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(57)【要約】
【課題】本発明は、テレビの番組(放送コンテンツ)やコ
マーシャルを視聴中に関連するインターネットのページ
に簡単にアクセスし、テレビの画面から番組等に関連す
るページにてインタラクティブ（コンピュータと双方向
的）に通信することができるインタラクティブ装置及び
その方法に関する。
【解決手段】本発明は、放送コンテンツを受信するチュ
ーナ部と、表示装置に接続してチューナ部で受信した放
送コンテンツを表示部に表示するようビデオ信号を出力
するインターフェース部と、インターネットに接続され
るネットワーク部と、リモコン端末からの信号を受信す
るリモコン受信部と、リモコン受信部で受信したインタ
ラクティブ操作開始信号に基づいて、視聴中の放送コン
テンツに関連するＷｅｂページの要求をネットワーク部
から送信し、関連するＷｅｂページ情報をネットワーク
部で受信した後、表示装置の表示を放送コンテンツから
関連するＷｅｂページに切り替えるよう制御する制御部
とを有することを特徴とする。
【選択図】　図1
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送コンテンツを受信するチューナ部と、
表示装置に接続して前記チューナ部で受信した放送コンテンツを前記表示部に表示するよ
うビデオ信号を出力するインターフェース部と、
インターネットに接続されるネットワーク部と、
リモコン端末からの信号を受信するリモコン受信部と、
リモコン受信部で受信したインタラクティブ操作開始信号に基づいて、視聴中の放送コン
テンツに関連するＷｅｂページの要求を前記ネットワーク部から送信し、前記関連するＷ
ｅｂページ情報を前記ネットワーク部で受信した後、前記表示装置の表示を放送コンテン
ツから前記関連するＷｅｂページに切り替えるよう制御する制御部と
を有することを特徴とするインタラクティブ装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のインタラクティブ装置において、
　時刻を計時するタイマ部と、
チャネル設定情報としてエリア情報とチャネル情報を関連させて記憶する記憶部とを有し
、
　前記制御部は、前記リモコン操作信号を受信すると、予め記憶しているエリア情報と、
チャネル情報とを読み出し、前記エリア情報と前記チャネル情報と共に、前記リモコン操
作信号を受信した時刻を表す時刻情報とを前記ネットワーク部を介してインターネット上
のＷｅｂサーバに送信するように制御することを特徴とするインタラクティブ装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のインタラクティブ装置において、
　入力装置としてキーボード及びマウスの少なくとも一つを有し、前記制御部は前記入力
装置からの信号に基づき前記表示装置に表示されたＷｅｂページとインタラクティブな通
信を行うよう制御することを特徴とするインタラクティブ装置。
【請求項４】
　請求項３に記載のインタラクティブ装置において、
　前記制御部は前記インタラクティブ装置の電源投入時に前記タイマ部の時刻をインター
ネット時刻と同期させることを特徴とするインタラクティブ装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のインタラクティブ装置において、
　前記制御部は、前記リモコン操作信号を受信すると、前記チューナ部から受信する放送
コンテンツを録画部にて録画するよう制御することを特徴とするインタラクティブ装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のインタラクティブ装置において、
　前記制御部は、前記リモコン受信部または前記入力装置からインタラクティブな操作の
終了を示すインタラクティブ終了信号を受信すると、前記録画部に録画されている放送コ
ンテンツを前記インタラクティブ操作開始信号受信時から前記表示装置に表示させるよう
信号を出力するよう制御することを特徴とするインタラクティブ装置。
【請求項７】
　請求項５に記載のインタラクティブ装置において、
　前記制御部は、前記リモコン受信部または前記入力装置からインタラクティブな操作の
終了を示すインタラクティブ終了信号を受信すると、前記録画部に録画されている放送コ
