レビ１０に送信する。そして、テレビ１０の映像受信部１５がキーワード検索画面を受信
すると、表示制御部１６は、表示部１７に放送番組とキーワード検索画面とを表示させる
（Ｓ４２）。
【００５３】
　スマートフォン２０の取得要求送信部２３は、入力受付部２４からの入力信号を受信す
ると、テレビ１０に対して、番組情報取得要求を送信する。具体的には、番組情報取得要
求として、番組情報に含まれるキーワードの取得要求（キーワード取得要求）を送信する
（Ｓ２６）。
【００５４】
　そして、テレビ１０の取得要求受信部１４は、キーワード取得要求を受信する（Ｓ４３
）と、番組情報取得部１２に、キーワード取得要求を受信した旨を通知する。番組情報取
得部１２は、上記通知を受け取ると、放送番組受信部１１が受信した放送番組に関する番
組情報を取得する（Ｓ４４）。
【００５５】
　番組情報送信部１３は、番組情報取得部１２がＳ４４で取得した番組情報から、番組名
、人名、地名、放送局、当該放送局のＵＲＬなどのキーワードを抽出し（Ｓ４５）、スマ
ートフォン２０へ送信する（Ｓ４６）。なお、キーワードは、これらに限定されるもので
はない。
【００５６】
　その後、スマートフォン２０の番組情報受信部２１がテレビ１０から送信されたキーワ
ードを受信する（Ｓ２７）。そして、表示情報取得部２２は、表示情報として、番組情報
受信部２１が受信したキーワードそのものを取得し、表示制御部２８に供給する。表示制
御部２８は、供給されたキーワードを、ユーザが選択可能な形式で表示したキーワード検
索画面を表示部２９に表示させる（Ｓ２８）。また、表示制御部２８は、表示部２９に表
示させた画面と同じ画面を映像送信部３１に供給し、映像送信部３１は、当該画面をテレ
ビ１０に送信する。
【００５７】
　そして、テレビ１０の映像受信部１５がキーワード検索画面を受信すると、表示制御部
１６は、表示部１７に放送番組と受信したキーワード検索画面とを表示させる（Ｓ４７）
。
【００５８】
　ここで、図５を用いて、キーワード検索画面について説明を行う。図５は、本実施形態
に係るテレビ１０およびスマートフォン２０におけるキーワードが表示された表示画面の
一例を示す図である。図５に示すように、Ｓ２８において、スマートフォン２０の画面に
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は、キーワードが選択可能に表示されたキーワード検索画面５ａが表示される。キーワー
ド検索画面５ａのキーワード（図５においては、「鈴木太郎」および「佐藤花子」）は選
択可能に表示されている。また、テレビ１０の画面の左側の領域１０ａには、放送番組受
信部１１が受信した放送番組が表示され、右側の領域１０ｂには、スマートフォン２０の
画面に表示された映像が表示される。つまり、右側の領域１０ｂにも、スマートフォン２
０の画面に表示されたキーワード検索画面５ａが表示される。
【００５９】
　なお、放送番組が表示される領域、および、スマートフォンの画面に表示された映像が
表示される領域はこれに限定されるものではない。このように、Ｓ４７において、テレビ
１０の表示部１７には、放送番組と映像受信部１５が受信したキーワード検索画面とが表
示される。
【００６０】
　また、図５においては、キーワードとして、人名が表示されているが、キーワードは人
名に限定されるものではない。
【００６１】
　なお、キーワード検索画面への移動指示取得後に表示されるキーワード検索画面５ａに
は、図５に示すようにキーワードが表示されていてもよい。つまり、Ｓ２４の後、Ｓ２５
を実行せずに、Ｓ２６を実行する構成であってもよい。
【００６２】
　また、Ｓ２５で表示されるキーワード検索画面５ａには、キーワードが表示されず、図
５に示す「更新」ボタンがタップされると、Ｓ２６以降が実行され、図５に示すようなキ
ーワードが選択可能に表示されたキーワード検索画面５ａが表示されてもよい。
【００６３】
　図２に戻り、Ｓ２８およびＳ４７後、ユーザが表示部２９に表示されたキーワードのう
ち、あるキーワードを選択すると、スマートフォン２０の入力受付部２４が、選択された
キーワードを取得し（Ｓ２９）、キーワードが選択されたことを示す入力信号を、選択さ
れたキーワードと共に、検索要求部２６に供給する。また、入力受付部２４は、当該入力
信号を、表示情報取得部２２に送信する。
【００６４】
　表示情報取得部２２は、入力受付部２４からキーワードが選択されたことを示す入力信
号を受信すると、選択されたキーワードを検索するための検索エンジン（検索サーバ）の
一覧を記憶部（図示しない）から取得し、表示制御部２８に供給する。表示制御部２８は
、供給された検索エンジンの一覧を、ユーザが選択可能な形式で、キーワード検索画面上
にポップアップ表示させる（Ｓ３０）。具体的には、表示制御部２８は、図５に示すよう
な検索エンジン一覧５ｂをポップアップで表示させる。また、表示制御部２８は、表示部
２９に表示させた画面と同じ画面を映像送信部３１に供給し、映像送信部３１は、当該画
面をテレビ１０に送信する。
【００６５】
　そして、テレビ１０の映像受信部１５が検索エンジンの一覧が表示された画面を受信す
ると、表示制御部１６は、表示部１７に放送番組と受信した画面とを表示させる（Ｓ４８
）。
【００６６】
　その後、ユーザが表示部２９に一覧表示された検索エンジンのうち、ある検索エンジン
を選択すると、スマートフォン２０の入力受付部２４が、選択された検索エンジンを取得
し（Ｓ３１）、検索エンジンが選択されたことを示す入力信号を、選択された検索エンジ
ンと共に、検索要求部２６に供給する。
【００６７】
　検索要求部２６は、ユーザが選択したキーワードを、ユーザが選択した検索エンジンで
検索するために必要なフォーマット（検索クエリ）に変換し、ユーザによって選択された
キーワードに基づく検索を、ユーザが選択した検索エンジンに要求する。具体的には、選
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択された検索エンジンのブラウザを起動し、当該ブラウザ上で、ユーザによって選択され
たキーワードの検索を行う（Ｓ３２）。
【００６８】
　その後、検索エンジンからの検索結果を検索結果受信部２７が受信すると、検索結果受
信部２７は、検索結果の画面（検索結果画面）を表示制御部２８に供給する。表示制御部
２８は、検索結果受信部２７から供給された検索結果画面を表示部２９に表示させる（Ｓ
３３）。また、表示制御部２８は、表示部２９に表示させた画面と同じ画面を映像送信部
３１に供給し、映像送信部３１は、当該画面をテレビ１０に送信する。
【００６９】
　そして、テレビ１０の映像受信部１５が検索結果画面を受信すると、表示制御部１６は
、表示部１７に放送番組と受信した画面とを表示させる（Ｓ４９）。
【００７０】
