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(57)【要約】
【課題】録画済みの番組を含め、個々のユーザが番組の
中で関心を持った事項に対して関連情報を幅広く検索し
て取得できること。
【解決手段】録画装置２は、受信した番組コンテンツを
録画する際、番組コンテンツを解析して検索用のキー情
報（キーワード又はロゴ画像）を抽出し、検索装置６に
アクセスして、抽出したキー情報に関連する情報の入手
先を検索し、番組付加情報として番組付加情報記録部３
３に蓄積しておく。録画装置２は、録画した番組コンテ
ンツを再生する際、再生するコンテンツに連動して対応
する番組付加情報を携帯端末１に送信する。携帯端末１
は、録画装置２から送信された番組付加情報を表示し、
ユーザによって選択されたキー情報について、検索装置
６にアクセスして対応する番組関連情報を取得する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを介して録画装置と携帯端末と検索装置を接続し、録画した番組コンテン
ツに関連する番組関連情報を取得する番組関連情報取得システムであって、
　該録画装置は、受信した番組コンテンツを録画する際、該番組コンテンツを解析して検
索用のキー情報を抽出し、上記検索装置にアクセスして、抽出したキー情報に関連する情
報の入手先を検索し、番組付加情報として番組付加情報記録部に蓄積しておき、
　上記録画装置は、録画した番組コンテンツを再生する際、再生するコンテンツに連動し
て対応する番組付加情報を上記携帯端末に送信し、
　該携帯端末は、上記録画装置から送信された番組付加情報を表示し、ユーザによって選
択されたキー情報について、上記検索装置にアクセスして対応する番組関連情報を取得す
ることを特徴とする番組関連情報取得システム。
【請求項２】
　ネットワークを介して携帯端末と検索装置に接続され、録画した番組コンテンツに関連
する番組関連情報を取得する番組関連情報取得システムにおける録画装置であって、
　受信した番組コンテンツを録画して蓄積するコンテンツ記録部と、
　該番組コンテンツを解析して検索用のキー情報を抽出するコンテンツ解析部と、
　上記検索装置にアクセスして、抽出したキー情報に関連する情報の入手先を検索するリ
ンク情報取得部と、
　上記キー情報と上記検索した入手先の情報を対にして、番組付加情報として蓄積する番
組付加情報記録部と、
　録画した番組コンテンツを再生する際、上記携帯端末にて上記検索装置から番組関連情
報を取得するために、再生するコンテンツに連動して対応する番組付加情報を上記携帯端
末に送信するデータ通信部とを備えることを特徴とする録画装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の録画装置において、
　前記コンテンツ解析部として、前記番組コンテンツに含まれる字幕情報を解析し、検索
用のキーワード及びその字幕情報の表示タイミングを抽出する字幕情報解析部を有し、
　前記データ通信部は、上記表示タイミングに合わせて前記番組付加情報を上記携帯端末
に送信することを特徴とする録画装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の録画装置において、
　前記コンテンツ解析部として、前記番組コンテンツに含まれる動画データの特定シーン
を解析し、文字情報やロゴを示す検索用のロゴ画像を抽出する動画データ解析部を有する
ことを特徴とする録画装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、録画した番組と関連する番組関連情報を取得する番組関連情報取得システム
、及びこれに用いる録画装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワークに接続されたＰＣ等が、宅内に存在することが一般的になってきた昨今、
ＴＶの視聴形態が変化してきている。これまで、ユーザは放送された番組をただ見るだけ
であったが、ＴＶで放送された番組の中で興味を持った事項があれば、ＴＶの近くに設置
したＰＣから、インターネット上の検索エンジンを利用して調べることができる。ドラマ
で出てきた商品が欲しいと思えば、検索エンジンを利用することで商品の情報を入手する
ことも可能である。しかし、一般ユーザにとっては、ＰＣを利用して様々なサイトを経由