ンテンツを前記インタラクティブ操作開始信号受信時から前記表示装置に表示させるか、
前記チューナ部で受信している現在時刻の放送コンテンツを表示させるかの選択画面を前
記表示装置に表示させるよう信号を出力するよう制御することを特徴とするインタラクテ
ィブ装置。
【請求項８】
放送コンテンツを受信するチューナ部と、表示装置に接続して前記チューナ部で受信した
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放送コンテンツを前記表示部に表示するようビデオ信号を出力するインターフェース部と
、インターネットに接続されるネットワーク部と、リモコン端末からの信号を受信するリ
モコン受信部とを有するインタラクティブ装置の制御方法において、
リモコン受信部で受信したインタラクティブ操作開始信号に基づいて、視聴中の放送コン
テンツに関連するＷｅｂページの要求を前記ネットワーク部から送信し、前記関連するＷ
ｅｂページ情報を前記ネットワーク部で受信した後、前記表示装置の表示を放送コンテン
ツから前記関連するＷｅｂページに切り替えるよう制御することを特徴とするインタラク
ティブ装置の制御方法。
【請求項９】
　請求項８に記載のインタラクティブ装置の制御方法において、
　チャネル設定情報としてエリア情報とチャネル情報を関連させて記憶しておき、
前記リモコン操作信号を受信すると、予め記憶しているエリア情報と、チャネル情報とを
読み出し、前記エリア情報と前記チャネル情報と共に、前記リモコン操作信号を受信した
時刻を表す時刻情報とを前記ネットワーク部を介してインターネット上のＷｅｂサーバに
送信することを特徴とするインタラクティブ装置の制御方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載のインタラクティブ装置の制御方法において、
　インタラクティブな操作の終了を示すインタラクティブ終了信号を受信すると、前記録
画部に録画されている放送コンテンツを前記インタラクティブ操作開始信号受信時から前
記表示装置に表示させるか、前記チューナ部で受信している現在時刻の放送コンテンツを
表示させるかの選択画面を前記表示装置に表示させるよう信号を出力するよう制御するこ
とを特徴とするインタラクティブ装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、インターネットテレビに関し、詳しくはテレビの番組(放送コンテンツ)や
コマーシャルを視聴中に関連するインターネットのページに簡単にアクセスし、テレビの
画面から番組等に関連するページにてインタラクティブ（コンピュータと双方向的）に通
信することができるインタラクティブ装置及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インタラクティブTVとして、放送センタから送信する放送コンテンツに関連する
ディジタルコンテンツをＷｅｂサーバに蓄積しておき、ＴＶ端末で放送を視聴した視聴者
が、ＴＶ端末、固定電話端末、携帯電話端末、インターネット端末のいずれかを適宜選択
して双方向サービス・センターへ接続し、双方向サービスをうける双方向クロスメディア
・サービスシステムに関する公知技術（文献１）がある。
【０００３】
【特許文献１】特開平２００２－１３３３５２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記公知文献では、各ユーザは、ＴＶ端末に映し出された番組を見て双
方向サービスを受けようとする場合には、その内容に応じた適切な端末（ＴＶ端末、固定
電話端末、携帯電話端末、及びインターネット端末のいずれか）を通して放送事業者の双
方向サービス・センターに接続し、回答や要求の内容を伝えなければならなかった。
【０００５】
　この発明では、ＴＶ端末に映し出された番組を見ている視聴者が、手元にあるリモコン
操作を行えば関連するＷｅｂページにアクセスし、インタラクティブなサービスの提供を
受けることができる。
【０００６】
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　また、この発明では、モニタ装置の表示がＴＶ番組の映像から関連するＷｅｂページの
表示にリモコン端末の操作で切り替わるので、各ユーザにおいて適切な端末の選択、端末