　これにより、テレビ１０は、スマートフォン２０が、ユーザが選択したキーワードをユ
ーザが選択した検索エンジンで検索した結果の画面と同じ画面と、放送番組とを表示する
ことができる。
【００７１】
　以上のように、本実施形態に係る放送番組再生システム１は、放送番組を受信して表示
するテレビ１０と、スマートフォン２０と、を備えている。テレビ１０は、放送番組に関
する番組情報を取得し、番組情報のうち少なくとも一部を、スマートフォン２０に送信す
る。また、テレビ１０は、スマートフォン２０から送信された映像を受信し、上記放送番
組と上記映像とを同時に表示する。スマートフォン２０は、テレビ１０から送信された番
組情報を受信し、上記番組情報に基づき、所定の表示情報を取得し、当該表示情報を、ユ
ーザが選択可能な形式で画面に表示する。また、スマートフォン２０が、当該スマートフ
ォン２０の画面全体に表示されている映像と同じ映像を、テレビ１０に送信する。
【００７２】
　上記の構成によれば、スマートフォン２０が、テレビ１０が表示している放送番組に関
する番組情報のうち少なくとも一部を、テレビ１０から受信し、ユーザが選択可能な形式
で画面に表示するため、放送番組再生システム１は、テレビ１０の画面で、放送番組と、
当該放送番組に関する番組情報の表示情報との両方を、ユーザに提供することができる。
【００７３】
　また、テレビ１０には、スマートフォン２０の画面全体に表示されている映像と同じ映
像が表示されているため、ユーザは、スマートフォン２０の画面に視点を移動させること
なく、テレビ１０の画面を見て、スマートフォン２０の画面に表示された表示情報のうち
、所望の表示情報を選択する操作を行うことができる。これにより、スマートフォン２０
の画面上で放送番組に関する番組情報を入力する場合に比べ、ユーザの手間を省くことが
できる。
【００７４】
　また、本実施形態に係る放送番組再生システム１のテレビ１０の番組情報送信部１３が
、スマートフォン２０に対し、放送番組に関するキーワードを送信し、スマートフォン２
０の表示情報取得部２２が表示情報として、上記キーワードそのものを取得する。そして
、上記キーワードがユーザによって選択された場合、スマートフォン２０は、検索サーバ
に上記キーワードに基づく検索を要求し、上記検索サーバから提供された検索結果を受信
する。そして、スマートフォン２０は、受信した検索結果を画面に表示し、当該スマート
フォン２０の画面全体に表示されている映像と同じ映像を、テレビ１０に送信する。テレ
ビ１０は、受信した映像を画面に表示する。
【００７５】
　上記の構成によれば、テレビ１０が番組情報のうち少なくとも一部として、放送番組に
関するキーワードを送信し、スマートフォン２０が受信したキーワードをユーザが選択可
能な形式で画面に表示するため、放送番組再生システム１は、テレビ１０の画面で、放送
番組と、当該放送番組に関するキーワードとの両方を、ユーザに提供することができる。
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また、ユーザは、スマートフォン２０の画面に視点を移動させることなく、テレビ１０の
画面上で、検索したいキーワードを選択することができる。これにより、検索したい文字
列をスマートフォン２０の画面上で入力する手間を省くことができ、操作性を向上させる
ことができる。
【００７６】
　また、上記キーワードがユーザによって選択された場合、スマートフォン２０は、上記
キーワードに基づく検索を要求した検索サーバから提供された検索結果を画面に表示し、
テレビ１０は、放送番組と、上記検索結果とを画面に表示する。これにより、放送番組再
生システム１は、ユーザによって選択されたキーワードであって、上記放送番組に関する
キーワードの検索結果を、放送番組と共にユーザに提供することができる。
【００７７】
　なお、Ｓ４５において、テレビ１０の番組情報送信部１３が番組情報からキーワードを
抽出することについて説明を行ったが、キーワードの抽出は、スマートフォン２０内で行
ってもよい。つまり、番組情報送信部１３が、番組情報取得部１２が取得した番組情報の
うち、少なくとも一部を、スマートフォン２０に送信し、スマートフォン２０の番組情報
受信部２１が、番組情報の少なくとも一部を受信したとき、表示情報取得部２２が、上記
番組情報からキーワードを抽出する構成であってもよい。
【００７８】
　上記の構成によれば、スマートフォン２０が、テレビ１０が表示している放送番組に関
する番組情報のうち少なくとも一部から、上記放送番組に関する少なくとも一つのキーワ
ードを取得し、当該キーワードをユーザが選択可能な形式で画面に表示するため、放送番
組再生システム１は、テレビ１０の画面で、放送番組と、当該放送番組に関するキーワー
ドとの両方を、ユーザに提供することができる。また、ユーザは、スマートフォン２０の
画面に視点を移動させることなく、テレビ１０の画面上で、検索したいキーワードを選択
することができる。これにより、検索したい文字列をスマートフォン２０の画面上で入力
する手間を省くことができ、操作性を向上させることができる。
【００７９】
　また、上記キーワードがユーザによって選択された場合、スマートフォン２０は、上記
キーワードに基づく検索を要求した検索サーバから提供された検索結果を画面に表示し、
テレビ１０は、放送番組と、上記検索結果とを画面に表示する。これにより、放送番組再
生システム１は、ユーザによって選択されたキーワードであって、上記放送番組に関する
キーワードの検索結果を、放送番組と共にユーザに提供することができる。
【００８０】
　これにより、ユーザは、簡単な操作で、テレビ１０に表示されている放送番組に関する
情報、例えば、放送番組の出演者のプロフィール、放送番組中に紹介された地域の情報、
当該放送番組を視聴している視聴者のコメント等を、テレビ１０の画面上で、当該放送番
組と共に確認することができる。
【００８１】
　（検索履歴の表示方法）
　次に、図６を参照して、検索履歴の表示方法について説明を行う。図６は、本発明の実
施形態１に係る、テレビ１０およびスマートフォン２０における検索履歴が表示された表
示画面の一例を示す図である。
【００８２】
　図５に示したキーワード検索画面５ａにおける「検索履歴」ボタンがタップされると、
スマートフォン２０の画面には、図６に示すような検索履歴画面６ａが表示される。検索
履歴画面６ａには、以前に検索したキーワード（例えば、図６においては「田中次郎」な
ど）が検索日時と検索した検索エンジンと共に、選択可能な形式で表示される。この時表
示されるキーワードは、放送番組に関連していなくてもよい。
【００８３】
　ユーザが検索履歴画面６ａに表示されたキーワードの何れかを選択すると、検索要求部
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２６は、ユーザが選択したキーワードであって、以前に検索されたキーワードを、当該キ