し、目的の情報にたどりつくことは、ある程度のノウハウがなければ非常に困難な作業で
ある。
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【０００３】
　現在のデジタル放送では、番組に連動若しくは非連動の情報を提供するデータ放送が組
み込まれている。これは、映像だけでは提供しきれない情報を文字を利用してユーザに提
供することができる機能である。ニュース、天気予報など日常生活に密着した情報や、番
組に連動したクイズを双方向サービスを利用してユーザに回答させるなど、これまでＴＶ
に対して受動的であったユーザが、能動的に視聴する形態へとスタイルが変化している。
例えば、商品の購買を行う場合、ユーザはＣＭや番組を見てすぐに購入を決定するのでは
なく、検索エンジンを利用して、興味を持った商品をその使い勝手や同機能を持つ他社製
品と比較・検討してから購入に至る。
【０００４】
　特許文献１では、広告映像と広告映像に時間的に同期したコンテンツを配信する管理サ
ーバと、広告映像をネットワークを介して受信し自表示装置に表示する広告表示装置と、
コンテンツをネットワークを介して受信し携帯端末に配信するコンテンツ配信装置とを備
える広告配信システムが開示される。そして、配信中の広告映像の内容に連動したコンテ
ンツを端末装置に配信することで、利用者は容易に希望の広告のコンテンツを入手するこ
とができると述べている。
【０００５】
　また、特許文献２では、放送中の番組と関連する関連情報を放送と同期してサーバから
ネットワークを介して配信可能な情報配信方法において、放送される番組に対応して予め
用意された番組に関連する情報であって、少なくとも情報の格納場所を含む関連情報を、
放送される番組が時間によって変化するのに対応して、時間によって変化させるステップ
と、端末で配信可能情報を表示させるために、関連情報の一部を端末に送信するステップ
とを備えることが開示される。そして、放送される番組に連動して配信される関連情報を
更新していくため、配信される情報は常に放送中の番組に関連する情報として明確であり
、視聴者は膨大な情報に埋もれることなく、確実に必要な情報を入手できると述べている
。
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－８４０７６号公報
【特許文献２】特開２００３－２０３０３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来技術において提供する関連情報あるいはその入手先情報は、い
ずれも情報配信側の手で作成されたものであり、個々のユーザの要求に対し十分満足させ
ることは困難である。
【０００８】
　データ放送においては、専ら、企業から提供された広告目的の関連情報であって、ユー
ザ自身の本来欲しい情報とは一致しない場合が多く、商品やサービスの購買に必要な他者
の意見や使い勝手などを知ることは難しい。また、特許文献１においては、取得できる情
報はあくまでも広告主が意図した広告情報であって、広告主とは関連のない情報、例えば
ドラマの中で使用された物品についての情報を取得することはできない。
【０００９】
　さらに、特許文献２の技術は、放送中の番組に関してリアルタイムで関連情報を提供す
るものであり、放送が終了してしまえば、ユーザは関連情報にアクセスすることができな
いという不便さがある。よって、番組を一旦録画し後で再生する場合や、早送りや巻き戻
しなどのトリックプレイや編集を行ったコンテンツに対しては、当然のことながら、番組
関連情報の提供は不可能になる。
【００１０】
　本発明の目的は、録画済みの番組を含め、個々のユーザが番組の中で関心を持った事項
に対して関連情報を幅広く検索して取得できる番組関連情報取得システム、録画装置及び
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携帯端末を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の番組関連情報取得システムは、ネットワークを介して録画装置と携帯端末と検
索装置を接続し、録画した番組コンテンツに関連する番組関連情報を取得する。録画装置
は、受信した番組コンテンツを録画する際、番組コンテンツを解析して検索用のキー情報
を抽出し、検索装置にアクセスして、抽出したキー情報に関連する情報の入手先を検索し