の立ち上げ操作が不要となる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記従来の問題点を解決するため請求項１に記載の発明は、放送コンテンツを受信する
チューナ部と、表示装置に接続して前記チューナ部で受信した放送コンテンツを前記表示
部に表示するようビデオ信号を出力するインターフェース部と、インターネットに接続さ
れるネットワーク部と、リモコン端末からの信号を受信するリモコン受信部と、リモコン
受信部で受信したインタラクティブ操作開始信号に基づいて、視聴中の放送コンテンツに
関連するＷｅｂページの要求を前記ネットワーク部から送信し、前記関連するＷｅｂペー
ジ情報を前記ネットワーク部で受信した後、前記表示装置の表示を放送コンテンツから前
記関連するＷｅｂページに切り替えるよう制御する制御部とを有することを特徴とする。
【０００８】
　上記従来の問題点を解決するため請求項２に記載の発明は、さらに、時刻を計時するタ
イマ部と、チャネル設定情報としてエリア情報とチャネル情報を関連させて記憶する記憶
部とを有し、前記制御部は、前記リモコン操作信号を受信すると、予め記憶しているエリ
ア情報と、チャネル情報とを読み出し、前記エリア情報と前記チャネル情報と共に、前記
リモコン操作信号を受信した時刻を表す時刻情報とを前記ネットワーク部を介してインタ
ーネット上のＷｅｂサーバに送信するように制御することを特徴とする。
【０００９】
　上記従来の問題点を解決するため請求項３に記載の発明は、さらに、入力装置としてキ
ーボード及びマウスの少なくとも一つを有し、前記制御部は前記入力装置からの信号に基
づき前記表示装置に表示されたＷｅｂページとインタラクティブな通信を行うよう制御す
ることを特徴とする。
【００１０】
　上記従来の問題点を解決するため請求項４に記載の発明は、前記制御部は前記インタラ
クティブ装置の電源投入時に前記タイマ部の時刻をインターネット時刻と同期させること
を特徴とする。
【００１１】
　上記従来の問題点を解決するため請求項５に記載の発明は、前記制御部は、前記リモコ
ン操作信号を受信すると、前記チューナ部から受信する放送コンテンツを録画部にて録画
するよう制御することを特徴とする。
【００１２】
　上記従来の問題点を解決するため請求項６に記載の発明は、前記制御部は、前記リモコ
ン受信部または前記入力装置からインタラクティブな操作の終了を示すインタラクティブ
終了信号を受信すると、前記録画部に録画されている放送コンテンツを前記インタラクテ
ィブ操作開始信号受信時から前記表示装置に表示させるよう信号を出力するよう制御する
ことを特徴とする。
【００１３】
　上記従来の問題点を解決するため請求項７に記載の発明は、前記制御部は、前記リモコ
ン受信部または前記入力装置からインタラクティブな操作の終了を示すインタラクティブ
終了信号を受信すると、前記録画部に録画されている放送コンテンツを前記インタラクテ
ィブ操作開始信号受信時から前記表示装置に表示させるか、前記チューナ部で受信してい
る現在時刻の放送コンテンツを表示させるかの選択画面を前記表示装置に表示させるよう
信号を出力するよう制御することを特徴とする。
【００１４】
　上記従来の問題点を解決するため請求項８に記載の発明は、放送コンテンツを受信する
チューナ部と、表示装置に接続して前記チューナ部で受信した放送コンテンツを前記表示
部に表示するようビデオ信号を出力するインターフェース部と、インターネットに接続さ
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れるネットワーク部と、リモコン端末からの信号を受信するリモコン受信部とを有するイ
ンタラクティブ装置の制御方法において、リモコン受信部で受信したインタラクティブ操
作開始信号に基づいて、視聴中の放送コンテンツに関連するＷｅｂページの要求を前記ネ
ットワーク部から送信して、前記関連するＷｅｂページ情報を前記ネットワーク部で受信
した後、前記表示装置の表示を放送コンテンツから前記関連するＷｅｂページに切り替え
るよう制御することを特徴とする。
【００１５】
　上記従来の問題点を解決するため請求項９に記載の発明は、さらに、チャネル設定情報
としてエリア情報とチャネル情報を関連させて記憶しておき、前記リモコン操作信号を受
信すると、予め記憶しているエリア情報と、チャネル情報とを読み出し、前記エリア情報
と前記チャネル情報と共に、前記リモコン操作信号を受信した時刻を表す時刻情報とを前