ーワードが以前に検索された時に使用した検索エンジンで検索する。そして、検索エンジ
ンからの検索結果を検索結果受信部２７が受信すると、表示制御部２８は、検索結果画面
を表示部２９に表示させる。また、映像送信部３１は、当該画面をテレビ１０に送信する
。そして、テレビ１０の表示制御部１６は、表示部１７に放送番組と受信した画面とを表
示させる。
【００８４】
　このように、スマートフォン２０が検索履歴を表示することにより、以前に検索したキ
ーワードを簡単に検索することができる。
【００８５】
　（変形例）
　本実施形態において、スマートフォン２０がキーワードを検索サーバで検索することに
ついて説明を行ったが、スマートフォン２０は、キーワードを当該スマートフォン２０内
で検索する構成であってもよい。例えば、キーワードが住所などの位置情報であった場合
、スマートフォン２０は、ＧＰＳなどの位置情報を利用して、キーワードの位置情報から
特定される位置の付近の情報（例えば、キーワードの位置情報に含まれる住所、または、
当該住所の付近で撮影した写真等）を検索し、表示してもよい。
【００８６】
　〔実施形態２〕
　本発明の他の実施形態（実施形態２）について、図７～図９に基づいて説明すれば、以
下のとおりである。
【００８７】
　（放送番組再生システムの構成）
　図７は、本発明の実施形態２に係る放送番組再生システム７の構成を示すブロック図で
ある。なお、上記実施形態１にて説明した部材と同じ機能を有する部材については、同じ
符号を付記し、その説明を省略する。
【００８８】
　図７に示すように、放送番組再生システム７は、放送番組を受信して表示するテレビ１
０と、スマートフォン（端末装置）７０と、を備えている。スマートフォン７０は、テレ
ビ１０と無線通信を行い、テレビ１０を操作する。スマートフォン７０とテレビ１０との
間の無線通信は、例えば、Ｍｉｒａｃａｓｔ（登録商標）を用いて行われるが、これに限
定されるものではない。また、スマートフォン７０とテレビ１０との通信は、有線通信で
あってもよい。
【００８９】
　なお、本実施形態では、端末装置として、スマートフォンを例に挙げて説明を行ってい
るが、本発明はこれに限定されるものではなく、例えば、ＰＤＡ等であってもよい。
【００９０】
　また、図７に示すブロック図は、テレビ１０およびスマートフォン７０が有する各種機
能のうち、本発明に特有なものを表現したものであり、テレビ１０およびスマートフォン
７０が、図７に示されていない機能を有していてもよいことは言うまでもない。
【００９１】
　（スマートフォン７０の構成）
　スマートフォン７０は、番組情報受信部（番組情報受信手段）２１、表示情報取得部（
表示情報取得手段）７２、取得要求送信部２３、入力受付部２４、アプリ起動部２５、表
示制御部（表示情報表示手段、ホームページ表示手段）７８、表示部（表示情報表示手段
、ホームページ表示手段）２９、映像送信部（映像送信手段）３１およびホームページ取
得部（ホームページ取得手段）３２を備えている。
【００９２】
　表示情報取得部７２は、番組情報受信部２１が受信した番組情報に基づき、所定の表示
情報を取得する。具体的には、番組情報受信部２１によって受信された番組情報が、放送



(14) JP 5575960 B2 2014.8.20

10

20

30

40

50

番組を提供する放送局を示す識別子の場合、表示情報取得部７２は、上記識別子によって
特定される上記放送局の、公式ウェブサイトへユーザを誘導する表示情報を取得する。表
示情報取得部７２は、取得した表示情報を表示制御部７８に供給する。
【００９３】
　表示制御部７８は、表示情報取得部７２が取得した表示情報を、ユーザが選択可能な形
式で表示部２９に表示させるものである。また、表示制御部７８は、ホームページ取得部
３２から供給されたホームページを表示部２９に表示させるものである。また、表示制御
部７８は、アプリ起動部２５から供給されたアプリケーションの表示画面を表示部２９に
表示させる。また、表示制御部７８は、表示部２９の画面全体に表示させる映像と同じ映
像を映像送信部３１に供給する。
【００９４】
　ホームページ取得部３２は、入力受付部２４からの入力信号に従い、ユーザによって選
択された表示情報に関連付けられた公式ウェブサイトにアクセスして、そのホームページ
を取得する。ホームページ取得部３２は、取得したホームページを表示制御部７８に供給
する。
【００９５】
　（処理の流れ）
　次に、図８を参照して、放送番組再生システム７における、処理の流れについて説明す
る。図８は、テレビ１０が放送番組とスマートフォン７０から送信された映像とを同時に
表示している放送番組再生システム７における、公式ウェブサイト表示処理の流れの一例
を示すフローチャートである。なお、図７において、テレビ１０およびスマートフォン７
０のフローチャートの間に示した破線は、テレビ１０からスマートフォン７０、または、
スマートフォン７０からテレビ１０に情報が送信されることを示している。
【００９６】
　また、図７において、スマートフォン７０からテレビ１０に送信される情報として、ス
マートフォン７０の表示部２９に表示された画面（例えば、連携アプリ画面）等記載して
いるが、スマートフォン７０は、図７に明記された画面以外にも、表示部２９の画面全体
に表示されている映像と同じ映像を、テレビ１０に送信している。
【００９７】
　図７におけるＳ８１～Ｓ８３、およびＳ１０１は、それぞれ、図２におけるＳ２１～Ｓ
２３、およびＳ４１と同じ処理であるため、説明を省略する。
【００９８】
　Ｓ８３後、ユーザが連携アプリの各機能のうち、公式ウェブサイトの検索を行う機能の
ページ（公式ウェブサイト検索画面）への移動指示を行うと、スマートフォン７０の入力
受付部２４が、公式ウェブサイト検索画面への移動指示を取得する（Ｓ８４）。そして、
入力受付部２４は、公式ウェブサイト検索画面への移動指示を取得したことを示す入力信
号をアプリ起動部２５および取得要求送信部２３に送信する。
【００９９】
　アプリ起動部２５は、表示制御部７８に対して、アプリケーションの表示画面として、
公式ウェブサイト検索画面を供給し、表示制御部７８は、供給された公式ウェブサイト検
索画面を表示部２９に表示させる（Ｓ８５）。また、表示制御部７８は、表示部２９に表
示させた公式ウェブサイト検索画面と同じ画面を映像送信部３１に供給し、映像送信部３
１は、当該画面をテレビ１０に送信する。
【０１００】
　そして、テレビ１０の映像受信部１５が公式ウェブサイト検索画面を受信すると、表示
制御部１６は、表示部１７に放送番組と公式ウェブサイト検索画面とを表示させる（Ｓ１
０２）。
【０１０１】
　スマートフォン７０の取得要求送信部２３は、入力受付部２４からの入力信号を受信す