、番組付加情報として番組付加情報記録部に蓄積しておく。録画装置は、録画した番組コ
ンテンツを再生する際、再生するコンテンツに連動して対応する番組付加情報を携帯端末
に送信する。携帯端末は、録画装置から送信された番組付加情報を表示し、ユーザによっ
て選択されたキー情報について、検索装置にアクセスして対応する番組関連情報を取得す
る。
【００１２】
　本発明は、ネットワークを介して携帯端末と検索装置に接続され、録画した番組コンテ
ンツに関連する番組関連情報を取得する番組関連情報取得システムにおける録画装置であ
る。その構成は、受信した番組コンテンツを録画して蓄積するコンテンツ記録部と、番組
コンテンツを解析して検索用のキー情報を抽出するコンテンツ解析部と、検索装置にアク
セスして、抽出したキー情報に関連する情報の入手先を検索するリンク情報取得部と、キ
ー情報と検索した入手先の情報を対にして、番組付加情報として蓄積する番組付加情報記
録部と、録画した番組コンテンツを再生する際、携帯端末にて検索装置から番組関連情報
を取得するために、再生するコンテンツに連動して対応する番組付加情報を携帯端末に送
信するデータ通信部とを備える。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、録画済みの番組を含め、ユーザが番組の中で関心を持った事項に対し
て関連情報を幅広く取得でき、使い勝手が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。各図面における同一記号
・符号は同一機能を有するものである。
【００１５】
　図１は、本発明による番組関連情報取得システムの一実施例を示すシステム構成図であ
る。番組関連情報取得システム１０は、ネットワーク３によって接続された携帯端末１、
録画装置２、ルータ４、インターネット５、サーバ（検索装置）６によって構成される。
ユーザは、放送された番組を録画装置２にて録画し再生する。そして、再生中の番組につ
いての関連情報を、携帯端末１を用いてサーバ６から取得するシステムである。
【００１６】
　録画装置２は、デジタル放送を受信するための受信機能と、受信した番組をコンテンツ
記録部に録画する機能を有するＴＶ、ＨＤＤレコーダ、ＰＣなどの情報処理装置である。
また、ＩＰネットワークを介して、他の装置との間でデータの送受信を行う機能を有する
。受信機能は、ネットワーク機能を利用して、ＨＴＴＰやＲＴＰ／ＲＴＳＰ等のプロトコ
ル経由で、宅外等にあるサーバから番組コンテンツをＩＰネットワークを通してダウンロ
ードする構成でもよく、あるいは受信部を別装置として構成してもよい。録画装置２には
、受信した番組コンテンツに含まれる字幕情報を解析する字幕情報解析手段３１と、動画
データに含まれるロゴ画像を解析する動画データ解析手段３４を有する。これらの字幕情
報やロゴ情報は番組関連情報を取得するためのキー情報であって、番組付加情報として番
組付加情報記録部３３に蓄積する。
【００１７】
　携帯端末１は、ＩＰネットワークを介して、他の装置との間でデータの送受信を行う機
能を有する携帯電話、ＰＤＡ、ゲーム機などである。あるいは、同機能を備えるＰＣ、Ｔ
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Ｖ、ＨＤＤレコーダであってもよい。携帯端末１は、録画装置２で再生する番組コンテン
ツに合わせて録画装置２から送信されてくる番組付加情報を表示する。そして、ユーザが
あるキー情報を指定すると、Ｗｅｂブラウザ機能により関連サイトに接続し、番組関連情
報を取得して表示する。
【００１８】
　ネットワーク３は、ルータ４に接続された宅内のＰＣ、ＡＶ機器、家電等の処理装置を
無線ＬＡＮ、有線ＬＡＮ、ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎ
ｄ）を使って接続し、各装置間でのデータの転送を可能にする。そのために各処理装置は
ＩＰアドレスを持ち、互いの機器制御には、ＵＰｎＰ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｐｌｕｇ　
ａｎｄ　Ｐｌａｙ）、ＥＣＯＮＥＴなどを利用し、また、ＨＴＴＰ、ＲＴＰ、ＲＴＳＰ等
のプロトコルによって動画データの転送を可能とする。インターネット５は、複数のコン