記ネットワーク部を介してインターネット上のＷｅｂサーバに送信することを特徴とする
。
【００１６】
　上記従来の問題点を解決するため請求項１０に記載の発明は、さらに、インタラクティ
ブな操作の終了を示すインタラクティブ終了信号を受信すると、前記録画部に録画されて
いる放送コンテンツを前記インタラクティブ操作開始信号受信時から前記表示装置に表示
させるか、前記チューナ部で受信している現在時刻の放送コンテンツを表示させるかの選
択画面を前記表示装置に表示させるよう信号を出力するよう制御する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、一つの表示装置で放送と通信の融合したサービスを受けることができ
る。
【００１８】
　また、本発明によれば、テレビの視聴者は視聴中の番組から関連するＷｅｂページをテ
レビ上に表示できるため、インターネット端末の立ち上げ、関連するＷｅｂページの検索
の手間が省ける。
【００１９】
　また、本発明によれば、視聴中の番組に関連するＷｅｂページを検索するため、予めチ
ューナのために記憶されている放送コンテンツの視聴エリアの情報とチャネル情報とを読
み出し、これらに加え時刻情報をキーとしてＷｅｂページを検索するため、ユーザは番組
視聴中にリモコンのボタンを押すだけで関連するＷｅｂページを表示できる。
【００２０】
　また、本発明によれば、視聴中の番組が、テレフォンショッピングの場合関連するＷｅ
ｂページとして商品購入の申し込み画面、温泉百選の場合関連するＷｅｂページとして宿
泊予約サイト、野球のナイター中継の場合関連するＷｅｂページとして打者の打撃成績情
報を表示し、通常のパソコンをインターネットに接続したのと同様なインタラクティブな
通信が可能となる。
【００２１】
　また、本発明によれば、予めユーザの指定したタイミングで装置の時刻をインターネッ
ト時刻と同期させることができるので、何時でも正確に関連するＷｅｂページの検索を行
うことができる。
【００２２】
　また、本発明によれば、ユーザはＷｅｂサーバとインタラクティブな通信を行っている
間は、番組を録画するので、番組を見逃すことなくインタラクティブな通信を楽しむこと
ができる。
【００２３】
　また、本発明によれば、ユーザはＷｅｂサーバとのインタラクティブな通信終了時にイ
ンタラクティブな通信中に見逃した番組の表示と、インタラクティブな通信終了時、すな
わち現時点に放送されている番組の表示とを選択することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００２５】
　図１において、１０１は放送局であり、番組として放送コンテンツを所定のチャネルに
のせて放送する。１０２は表示装置であり、通常のＴＶ番組や録画番組の表示の他、パソ
コンのディスプレイとしてＷｅｂページを表示する。１０３は本発明のインタラクティブ
装置である。１０５はリモコン端末、１０６はキーボード、１０７はマウスである。リモ
コン端末１０５はインタラクティブ装置１０３にリモコン操作するためのものであり、キ
ーボード１０６とマウス１０７はインタラクティブな通信を可能とするインタラクティブ
装置の入力端末である。インタラクティブ装置１０３はＩＰネットワーク１０８を介して
、Ｗｅｂサーバ１０９に接続される。
【００２６】
　インタラクティブ装置１０３は、放送番組を受信するためにアンテナ１０４に接続され
るチューナを有し、ユーザのリモコン端末の操作に応じて視聴中の番組に関連するＷｅｂ
ページにアクセスし、これを表示装置１０２に表示させ、キーボード１０６やマウス１０
７を用いて通常のパソコンをインターネットに接続したのと同様の環境をユーザに提供す
るための装置である。
【００２７】
　なお、放送局１０１は複数の放送局の番組を各チャネルにのせて送信する共同アンテナ
であっても良い。
【００２８】
　図２を用いて本発明の放送と通信を融合させるための考え方を説明する。図２中左側の
Ｔｉｍｅとあるのは時間を示しており、中央のＴＶ／ＣＨとあるのは、放送局が放送して
いる番組或いは視聴者が視聴している番組を時間軸にあわせて示したものである。右側の
Ｉｎｔｅｒｎｅｔとは、通常のＩＰネットワーク上に蓄積されているＷｅｂページから視
聴中の番組に関連するＷｅｂページを、視聴者のエリア情報、視聴番組のチャネル情報、