ると、テレビ１０に対して、番組情報取得要求を送信する。具体的には、番組情報取得要
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求として、放送番組を提供する放送局を示す識別子の取得要求（放送局情報取得要求）を
送信する（Ｓ８６）。
【０１０２】
　そして、テレビ１０の取得要求受信部１４は、放送局情報取得要求を受信する（Ｓ１０
３）と、番組情報取得部１２に、放送局情報取得要求を受信した旨を通知する。番組情報
取得部１２は、上記通知を受け取ると、放送番組受信部１１が受信した放送番組に関する
番組情報を取得する（Ｓ１０４）。
【０１０３】
　番組情報送信部１３は、番組情報取得部１２がＳ１０４で取得した番組情報から、放送
局を示す識別子を抽出し、当該識別子を含む放送局情報をスマートフォン７０へ送信する
（Ｓ１０５）。なお、番組情報送信部１３は、放送局情報以外にも、番組名、出演者名等
、放送番組に関するキーワードを送信してもよい。
【０１０４】
　その後、スマートフォン７０の番組情報受信部２１がテレビ１０から送信された放送局
情報を受信する（Ｓ８７）。そして、表示情報取得部７２は、表示情報として、上記識別
子によって特定される放送局の公式ウェブサイトへ誘導する情報（公式ウェブサイト情報
）を取得する。具体的には、表示情報取得部７２は、放送局を示す識別子から当該放送局
を特定し、当該識別子を含む放送局情報に埋め込まれている当該放送局の公式ウェブサイ
トのＵＲＬを取得する。また、上記放送局をウェブ上で検索することにより、当該放送局
の公式ウェブサイトのＵＲＬを取得してもよい。また、クラウド上のデータベースであっ
て、放送局と当該放送局の公式ウェブサイトのＵＲＬとが関連付けて記憶されているデー
タベースをルックアップすることにより当該放送局の公式ウェブサイトのＵＲＬを取得し
てもよい。そして、表示情報取得部７２は、表示情報として、放送局の公式ウェブサイト
へ誘導する情報（例えば、取得したＵＲＬそのもの、ＵＲＬで示されたホームページの画
像、ＵＲＬで示されたホームページへのリンクが張られた画像等）を取得する（Ｓ８８）
。
【０１０５】
　また、表示情報取得部７２は、表示情報として、公式ウェブサイトの現在放送中の放送
番組に関連しているウェブサイト（例えば、放送番組の公式ウェブサイト）へ誘導する情
報、放送番組の番組名で検索した結果のページ（検索結果画面）を表示する情報等を取得
する。以降、ウェブサイトへ誘導する表示情報等、表示情報取得部７２が取得した表示情
報をホームページ情報とも呼ぶ。
【０１０６】
　表示情報取得部７２は、取得したホームページ情報を、表示制御部７８に供給する。表
示制御部７８は、供給されたホームページ情報を、ユーザが選択可能な形式で表示した一
覧（ホームページ情報一覧）を含んだ公式ウェブサイト検索画面を表示部２９に表示させ
る（Ｓ８９）。また、表示制御部７８は、表示部２９に表示させた画面と同じ画面を映像
送信部３１に供給し、映像送信部３１は、当該画面をテレビ１０に送信する。
【０１０７】
　そして、テレビ１０の映像受信部１５がホームページ情報一覧を含んだ公式ウェブサイ
ト検索画面を受信すると、表示制御部１６は、表示部１７に放送番組と受信したホームペ
ージ情報一覧を含んだ公式ウェブサイト検索画面とを表示させる（Ｓ１０６）。
【０１０８】
　ここで、図９を用いて、ホームページ情報一覧を含んだ公式ウェブサイト検索画面につ
いて説明を行う。図９は、本実施形態に係るテレビ１０およびスマートフォン７０におけ
るホームページ情報が表示された表示画面の一例を示す図である。図９に示すように、Ｓ
８９において、スマートフォン２０の画面には、ホームページ情報が選択可能に表示され
た公式ウェブサイト検索画面９ａが表示される。公式ウェブサイト検索画面９ａのホーム
ページ情報（図９においては、公式ウェブサイトへのリンクが張られた文字列「ＸＹＺテ
レビのホームページへ」など）は選択可能に表示されている。また、テレビ１０の画面の
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左側の領域１０ａには、放送番組受信部１１が受信した放送番組が表示され、右側の領域
１０ｂには、スマートフォン７０の画面に表示された映像が表示される。つまり、右側の
領域１０ｂにも、スマートフォン７０の画面に表示されたホームページ情報が表示される
。
【０１０９】
　なお、放送番組が表示される領域、および、スマートフォンの画面に表示された映像が
表示される領域はこれに限定されるものではない。このように、Ｓ１０６において、テレ
ビ１０の表示部１７には、放送番組と映像受信部１５が受信した公式ウェブサイト検索画
面とが表示される。
【０１１０】
　なお、公式ウェブサイト検索画面への移動指示取得後に表示される公式ウェブサイト検
索画面９ａには、図９に示すようにホームページ情報が表示されていてもよい。つまり、
Ｓ８４の後、Ｓ８５を実行せずに、Ｓ８６を実行する構成であってもよい。
【０１１１】
　図８に戻り、Ｓ８９およびＳ１０６後、ユーザが表示部２９に表示されたホームページ
情報のうち、あるホームページ情報を選択すると、スマートフォン７０の入力受付部２４
が、選択されたホームページ情報を取得し（Ｓ９０）、ホームページ情報が選択されたこ
とを示す入力信号を、選択されたホームページ情報に関連付けられたＵＲＬと共に、ホー
ムページ取得部３２に供給する。
【０１１２】
　ホームページ取得部３２は、入力受付部２４から供給されたＵＲＬによって特定される
ウェブサイト（例えば、放送局の公式ウェブサイト）にアクセスして、そのリンク先（ホ
ームページ）を取得する。そして、取得したホームページ（リンク先画面）を表示制御部
７８に供給する。表示制御部７８は、ホームページ取得部３２から供給されたホームペー
ジを表示部２９に表示させる（Ｓ９１）。また、表示制御部７８は、表示部２９に表示さ
せた画面と同じ画面を映像送信部３１に供給し、映像送信部３１は、当該画面をテレビ１
０に送信する。
【０１１３】
　そして、テレビ１０の映像受信部１５がリンク先画面を受信すると、表示制御部１６は
、表示部１７に放送番組と受信した画面とを表示させる（Ｓ１０７）。
【０１１４】
　これにより、テレビ１０は、スマートフォン７０が、ユーザが選択したホームページ情
報のウェブサイトのホームページの画面と同じ画面と、放送番組とを表示することができ
る。
【０１１５】
　なお、本実施形態において、放送番組を提供する放送局は、識別子によって特定される
ことを例に説明を行ったが、本発明はこれに限定されない。例えば、スマートフォン７０
の位置情報を取得し、当該位置情報と上記識別子とから、放送番組を提供する放送局を特
定する構成であってもよい。
【０１１６】
　また、スマートフォン７０は、テレビ１０から送信された放送番組の番組情報に、当該