ピュータ・ネットワーク相互接続したネットワーク網である。ルータ４は、ネットワーク
セグメントの異なった網を接続する機能を持ち、ここでは、ネットワーク３とインターネ
ット５を接続する。
【００１９】
　サーバ６は、インターネット５上に存在する情報検索装置であり、ＨＴＴＰ等を利用し
て他のＩＰネットワーク機能を有する情報処理装置と通信することが可能である。本実施
例では、録画装置２から送られてくるキー情報（キーワードやロゴ画像）を基に情報入手
先のＵＲＩ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を検索し、録
画装置２に検索結果であるＵＲＩ情報を送信する。また、携帯端末１から要求されたＵＲ
Ｉについて、対応する関連情報を検索して携帯端末１へ配信する。
【００２０】
　上記構成では、録画装置２と携帯端末１とは異なる装置としたが、録画機能付きＰＣの
ように、これらを一体化した構成であってもよい。
【００２１】
　本実施例の番組関連情報取得システム１０において、録画装置２は、受信した番組コン
テンツを録画するとき、字幕情報や動画データを解析し、字幕情報についてはキーワード
とその表示タイミングを、動画データについてはロゴ画像を抽出する。そして、インター
ネット上の検索エンジンを利用してサーバ６にアクセスし、抽出したキーワードやロゴ画
像に関連する情報の入手先（リンク情報、ＵＲＩ）を検索し、番組付加情報として蓄積し
ておく。その後、録画した番組コンテンツを再生するとき、再生画面に出力されている映
像に連動して対応する番組付加情報を携帯端末１に送信する。ユーザは、携帯端末１に表
示される番組付加情報から所望の項目（キーワード、ロゴ画像、ＵＲＩ）を選択し、サー
バ６にアクセスして対応する番組関連情報を取得するものである。
【００２２】
　このように本実施例では、録画装置は番組コンテンツに含まれる字幕情報や動画データ
を解析して、検索のためのキーワードやロゴ画像を抽出する機能を有するので、関連情報
を幅広く取得することができる。また、録画済みの番組を再生するときにも、関連情報を
取得できるので、ユーザの利便性が向上する。
【００２３】
　図２は、録画装置２の内部構成の一例を示す図である。以下、各部の動作を説明する。
  ＣＰＵ２１は、主記憶部２２やプログラム格納部２３に予め格納されているプログラム
に従って、録画装置２内の各部の動作を制御する。
  主記憶部２２は、ワークエリアとして機能したり、必要なプログラムを格納するための
メモリであり、例えば、前者に対してはＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏ
ｒｙ）、後者に対してはＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）を用いる。
  プログラム格納部２３は、録画装置２のＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ）等をユーザに提供するためのプログラムを格納するところであり、ＨＤ
Ｄ、光ディスク、フラッシュメモリ等を用いる。
【００２４】
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　放送受信手段２４は、デジタル放送の受信が可能なチューナーであり、放送波を復調し
てＭＰＥＧ２－ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）のデータを取り出す。
  コンテンツ記録部２５は、放送受信手段２４にて受信した番組コンテンツを録画蓄積す
る領域であり、ＨＤＤ、光ディスク、フラッシュメモリ等によって実現する。
【００２５】
　ストリーム分離手段２６は、放送受信手段２４で取り出したＭＰＥＧ２－ＴＳを動画デ
ータ、音声データ、字幕データなどのＥＳ（Ｅｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｔｒｅａｍ）単位
に分離（ＤＥＭＵＸ）する。
  動画データ復号手段２７は、ストリーム分離手段２６によって分離された、例えばＭＰ
ＥＧ２－Ｖｉｄｅｏ等の動画データを復号処理（デコード）する。
  音声データ復号手段２８は、ストリーム分離手段２６によって分離された、例えばＭＰ
ＥＧ２－ＡＡＣ音声データをデコードする。
  字幕データ復号手段２９は、ストリーム分離手段２６によって分離された字幕データを