視聴時刻を示すタイムスタンプをキーワードとして検索したＷｅｂページのイメージを示
したものである。
【００２９】
　左側の時間軸に戻り、Ｔ１，Ｔ２，Ｔ３，Ｔ４，Ｔｎはタイムスタンプを示し、放送中
の番組に関連するＷｅｂページがある場合に、ユーザからアクセス要求があるであろう時
刻を示したものである。つまり、番組を視聴中のユーザが番組に関連したいＷｅｂページ
を見たい場合に、リモコン操作を行った時間がタイムスタンプとしてインタラクティブ装
置１０３からＷｅｂサーバ１０９に送信されることとなる。また、中央のＴＶ／ＣＨにお
いて、タイムスタンプと対応して、視聴中のチャネルがチャネル情報として、インタラク
ティブ装置１０３からＷｅｂサーバ１０９に送信されることとなる。この例では、視聴者
は神奈川県の横浜で視聴中でありエリアＩＤは１で、チャネル番号は＃６、番組は１でＴ
Ｖショッピングのシーン２を視聴中に関連するＷｅｂページにアクセスしたいと思い、リ
モコン端末操作を行った場合を例としている。ＴＶショッピングを視聴中のユーザが番組
で紹介されたテレビを購入したいと思ったときに、リモコン端末のバーチャルタイムとラ
ベルボタンＶＴＴを操作すると、リモコン端末の操作を受信したインタラクティブ装置１
０３からＷｅｂサーバ１０９に、視聴者のエリアである神奈川県の横浜市を特定するエリ
アＩＤ１と視聴中のチャネル番号６とリモコン端末のＶＴＴボタンが操作されたときの時
刻情報とをインタラクティブ操作開始信号としてＷｅｂサーバ１０９に送信している。つ
まり、インタラクティブ操作開始信号内のエリア情報、チャネル情報、タイムスタンプが
視聴中の番組に関連するＷｅｂページを検索するためのキーワードとして用いられること
になる。
【００３０】
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　なお、図２中において、番組１はＴＶショッピングの番組であり、シーン１はパソコン
の紹介、シーン２はＴＶの紹介を行っていることを示しており、それぞれ、パソコンとテ
レビの購入画面２０１，２０２が示されている。番組２はナイター中継であり、シーン１
はある打者がバッターボックスに入った状態であり、画面２０３のようにユーザにその打
者の打撃成績を紹介するＷｅｂページにアクセスできる状態にあることを示しており、番
組３は温泉百選という番組で日本の人気のある温泉宿を紹介する番組が放送されており、
２０４は宿泊予約サイトの画面が示されている。
【００３１】
　図３は、インタラクティブ装置の構成図を示しており、ＣＰＵ３０２、ＲＡＭ３０３と
プログラムや各種テーブルを記憶するＲＯＭ３０４にて制御部３２７を構成している。ま
た、放送局からの番組を受信するためチューナ部３０５がアンテナに接続される。ネット
ワークインターフェース３０６は、ＩＰネットワークを介してＷｅｂサーバ１０９に接続
するための通信制御を行い、リモコン受信装置３０７はリモコン端末３２５からの信号を
受信し、チャネルの切り替え、ヴォリューム調整等の通常のテレビに付属されているリモ
コン機能の他、バーチャルタイムトラベル機能としてＶＴＴボタンやパソコン機能とテレ
ビ機能を切り替えるための信号を受信する。ＶＲＡＭ３０８は映像信号を記憶するための
もので、ＶＧＡ３０９からの信号を記憶したり、ＶＧＡ３０９からの要求に応じて記憶し
た時データを読み出したりする。ディジタルアナログ(Ｄ／Ａ)変換機３１３は映像信号(
ビデオ信号)に関してディジタル信号をアナログ信号に変換し、ビデオＩ／Ｆ３１５に出
力する。ビデオＩ／Ｆ３１５は表示装置１０２に接続され、インタラクティブ装置３０１
にて受信した放送コンテンツやネットワークＩ／Ｆ３０６にて受信されたＷｅｂページを
表示させる。音声信号処理部３１０はチューナ部３０５やＮＷ／ＩＦ３０６で受信した音
声信号を処理し、ディジタルアナログ（Ｄ／Ａ）変換機３１４に出力し、ディジタルアナ
ログ（Ｄ／Ａ）変換機３１４によりアナログ信号に変換された音声信号は音声Ｉ／Ｆ３１
６から出力され、スピーカから出力される。タイマー３１１は、時刻を計時する時計であ
る。タイマー３１１は、インタラクティブ装置３０１の電源投入時や予めＲＯＭに設定さ
れているタイミングで、インターネット時計と同期するように制御部３２７によって制御
されている。ここで、同期対象としてはインターネット時計の他、ＧＰＳ時計や携帯電話
の基地局の時計等考えられるが、その場合、ＧＰＳ受信機や携帯電話の基地局制御信号の