放送番組のスポンサーを示す情報が含まれている場合、当該スポンサーのホームページへ
誘導する表示情報を取得し、表示する構成であってもよい。
【０１１７】
　以上のように、本実施形態に係る放送番組再生システム７のテレビ１０の番組情報送信
部１３が、スマートフォン７０に対し、放送番組を提供する放送局を示す識別子を送信し
、スマートフォン７０の表示情報取得部７２が表示情報として、上記識別子によって特定
される上記放送局の公式ウェブサイトへユーザを誘導する表示情報を取得する。そして、
上記表示情報がユーザによって選択された場合、スマートフォン７０は、上記公式ウェブ
サイトにアクセスしてそのホームページを取得し、上記ホームページを上記画面に表示す
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る。そして、スマートフォン７０は、当該スマートフォン７０の画面全体に表示されてい
る映像と同じ映像を、テレビ１０に送信する。テレビ１０は、受信した映像を画面に表示
する。
【０１１８】
　上記の構成によれば、テレビ１０が番組情報のうち少なくとも一部として、放送番組を
提供する放送局を示す識別子を送信し、スマートフォン７０が受信した識別子によって特
定される放送局の公式ウェブサイトへユーザを誘導する表示情報を、ユーザが選択可能な
形式で画面に表示するため、放送番組再生システム７は、テレビ１０の画面で、放送番組
と、当該放送番組の放送局の公式ウェブサイトへユーザを誘導する表示情報との両方を、
ユーザに提供することができる。また、ユーザは、スマートフォン７０の画面に視点を移
動させることなく、当該表示情報を選択することで、テレビ１０の画面上で、放送局の公
式ウェブサイトにアクセスするための操作をおこなうことができる。これにより、放送局
の公式ウェブサイトを検索するという操作をスマートフォン７０の画面上で行う手間を省
くことができ、操作性を向上させることができる。
【０１１９】
　また、上記表示情報がユーザによって選択された場合、スマートフォン７０は、上記公
式ウェブサイトにアクセスしてそのホームページを取得し、取得したホームページを画面
に表示する。そして、テレビ１０は、放送番組と、上記ホームページとを画面に表示する
。これにより、放送番組再生システム７は、ユーザによって選択された公式ホームページ
を、放送番組と共にユーザに提供することができる。
【０１２０】
　以上、公式ウェブサイトとして説明してきたが、「公式」なものに限らず、非公式、プ
ライベートなウェブサイトであっても、公式ウェブサイトと同様の情報が得られるウェブ
サイトであれば良い。即ち、放送局に関連するウェブサイトであれば良い。
【０１２１】
　〔実施形態３〕
　（視聴情報との連動）
　上述した実施形態では、ユーザが連携アプリの起動指示を行うと、スマートフォン２０
において連携アプリが起動される構成を示したが、必ずしもこれに限定されるわけではな
い。例えば、ユーザが放送番組を視聴中に、スマートフォン２０が連携アプリを自動的に
起動して、実施形態１の検索結果表示処理を行ってもよい。以下では、図１０を参照して
、ユーザが放送番組を視聴中に連携アプリを自動的に起動する場合の放送番組再生システ
ム１における処理の流れについて説明する。図１０は、テレビ１０が放送番組とスマート
フォン２０から送信された映像とを同時に表示している放送番組再生システム１における
、検索結果表示処理の流れの一例を示すフローチャートである。なお、図１０において、
テレビ１０およびスマートフォン２０のフローチャートの間に示した破線は、テレビ１０
からスマートフォン２０、または、スマートフォン２０からテレビ１０に情報が送信され
ることを示している。
【０１２２】
　図１０に示すように、テレビ１０が放送番組とスマートフォン２０から送信された映像
とを同時に表示しているとき、テレビ１０の番組情報取得部１２が、放送番組受信部１１
が受信した放送番組に関する番組情報を取得する（Ｓ３９）。そして、番組情報送信部１
３は、番組情報取得部１２がＳ３９で取得した番組情報から、「現在視聴している放送局
」および「現在視聴している番組名」の情報（視聴情報）を抽出して、当該視聴情報をス
マートフォン７０へ送信する（Ｓ４０）。なお、番組情報送信部１３が送信する「現在視
聴している放送局」の情報とは、より具体的には放送番組受信部１１が受信している放送
番組の放送局の情報であり、ネットワーク種別（地上波デジタル放送、ＢＳ放送、および
ＣＳ放送の種別）ならびに当該放送局を示す識別子（サービスＩＤ）を含む情報である。
【０１２３】
　そして、スマートフォン７０の番組情報受信部２１は、上記視聴情報を受信する（Ｓ２
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０）と、視聴情報を受信したことを示す入力信号をアプリ起動部２５に通知する。アプリ
起動部２５は、上記入力信号を受け取ると、視聴情報に含まれる識別子から放送局を特定
し、特定した放送局の連携アプリを起動する（Ｓ２２）。放送局の連携アプリとは、当該
放送局に関連づけられたアプリケーション（例えば、放送局公式のアプリケーション）の
ことを指す。換言すれば、放送局の連携アプリとは、受信した視聴情報に関連づけられた
アプリケーションである。連携アプリのその他の詳細については、例えば実施形態１にお
いて説明した通りである。
【０１２４】
　図１０におけるＳ２３以降ならびにＳ４２以降の処理は、それぞれ図２におけるＳ２３
以降ならびにＳ４２以降の処理と同じ処理であるため、説明を省略する。
【０１２５】
　なお、ユーザが放送番組を視聴中に、スマートフォン２０が連携アプリを自動的に起動
して、実施形態２の公式ウェブサイト表示処理を行ってもよい。以下では、図１１を参照
して、ユーザが放送番組を視聴中に連携アプリを自動的に起動する場合の放送番組再生シ
ステム１における処理の流れについて説明する。図１１は、テレビ１０が放送番組とスマ
ートフォン２０から送信された映像とを同時に表示している放送番組再生システム１にお
ける、公式ウェブサイト表示処理の流れの一例を示すフローチャートである。なお、図１
１において、テレビ１０およびスマートフォン２０のフローチャートの間に示した破線は
、テレビ１０からスマートフォン２０、または、スマートフォン２０からテレビ１０に情
報が送信されることを示している。
【０１２６】
　図１１に示すように、テレビ１０が放送番組とスマートフォン２０から送信された映像
とを同時に表示しているとき、テレビ１０の番組情報取得部１２が、放送番組受信部１１
が受信した放送番組に関する番組情報を取得する（Ｓ９９）。そして、番組情報送信部１
３は、番組情報取得部１２がＳ９９で取得した番組情報から、視聴情報を抽出して、当該
視聴情報をスマートフォン７０へ送信する（Ｓ１００）。