デコードする。
【００２６】
　字幕情報解析手段３０は、ストリーム分離手段２６によって分離された字幕データ、も
しくは他のＥＳに含まれる字幕情報から、字幕に含まれるキーワードを抽出する。その際
、字幕情報に含まれる表示タイミング情報を参照し、抽出したキーワードを表示する時刻
を示すタイミング情報も合わせて取得する。
【００２７】
　動画データ解析手段３１は、ストリーム分離手段２６によって復号された動画データを
解析し、動画データに含まれる文字情報やロゴを示す画像（以下、ロゴ画像と呼ぶ）を抽
出する。例えば、番組のエンドロールに表示されているブランドやメーカのロゴをそれぞ
れ１枚の画像（ロゴ画像）として切り出す。画像切り出し方法については特に限定しない
。
【００２８】
　リンク情報取得手段３２は、データ通信手段３４を介してサーバ（検索装置）６にアク
セスし、抽出したキー情報（キーワードやロゴ画像）を送信する。そして、インターネッ
ト上の検索エンジンを利用して、サーバ６からキー情報に対応する検索先ＵＲＩなどのリ
ンク情報を取得する。
【００２９】
　番組付加情報記録部３３は、字幕情報解析手段３０や動画データ解析手段３１によって
抽出されたキー情報と、リンク情報取得手段３２によって取得したリンク情報を番組付加
情報として記録する領域であり、ＨＤＤ、光ディスク、フラッシュメモリ等を用いる。番
組付加情報は、例えば番組付加情報テーブル４０，５０（図４，５）として保持する。
【００３０】
　データ通信手段３４は、ＩＰネットワーク３を利用して他の機器との間でデータの送受
信を行うネットワークインターフェースである。すなわち、携帯端末１に対して番組付加
情報記録部３３に蓄積した番組付加情報を送信する。また、データ通信手段３４を利用し
て番組コンテンツを受信することも可能である。
【００３１】
　表示制御手段３５は、動画データ復号手段２７、音声データ復号手段２８、字幕データ
復号手段２９からの各復号データを基に、表示デバイス３６に表示する画面を生成する。
具体的にはフレームバッファメモリにデータを書き込む作業を行う。
  表示デバイス３６は、表示制御手段３５から出力される映像を表示する。表示デバイス
３６としては、液晶ディスプレイ、ＣＲＴ、プラズマディスプレイなどを用いる。
【００３２】
　このように本実施例の録画装置２は、放送受信手段２４若しくはデータ通信手段３４を
利用して番組コンテンツを受信し、コンテンツ記録部２５に録画する。その際、字幕情報
解析手段３０や動画データ解析手段３１は、受信した番組コンテンツに含まれる字幕情報
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や動画データを解析し、字幕情報についてはキーワードとその表示タイミングを、動画デ
ータについてはロゴ画像を抽出する。引き続き、リンク情報取得手段３２は、インターネ
ット上の検索エンジンを利用してサーバ６にアクセスし、抽出したキー情報（キーワード
やロゴ画像）に関連する情報の入手先（リンク情報）を検索し、これらを対応付けて番組
付加情報記録部３３に番組付加情報として蓄積しておく。そして、コンテンツ記録部２５
に録画した番組コンテンツを再生するとき、再生するコンテンツに合わせて番組付加情報
記録部３３に蓄積されている番組付加情報を読み出し、データ通信手段３５を介して携帯
端末１に送信する。
【００３３】
　図３は、携帯端末１の内部構成の一例を示す図である。以下、各部の動作を説明する。
  ＣＰＵ１１は、主記憶部１２やプログラム格納部１３に予め格納されているプログラム
によって、携帯端末１内の各部の動作を制御する。
  主記憶部１２は、ワークエリアとして機能したり、必要なプログラムを格納するための
メモリであり、例えば、前者に対してはＲＡＭ、後者に対してはＲＯＭを用いる。
  プログラム格納部１３は、携帯端末１のＧＵＩ等をユーザに提供するためのプログラム
を格納するところであり、ＨＤＤ、光ディスク、フラッシュメモリ等を用いる。
【００３４】
　データ処理手段１４は、録画装置２から送信された番組付加情報や、関連情報収集手段
１８にて取得した番組関連情報を処理し、表示デバイス１７に表示する画面を生成する。
番組付加情報については、同時に送信されてくる表示タイミング情報に従って、画面に表
示する。また、画像や文字のデコード処理を行い、フレームバッファメモリに書き込む作
業を行う。