受信機を付加すればよい。
【００３２】
　３１２は入出力制御装置（Ｉ／Ｏコントローラ）であり、キーボード３２１、マウス３
２２、ハードディスク３２３、カードリーダ３２４がそれぞれインターフェース３１７～
３２０を介して接続される。ここで、録画用の媒体としてハードディスクの他、フラッシ
ュメモリやＤＶＤ等他の記憶媒体も使用可能である。また、録画画面から関連するＷｅｂ
ページにアクセスさせる場合には、番組の映像情報のほか、録画画面の各シーンが録画さ
れた時刻を付加情報として記憶媒体３２３に記憶しておき、リモコン端末のＶＴＴボタン
が操作されたときに記憶媒体３２３に番組と同期して記憶された時刻情報を読み出して、
インタラクティブ操作開始信号を生成するようにすれば良い。
【００３３】
　カードリーダ３２４はクレジットカードの読取装置であり、決済処理を安全に行う場合
や個人情報をインタラクティブ装置３０１に読み込ませる場合に必要となる。
【００３４】
　図４は、リモコン端末４０１のボタン配列の一例を示したものであり、図中４０２は電
源ボタン、４０３はテレビ切り替えボタン、４０４はパソコン切り替えボタン、４０５は
チャネル操作ボタン、４０６は本発明の機能であるインタラクティブ操作を開始するため
のバーチャルタイムトラベルボタンであり、リモコン端末４０１のＶＴＴボタン４０６が
操作され、インタラクティブ装置３０１のリモコン受信装置３０７がこれを受信すると、
インタラクティブ装置３０１は、エリア情報、チャネル情報、タイムスタンプとを含むイ
ンタラクティブ操作開始信号をＩＰネットワークを介してＷｅｂサーバ１０９に送信する
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ように動作する。即ち、テレビの番組を視聴中のユーザは、視聴中の番組に関連するＷｅ
ｂページにアクセスするために、手元にあるリモコンのボタンを操作すれば表示装置１０
２がテレビからパソコンに切り替わることとなるため、放送と通信の融合が図られる。例
えば、放送コンテンツ製作者もＷｅｂページとのリンクを簡単に張れるため、視聴者の購
買意欲が即購買行動に直結するため、効率の良い広告媒体として利用され、スポンサー収
入増加が図れる。
【００３５】
　図５は、インタラクティブ装置３０１のＲＯＭ３０４に記憶されているエリアＩＤとチ
ャネル情報と局情報の関連テーブルであり、ユーザは初期設定時に自分のエリアを選択す
ることでチャネル情報と局情報が設定されることとなる。局情報については、ユーザが表
示装置１０２で表示することを望まない場合には必要がない。
【００３６】
　図６は、インタラクティブ装置３０１とＷｅｂサーバ１０９での処理フローを示してい
る。　電源投入、機能開始命令を受け処理が始まる（ステップ６０１）。インタラクティ
ブ装置３０１はリモコン端末３２５にてＶＴＴボタンが押され、信号を受信する（６０２
）とＲＯＭ３０４から視聴エリアを読み出し、受信中のチャネル情報と信号を受信した時
点の時刻情報（タイムスタンプ）を収集する（６０３）。エリア情報とチャネル情報とタ
イムスタンプを収集すると、Ｗｅｂサーバに対して関連するＷｅｂページの要求するコマ
ンドを送信する（６０４）。ページ情報をＷｅｂサーバから受信する（６０５）と表示装
置１０２の画面をテレビ画面からＷｅｂページ表示画面に切り替えて、表示装置上にＷｅ
ｂページを表示させる（６０７）。これ以降は通常のパソコンの操作と同様にインターネ
ットを介してＷｅｂサーバとの間でインタラクティブに通信を行う（６０８）。インタラ
クティブな通信によりネット購入するときは決済処理を行う（６０９）。したがって、イ
ンタラクティブ通信がエレクトリックコマースではなく、単に情報検索や情報閲覧の場合
には決済処理のステップは省略する。決済処理を終えると最後に確認画面を表示し処理を
終える（６１０）。ステップ６０４に関連し、Ｗｅｂサーバがインタラクティブ装置から
エリア情報、チャネル情報、タイムスタンプを受信すると、Ｗｅｂサーバはエリア情報、
チャネル情報、タイムスタンプを検索のキーワードとして関連するＷｅｂページを検索す
る（６１２）。ステップ６１３では、インタラクティブ装置とのインタラクティブな通信
を行う。つまり、インタラクティブ装置に接続されたキーボードやマウス、或いはリモコ
ンの操作からの信号に応じて必要なページ情報を送信したり、要求された処理をＷｅｂサ