【０１２７】
　そして、スマートフォン７０の番組情報受信部２１は、上記視聴情報を受信する（Ｓ８
０）と、視聴情報を受信したことを示す入力信号をアプリ起動部２５に通知する。アプリ
起動部２５は、上記入力信号を受け取ると、視聴情報に含まれる識別子から放送局を特定
し、特定した放送局の連携アプリを起動する（Ｓ８２）。
【０１２８】
　図１１におけるＳ８３以降ならびにＳ１０１以降の処理は、それぞれ図２におけるＳ８
３以降ならびにＳ１０１以降の処理と同じ処理であるため、説明を省略する。
【０１２９】
　番組情報取得部１２は、例えば放送番組が変更されたタイミングで番組情報（視聴情報
）を取得してもよいし、予め定められたタイミング（例えば、所定の時間おき）で番組情
報（視聴情報）を取得してもよい。なお、放送番組が変更されたタイミングとは、ユーザ
によってテレビ１０の選局が行われたタイミング、または放送番組が終了して次の放送番
組に切り替わったタイミング等である。
【０１３０】
　以上により、放送番組が変更されたタイミングあるいは予め定められたタイミングで番
組情報取得部１２が放送番組の番組情報を取得すると、アプリ起動部２５が連携アプリを
起動する。したがって、ユーザが連携アプリの起動指示を行わなくても連携アプリが自動
的に起動するので、ユーザの手間を省くことができる。特に、放送番組の放送局に応じて
、当該放送局の連携アプリを起動する構成にすることにより、各放送局が提供するアプリ
ケーションを利用することができる。
【０１３１】
　また、以上の説明から明らかなように、本実施形態に記載された構成は、上記端末装置
（スマートフォン７０）が、表示情報取得手段（表示情報取得部２２）及び表示情報表示
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手段（表示制御部２８）を制御するアプリケーション（連携アプリ）の起動を制御する起
動制御手段（アプリ起動部２５）を更に備え、番組情報取得手段（番組情報取得部２２）
は、上記放送番組再生装置（テレビ１０）が受信する放送番組が変更されたタイミング、
あるいは所定のタイミングで、放送番組に関する番組情報を取得し、上記番組情報送信手
段（番組情報送信部１３）は、上記番組情報取得手段が取得した番組情報のうち少なくと
も一部を、上記端末装置に送信し、上記起動制御手段は、上記番組情報受信手段（番組情
報受信部２１）が上記番組情報を受信したことをトリガーとして、上記アプリケーション
を起動させる構成であると表現することもできる。
【０１３２】
　（録画番組に関するキーワードの取得）
　以上では、放送番組の番組情報に含まれるキーワードを取得しているが、必ずしもこれ
に限定されるわけではない。例えば、テレビ１０によって録画された放送番組（録画番組
）の番組情報に含まれるキーワードを取得してもよい。この場合、テレビ１０によって放
送番組を録画する際に、番組情報取得部１２が当該放送番組の番組情報を取得し、テレビ
１０の図示しない記憶部に当該放送番組のデータと一緒に当該放送番組の番組情報を記憶
させておく。ユーザが録画番組を視聴中に、キーワードの検索を行う機能のページへの移
動指示を行うと、番組情報取得部１２は、録画番組に関する番組情報を記憶部から取得す
る。そして、番組情報送信部１３が、番組情報取得部１２が取得した番組情報のうちの少
なくとも一部として、録画番組に関するキーワードを送信し、番組情報受信部２１が上記
録画番組に関するキーワードそのものを受信した場合、表示情報取得部２２は、表示情報
として上記キーワードそのものを取得する。また、番組情報受信部２１によって受信され
た番組情報が、番組情報取得部１２が取得した番組情報のうち、少なくとも一部の場合、
表示情報取得部２２は、上記番組情報に含まれるキーワードであって、上記録画番組に関
する少なくとも一つのキーワードを取得する。これにより、ユーザは録画番組の番組情報
に含まれるキーワードを検索することができる。録画番組は既に放送された番組であるた
め、ユーザはインターネット上に掲載されている当該番組に対する視聴後の感想、当該番
組の内容に対する視聴者の反応の度合い（所謂、盛り上がり状況）、または当該番組の結
末等の重要な部分に関する情報（所謂、ネタバレ情報）等を得ることができる。例えば、
録画番組を視聴する前に、予めこれらの情報を得たい場合には好適である。
【０１３３】
　上記の録画番組は、テレビ１０にＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance；登録
商標）等で接続された外部のレコーダ（記録装置）によって録画されていてもよい。この
場合、テレビ１０の番組情報取得部１２が当該放送番組の番組情報を取得し、レコーダの
記憶部に当該放送番組のデータと一緒に当該放送番組の番組情報を記憶させておく。また
、特段本構成を意図していないレコーダであっても、放送番組の番組情報は放送ストリー
ム内に重畳されているため、録画の際に当該番組情報が削除されていなければ、テレビ１
０は通常の再生処理を通じて放送時に重畳されていた番組情報を当該レコーダから取得す
ることができる。これにより、レコーダに録画された録画番組であってもその番組情報が
あれば、当該番組情報に含まれるキーワードを検索することができる。
【０１３４】
　なお、ユーザが録画番組を視聴中に、当該録画番組の放送局に関連するウェブサイトを
検索することもできる。この場合、ユーザが公式ウェブサイトの検索を行う機能のページ
への移動指示を行った場合、番組情報取得部１２が、録画番組に関する番組情報を記憶部
から取得し、番組情報送信部１３が、番組情報取得部１２が取得した番組情報から、放送
局を示す識別子を抽出し、当該識別子を含む放送局情報を番組情報受信部２１へ送信する
。そして、表示情報取得部７２が、表示情報として、上記番組情報に含まれる識別子によ
って特定される放送局の公式ウェブサイトへ誘導する情報を取得する。
【０１３５】
　〔ソフトウェアによる実現例〕
　テレビ１０、スマートフォン２０およびスマートフォン７０の各ブロックは、集積回路
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（ＩＣチップ）等に形成された論理回路（ハードウェア）によって実現してもよいし、Ｃ
ＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフトウェアによって実現してもよい。
【０１３６】
　後者の場合、テレビ１０、スマートフォン２０およびスマートフォン７０は、各機能を
実現するソフトウェアであるプログラムの命令を実行するＣＰＵ、上記プログラムおよび
各種データがコンピュータ（またはＣＰＵ）で読み取り可能に記録されたＲＯＭ（Read O
nly Memory）または記憶装置（これらを「記録媒体」と称する）、上記プログラムを展開