  表示デバイス１５は、データ処理手段１４から出力される映像を表示する。表示デバイ
ス１７としては、液晶ディスプレイなどが適する。
【００３５】
　関連情報取得手段１６は、データ通信手段１７を介してサーバ（検索装置）６にアクセ
スし、Ｗｅｂブラウザ機能を利用して関連情報を閲覧し取得する。すなわち、番組付加情
報を参照してユーザがあるキー情報（キーワード、ロゴ画像）を選択すると、それに対応
する検索先のサイト（ＵＲＩ）に接続し、対応する番組関連情報を取得する。
  データ通信手段１７は、ネットワークインターフェースであり、無線ＬＡＮもしくは、
有線ＬＡＮのインターフェースを備え、録画装置１やサーバ６との間で、データの送受信
を行う。
【００３６】
　本実施例の携帯端末１は、録画装置２で再生する番組コンテンツに合わせて送信されて
くる番組付加情報を、同時に送信されてくる表示タイミング情報に従って、画面に表示す
る。表示された番組付加情報からユーザがあるキー情報（キーワード、ロゴ画像）を選択
すると、関連情報取得手段１６はサーバ６にアクセスし、Ｗｅｂブラウザ機能を利用して
該当する番組関連情報を取得する。
【実施例１】
【００３７】
　本発明の第１の実施形態として、番組付加情報としてキーワードを用いる場合について
説明する。
  図４は、録画装置２の番組付加情報記録部３３に蓄積する番組付加情報テーブル４０の
例である。テーブル４０は、録画装置２に録画した番組コンテンツを一意に判別できる識
別子である番組ＩＤ４１、番組コンテンツに含まれている字幕情報から抽出したキーワー
ド４２、キーワードが含まれていた字幕情報の表示タイミング４２、キーワードに関連す
る情報を取得するための検索サイト（ＵＲＩ）４４で構成されている。キーワード４２は
、例えば番組のシーンを特徴付ける単語とする。表示タイミング４２は、番組コンテンツ
の先頭を起点とした時の相対経過時間である。検索サイト４４は、検索エンジンを利用し
て求めた各キーワード４２に関連する情報の入手先である。１つのキーワード４２に対し
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て複数の関連サイトが存在すれば、複数のＵＲＩを登録する。
【００３８】
　図６は、番組録画時のキーワードによる番組付加情報生成処理の一例を示すフローチャ
ートである。以下、ステップに沿って説明する。
  Ｓ１０１：録画装置２は放送波を受信して、番組コンテンツの録画を開始する。番組の
受信は放送波だけでなく、ネットワークを利用するストリーミングやダウンロードも含む
。受信した番組コンテンツは、バス３７を経由して、コンテンツ記録部２５に録画蓄積す
る。一方、番組コンテンツはストリーム分離手段２６に送る。
  Ｓ１０２：ストリーム分離手段２６は、番組コンテンツを動画データ、音声データ、字
幕情報に分離する。字幕情報は、字幕情報解析手段３０へ送られる。
【００３９】
　Ｓ１０３：字幕情報解析手段３０は、字幕情報を解析してキーワードとその表示タイミ
ング情報を抽出する。キーワードと表示タイミングについては、図４に示した通りである
。
  Ｓ１０４：抽出したキーワードと表示タイミングの両者をセットにして番組付加情報記
録部３３の番組付加情報テーブル４０に登録する。
【００４０】
　Ｓ１０５：番組付加情報テーブル４０に登録したキーワードについて、インターネット
上の検索エンジンを利用することで、関連するサイトのＵＲＩを入手する。
  Ｓ１０６：入手した関連サイトのＵＲＩを、番組付加情報テーブル４０の該当する番組
ＩＤとキーワードの欄に追加登録する。
【００４１】
　図７は、番組再生時のキーワードによる関連情報取得処理の一例を示すフローチャート
である。
  Ｓ１１１：携帯端末１は、ネットワークを経由して録画装置２から録画した番組コンテ
ンツの一覧を取得し、表示デバイス１５に表示する。その際、携帯端末１及び録画装置２
がＤＬＮＡ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌｉｖｉｎｇ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）を搭
載することで、ＤＬＮＡを利用して番組コンテンツの一覧を授受できる。また、番組付加
情報の授受には、コンテンツ情報のＰｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ＵＲＬを利用する。その