ーバ上で行う。ステップ６１４，６１５は決済処理のためのＷｅｂサーバ上の処理である
。
【００３７】
　図７は、図６の処理フローの一部を変形したもので、放送局でＷｅｂサーバを運営して
おり、インタラクティブ装置からの情報はタイムスタンプのみとした例である。即ち、イ
ンタラクティブ装置はエリア情報とチャネル番号から一意にアクセスすべきページを検索
できる状態では、タイムスタンプのみを一意に定まるＷｅｂサーバに送信すれば、関連す
るＷｅｂページを検索できる。したがって、ステップ７０１では、インタラクティブ装置
は一意に定まるＷｅｂサーバにタイムスタンプを送信する。ステップ７０４でＷｅｂサー
バはタイムスタンプから関連するＷｅｂページを検索し、インタラクティブ装置に送信す
る。インタラクティブ装置がページ情報を受信すると（７０２）、その後はインターネッ
トに接続したパソコンと同様の環境でＷｅｂサーバとインタラクティブな通信を行う（７
０３，７０６）。
【００３８】
　図８は、図７のフローを実現させるためのインタラクティブ装置のＲＯＭ上に記憶され
るエリア情報とチャネル情報とＵＲＬ／ＩＰアドレス関連テーブルである。つまり、視聴
者の視聴しているエリア情報と視聴中のチャネル情報に基づいて、ＷｅｂサーバのＵＲＬ
を検索し、各局が運営しているＷｅｂサーバにアクセス可能とするための情報である。
【００３９】
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　図９は、Ｗｅｂサーバの構成図を示している。メモリ９０５には図１０に示すように、
通常のＷｅｂサーバとして機能するために必要となる情報の他、エリア情報（エリアＩＤ
）、チャネル情報（チャネル番号）、番組と関連するページコンテンツがある場合に当該
番組が放送される時刻を記憶しておくタイムスタンプと、これらに対応して記憶されるペ
ージ情報（ページＩＤ）とが対応して記憶されている図１０（ａ）において、例えば、エ
リアＩＤ１の視聴者がチャネル８を視聴しているとする。タイムスタンプとしてＴ１：１
９９６年２月１２日午前４時３５分、Ｔ２として１９９６年２月１２日午前４時４５分、
Ｔ３として１９９６年３月１５日午後８時１５分が蓄積されており、タイムスタンプＴ１
～Ｔ３のそれぞれにＷｅｂページを特定するページＩＤのＰ－１、Ｐ－２、Ｐ－３が対応
して蓄積されている。また、図中のエリア２のチャネル７でも時間は異なるが同一のペー
ジ情報に対応するタイムスタンプが蓄積されている。ページ情報Ｐ－１に注目すると、エ
リア１で１９９６年２月１２日午前４時３５分に放送された番組が１９９６年２月１４日
午前４時３５分にエリア２で放送されていることを示している。このような場合であって
も、エリア情報、チャネル番号、タイムスタンプが特定されると、関連するＷｅｂページ
にアクセスできることが分かる。
【００４０】
　図１０（ｂ）では、実際に特定されたページＩＤで関連するＷｅｂページにアクセスで
きるようにページＩＤとＵＲＬ等を対応させて記憶するテーブルであり、図１０（ａ）の
関連テーブルと同様、Ｗｅｂサーバ上に記憶されている。図１０に記載したテーブル情報
はＷｅｂページを検索する時に使用される情報なので、検索時にアクセスできるのなら必
ずしもＷｅｂサーバ上に記憶する必要はない。
【００４１】
　図１１は、図２の放送と通信を融合させるための説明に加えて、インタラクティブ通信
中の放送番組録画機能を説明する図である。タイムスタンプＴ１に注目すると、この時点
でユーザはテレビ画面からＷｅｂページの表示に切り替わり、Ｔ３までの間インタラクテ
ィブな通信を行っていることを示している。この例では、ＴＶショッピングでＰＣの購入
をインタラクティブな操作で行っている（１１０１）。インタラクティブな操作を行って
いる間（１１０２）に放送中の番組を見逃してしまうことになるため、インタラクティブ
装置の録画機能を働かせ、番組の録画と同時に時刻情報を同期させて記憶媒体に記憶する
（１１０６）。インタラクティブな操作が終了した時点（１１０３）で、インタラクティ
ブ装置は時刻Ｔ１に戻って番組の続きを録画映像として視聴するか、現時点のＴ３の放送
中の番組を視聴するかを選択することができる。実際にはリモコン端末のＴＶボタン４０
３を操作すると、チューナ部３０５の出力をビデオ信号・音声信号として選択し、Ｔ３時
点に放送されている番組を表示装置１０２に表示させる。Ｔ１から続きを録画映像として