するＲＡＭ（Random Access Memory）などを備えている。そして、コンピュータ（または
ＣＰＵ）が上記プログラムを上記記録媒体から読み取って実行することにより、本発明の
目的が達成される。上記記録媒体としては、「一時的でない有形の媒体」、例えば、テー
プ、ディスク、カード、半導体メモリ、プログラマブルな論理回路などを用いることがで
きる。また、上記プログラムは、該プログラムを伝送可能な任意の伝送媒体（通信ネット
ワークや放送波等）を介して上記コンピュータに供給されてもよい。なお、本発明は、上
記プログラムが電子的な伝送によって具現化された、搬送波に埋め込まれたデータ信号の
形態でも実現され得る。
【０１３７】
　〔まとめ〕
　本発明の態様１に係る放送番組再生システムは、放送番組を受信して表示する放送番組
再生装置（テレビ１０）と、端末装置（スマートフォン２０、スマートフォン７０）と、
を備えた放送番組再生システムであって、上記放送番組再生装置は、上記放送番組に関す
る番組情報を取得する番組情報取得手段（番組情報取得部１２）と、上記番組情報のうち
少なくとも一部を、上記端末装置に送信する番組情報送信手段（番組情報送信部１３）と
、上記端末装置から送信された映像を受信する映像受信手段（映像受信部１５）と、上記
放送番組と上記映像とを同時に表示する表示手段（表示制御部１６、表示部１７）と、を
備え、上記端末装置は、上記端末装置の画面全体に表示されている映像と同じ映像を、上
記放送番組再生装置に送信する映像送信手段（映像送信部３１）と、上記放送番組再生装
置から送信された上記番組情報を受信する番組情報受信手段（番組情報受信部２１）と、
上記番組情報に基づき、所定の表示情報を取得する表示情報取得手段（表示情報取得部２
２、表示情報取得部７２）と、上記表示情報を、ユーザが選択可能な形式で上記画面に表
示する表示情報表示手段（表示制御部２８、表示制御部７８、表示部２９）と、を備えて
いる。
【０１３８】
　上記の構成によれば、端末装置が、放送番組再生装置が表示している放送番組に関する
番組情報のうち少なくとも一部を、放送番組再生装置から受信し、ユーザが選択可能な形
式で画面に表示するため、放送番組再生システムは、放送番組再生装置の画面で、放送番
組と、当該放送番組に関する番組情報の表示情報との両方を、ユーザに提供することがで
きる。
【０１３９】
　また、放送番組再生装置には、端末装置の画面全体に表示されている映像と同じ映像が
表示されているため、ユーザは、端末装置の画面に視点を移動させることなく、放送番組
再生装置の画面を見て、端末装置の画面に表示された表示情報のうち、所望の表示情報を
選択する操作を行うことがでる。よって、ユーザの手間を省くことができる。
【０１４０】
　本発明の態様２に係る放送番組再生システムは、上記態様１において、上記番組情報送
信手段は、上記番組情報のうちの少なくとも一部として、上記放送番組に関するキーワー
ドを送信し、上記表示情報取得手段は、上記表示情報として、受信された上記キーワード
そのものを取得し、上記端末装置は、上記キーワードがユーザによって選択された場合、
上記キーワードに基づく検索を検索サーバに要求する検索要求手段（検索要求部２６）と
、上記検索サーバから提供された検索結果を受信する検索結果受信手段（検索結果受信部
２７）と、上記検索結果を上記画面に表示する検索結果表示手段（表示制御部２８、表示
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部２９）と、をさらに備えていてもよい。
【０１４１】
　上記の構成によれば、放送番組再生装置が番組情報のうち少なくとも一部として、放送
番組に関するキーワードを送信し、端末装置が受信したキーワードをユーザが選択可能な
形式で画面に表示するため、放送番組再生システムは、放送番組再生装置の画面で、放送
番組と、当該放送番組に関するキーワードとの両方を、ユーザに提供することができる。
また、ユーザは、端末装置の画面に視点を移動させることなく、放送番組再生装置の画面
上で、検索したいキーワードを選択することができる。これにより、検索したい文字列を
端末装置の画面上で入力する手間を省くことができ、操作性を向上させることができる。
【０１４２】
　また、上記キーワードがユーザによって選択された場合、端末装置は、上記キーワード
に基づく検索を要求した検索サーバから提供された検索結果を画面に表示し、放送番組再
生装置は、放送番組と、上記検索結果とを画面に表示する。これにより、放送番組再生シ
ステムは、ユーザによって選択されたキーワードであって、上記放送番組に関するキーワ
ードの検索結果を、放送番組と共にユーザに提供することができる。
【０１４３】
　本発明の態様３に係る放送番組再生システムは、上記態様１において、上記表示情報取
得手段は、上記表示情報として、上記番組情報に含まれる、上記放送番組に関する少なく
とも一つのキーワードを取得し、上記端末装置は、上記キーワードがユーザによって選択
された場合、上記キーワードに基づく検索を検索サーバに要求する検索要求手段（検索要
求部２６）と、上記検索サーバから提供された検索結果を受信する検索結果受信手段（検
索結果受信部２７）と、上記検索結果を上記画面に表示する検索結果表示手段（表示制御
部２８、表示部２９）と、をさらに備えていてもよい。
【０１４４】
　上記の構成によれば、端末装置が、放送番組再生装置が表示している放送番組に関する
番組情報のうち少なくとも一部から、上記放送番組に関する少なくとも一つのキーワード
を取得し、当該キーワードをユーザが選択可能な形式で画面に表示するため、放送番組再
生システムは、放送番組再生装置の画面で、放送番組と、当該放送番組に関するキーワー
ドとの両方を、ユーザに提供することができる。また、ユーザは、端末装置の画面に視点
を移動させることなく、放送番組再生装置の画面上で、検索したいキーワードを選択する
ことができる。これにより、検索したい文字列を端末装置の画面上で入力する手間を省く
ことができ、操作性を向上させることができる。
【０１４５】
　また、上記キーワードがユーザによって選択された場合、端末装置は、上記キーワード
に基づく検索を要求した検索サーバから提供された検索結果を画面に表示し、放送番組再
生装置は、放送番組と、上記検索結果とを画面に表示する。これにより、放送番組再生シ
ステムは、ユーザによって選択されたキーワードであって、上記放送番組に関するキーワ
ードの検索結果を、放送番組と共にユーザに提供することができる。
【０１４６】
　本発明の態様４に係る放送番組再生システムは、上記態様１から３において、上記番組
情報送信手段は、上記番組情報として、上記放送番組を提供する放送局を示す識別子を送
信し、上記表示情報取得手段は、上記表示情報として、上記識別子によって特定される上
記放送局に関連するウェブサイトへユーザを誘導する情報を取得し、上記端末装置は、上
記表示情報がユーザによって選択された場合、上記ウェブサイトにアクセスしてそのホー
ムページを取得するホームページ取得手段（ホームページ取得部３２）と、上記ホームペ
ージを上記画面に表示するホームページ表示手段（表示制御部７８、表示部２９）と、を
さらに備えていてもよい。
【０１４７】
　上記の構成によれば、放送番組再生装置が番組情報のうち少なくとも一部として、放送
番組を提供する放送局を示す識別子を送信し、端末装置が受信した識別子によって特定さ
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れる放送局に関連するウェブサイトへユーザを誘導する表示情報を、ユーザが選択可能な
形式で画面に表示するため、放送番組再生システムは、放送番組再生装置の画面で、放送
番組と、当該放送番組の放送局に関連するウェブサイトへユーザを誘導する表示情報との
両方を、ユーザに提供することができる。また、ユーザは、端末装置の画面に視点を移動
させることなく、当該表示情報を選択することで、放送番組再生装置の画面上で、放送局
に関連するウェブサイトにアクセスするための操作をおこなうことができる。これにより
、放送局に関連するウェブサイトを検索するという操作を端末装置の画面上で行う手間を
省くことができ、操作性を向上させることができる。
【０１４８】
　また、上記表示情報がユーザによって選択された場合、端末装置は、上記ウェブサイト
にアクセスしてそのホームページを取得し、取得したホームページを画面に表示する。そ
して、放送番組再生装置は、放送番組と、上記ホームページとを画面に表示する。これに
より、放送番組再生システムは、ユーザによって選択されたホームページを、放送番組と
共にユーザに提供することができる。
【０１４９】
　本発明の態様５に係る放送番組再生システムは、上記態様１から４において、上記端末
装置は、上記表示情報取得手段及び上記表示情報表示手段を制御するアプリケーションの
起動を制御する起動制御手段（アプリ起動部２５）を更に備え、上記番組情報取得手段は
、上記放送番組再生装置が受信する放送番組が変更されたタイミング、あるいは所定のタ
イミングで、放送番組に関する番組情報を取得し、上記番組情報送信手段は、上記番組情
報取得手段が取得した番組情報のうち少なくとも一部を、上記端末装置に送信し、上記起
動制御手段は、上記番組情報受信手段が上記番組情報を受信したことをトリガーとして、
上記アプリケーションを起動させてもよい。
【０１５０】
　上記の構成によれば、放送番組が変更されたタイミングあるいは予め定められたタイミ
ングで番組情報取得手段が放送番組の番組情報を取得すると、当該番組情報に基づき、所
定の表示情報を、ユーザが選択可能な形式で上記画面に自動的に表示することができる。
【０１５１】
　本発明の態様６に係る放送番組再生システムは、上記態様１から５において、上記放送
番組再生装置は、自装置あるいは外部の記録装置によって録画された放送番組をも表示す
るものであり、上記番組情報取得手段は、自装置あるいは上記外部の記録装置に記憶され
た、上記録画された放送番組に関する上記番組情報をも取得してもよい。
【０１５２】
　上記の構成によれば、放送番組再生装置あるいは外部の記録装置に録画された録画番組
であってもその番組情報があれば、当該番組情報に含まれるキーワードを検索したり、録
画番組の放送局に関連するウェブサイトを検索したりすることができる。
【０１５３】
　本発明の態様７に係る放送番組再生装置は、放送番組を受信して表示する放送番組再生
装置であって、上記放送番組に関する番組情報を取得する番組情報取得手段と、上記番組
情報のうち少なくとも一部を、端末装置に送信する番組情報送信手段と、上記端末装置か
ら送信された映像であって、上記端末装置の画面全体にユーザが選択可能な形式で表示さ
れている映像と同じ映像を受信する映像受信手段と、上記放送番組と上記映像とを同時に
表示する表示手段と、を備えていることを特徴としている。
【０１５４】
　本発明の態様８に係る端末装置は、放送番組を受信して表示する放送番組再生装置と通
信を行う端末装置であって、当該端末装置の画面全体に表示されている映像と同じ映像を
、上記放送番組再生装置に送信する映像送信手段と、上記放送番組再生装置から送信され
た上記放送番組に関する番組情報を受信する番組情報受信手段と、上記番組情報に基づき
、所定の表示情報を取得する表示情報取得手段と、上記表示情報を、ユーザが選択可能な
形式で上記画面に表示する表示情報表示手段と、を備えていることを特徴としている。
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【０１５５】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。さらに、各実施形態にそれ
ぞれ開示された技術的手段を組み合わせることにより、新しい技術的特徴を形成すること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【０１５６】
　本発明は、テレビジョン受像機などの放送番組再生システムおよび放送番組再生システ
ムと通信可能な端末装置に利用することができる。
【符号の説明】
【０１５７】
　１　放送番組再生システム
　１０　テレビ（テレビジョン受像機、放送番組再生装置）
　１１　放送番組受信部
　１２　番組情報取得部（番組情報取得手段）
　１３　番組情報送信部（番組情報送信手段）
　１４　取得要求受信部
　１５　映像受信部（映像受信手段）
　１６　表示制御部（表示手段）
　１７　表示部（表示手段）
　２０　スマートフォン（端末装置）
　２１　番組情報受信部（番組情報受信手段）
　２２　表示情報取得部（表示情報取得手段）
　２３　取得要求送信部
　２４　入力受付部
　２５　アプリ起動部（起動制御手段）
　２６　検索要求部（検索要求手段）
　２７　検索結果受信部（検索結果受信手段）
　２８　表示制御部（表示情報表示手段、検索結果表示手段）
　２９　表示部（表示情報表示手段、検索結果表示手段、ホームページ表示手段）
　３１　映像送信部（映像送信手段）
　７　放送番組再生システム
　７２　表示情報取得部（表示情報取得手段）
　７８　表示制御部（表示情報表示手段、ホームページ表示手段）
　３２　ホームページ取得部（ホームページ取得手段）
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【図７】 【図８】
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【図１１】
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