みたい場合には、リモコン端末４０１のＰＣボタン４０４を操作することで、録画媒体か
ら映像・音声信号を読み出しビデオ信号・音声信号を表示装置１０２に出力して表示させ
る。
【００４２】
　以上説明したインタラクティブ装置によれば、放送コンテンツ放送と通信の融合が図ら
れる。
【００４３】
　また、テレビの視聴者は視聴中の番組から関連するＷｅｂページをテレビ上に表示でき
るため、インターネット端末の立ち上げ、関連するＷｅｂページの検索の手間が省ける。
【００４４】
　また、視聴中の番組に関連するＷｅｂページを検索するため、予めチューナのために記
憶されている放送コンテンツの視聴エリアの情報とチャネル情報とを読み出し、これらに
加え時刻情報をキーとしてＷｅｂページを検索するため、ユーザは番組視聴中にリモコン
のボタンを押すだけで関連するＷｅｂページを表示できる。
【００４５】
　また、視聴中の番組が、テレフォンショッピングの場合関連するＷｅｂページとして商
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品購入の申し込み画面、温泉百選の場合関連するＷｅｂページとして宿泊予約サイト、野
球のナイター中継の場合関連するＷｅｂページとして打者の打撃成績情報を表示し、通常
のパソコンをインターネットに接続したのと同様なインタラクティブな通信が可能となる
。
【００４６】
　また、予めユーザの指定したタイミングで装置の時刻をインターネット時刻と同期させ
ることができるので、何時でも正確に関連するＷｅｂページの検索を行うことができる。
【００４７】
　また、ユーザはＷｅｂサーバとインタラクティブな通信を行っている間は、番組を録画
するので、番組を見逃すことなくインタラクティブな通信を楽しむことができる。
【００４８】
　また、ユーザはＷｅｂサーバとのインタラクティブな通信終了時にインタラクティブな
通信中に見逃した番組の表示と、インタラクティブな通信終了時、すなわち現時点に放送
されている番組の表示とを選択することができる。
【００４９】
　また、放送コンテンツ製作者もＷｅｂページとのリンクを簡単に張れるため、視聴者の
購買意欲が即購買行動に直結するため、効率の良い広告媒体として利用され、スポンサー
収入増加が図れる。
【００５０】
　以上実施例で示した実施の対応は、発発明の目的を達成するための発明の一対応を示し
たものであって、逸脱しない範囲で変更可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の放送と通信を融合させたシステム構成図である。
【図２】本発明の放送と通信を融合させるための説明図である。
【図３】インタラクティブ装置の構成図である。
【図４】リモコン端末を示す図である。
【図５】インタラクティブ装置のメモリ上に記憶された局ＩＤとチャネル情報の関連テー
ブルを示す図である。
【図６】インタラクティブ装置とＷｅｂサーバの処理フロー図である。
【図７】インタラクティブ装置とＷｅｂサーバの処理フローの一部変形例を示す図である
。
【図８】インタラクティブ装置のメモリに格納されるエリア情報とチャネル情報とＵＲＬ
等の関連テーブルを示す図である。
【図９】Ｗｅｂサーバの構成を示す図である。
【図１０】Ｗｅｂサーバ上に蓄積されるエリア情報とＣＨ情報とタイムスタンプとページ
情報との関連テーブルを示す図である。
【図１１】本発明の放送と通信を融合させるための説明図において、インタラクティブ通
信中の録画機能を説明するための図である。
【符号の説明】
【００５２】
１０１　放送局
１０２　表示装置
１０３　インタラクティブ装置
１０５　リモコン端末
１０６　キーボード
１０７　マウス
１０８　ＩＰネットワーク
１０９　Ｗｅｂサーバ(ポータルサーバ)
２０１－２０４　ページ情報
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２０５　コマンド
３０１　インタラクティブ装置
３２４　カードリーダ
４０１　リモコン端末
４０３　ＴＶ画面選択ボタン
４０４　ＰＣ画面選択ボタン
４０６　インタラクティブ要求ボタン

【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】
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