ため録画装置２は、携帯端末１が番組付加情報を受信できるようにＵＲＬを生成し、コン
テンツ情報に付加して送信する。
【００４２】
　Ｓ１１２：携帯端末１の画面に表示されたコンテンツ一覧から、ユーザは所望するコン
テンツを選択する。コンテンツが選択されると、携帯端末１は録画装置２へコンテンツの
再生の指示を送信する。
  Ｓ１１３：録画装置２は携帯端末１から再生指示を受信すると、コンテンツ記録部２５
から指定されたコンテンツの再生を開始し、表示デバイス３６に表示する。
【００４３】
　Ｓ１１４：携帯端末１はＷｅｂブラウザを起動して、コンテンツ情報に付加されたＰｒ
ｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ＵＲＬにアクセスする。録画装置２は、携帯端末１からアクセス
してきた通信を確保する。
  Ｓ１１５：録画装置２は、番組付加情報記録部３３（番組付加情報テーブル４０）を参
照し、該当する番組付加情報を携帯端末１へ送信する。すなわち、再生中のコンテンツに
含まれるキーワード４２や、それに関連する検索サイトであるＵＲＩ一覧４４を携帯端末
１に送信する。その際、コンテンツ再生時間が番組付加情報に登録した表示タイミング４
３に到達したときに、表示タイミングと対になるキーワードとＵＲＩ一覧を送信する。送
信が完了すると通信は切断される。
【００４４】
　Ｓ１１６：携帯端末１は、録画装置２から取得したキーワードとＵＲＩの一覧を表示タ
イミングに合わせて画面に表示する。図１０はその表示画面例を示す。ユーザは、表示さ
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れたキーワードから所望のＵＲＩを選択する。
  Ｓ１１７：関連情報取得手段１６はＷｅｂブラウザ機能を利用してサーバ６にアクセス
し、ユーザの選択したＵＲＩサイトから対応する番組関連情報を取得して画面に表示する
。
  Ｓ１１８：録画装置２は、番組付加情報記録部３３に登録した付加情報を全て送信した
かどうか判定する。終了した場合には、携帯端末１に対して終了通知を発行する。終了し
ていなければ、Ｓ１１４に戻り、付加情報の送信を継続する。
【００４５】
　上記Ｓ１１５において、録画装置２は番組付加情報を送信する前に、番組付加情報記録
部３３に登録したＵＲＩ一覧について、現時点で接続可能なサイトであるかどうかを確認
し、接続不可能なサイトについてはテーブル４０から削除することが望ましい。
  また上記Ｓ１１７において、携帯端末１の画面上は複数のキーワードが表示されている
状態になる。ここでユーザは、画面上に表示されている複数のキーワードを選択すること
で、キーワードのアンド検索、すなわち絞込み検索を行うことができる。
【００４６】
　図１０は、携帯端末１におけるグラフィックユーザインターフェースの一例を示す図で
ある。携帯端末１の画面には録画装置２から送信されたキーワードが表示される。画面は
タッチパネルになっており、表示されているキーワードに触れるとそのキーワードを掴む
ことができ、インターネット上の検索エンジンを利用して検索を開始する。また掴んだキ
ーワードを表示されている他のキーワードに重ねることで、絞込み検索を行うことができ
る。検索結果は携帯端末１の画面に表示され、ユーザはタッチパネルを利用して検索画面
を操作することができる。ユーザが検索結果を見終わり検索画面を終了させると、図１０
のキーワード表示画面が復帰する。表示するキーワードは録画装置２から表示タイミング
に合わせて送信されてきており、携帯端末１が受信したタイミングで次々と表示され、以
後表示を続ける。よって、検索画面から復帰した画面には、録画装置２から新たに送信さ
れたキーワードが追加して表示されることになる。
【実施例２】
【００４７】
　本発明の第２の実施形態として、番組付加情報としてロゴ画像を用いる場合について説
明する。
  図５は、録画装置２の番組付加情報記録部３３に蓄積する番組付加情報テーブル５０の
例である。テーブル５０は、録画装置２に録画した番組コンテンツを一意に判別できる識
別子である番組ＩＤ５１、ロゴ画像を管理するロゴ画像ＩＤ５２、取得した検索サイト（
ＵＲＩ）の表示タイミング（表示開始時間）５３、ロゴ画像に関連する情報を取得するた
めの検索サイト（ＵＲＩ）５４で構成されている。ロゴ画像とは、例えば企業名、商品名
などを文字を含めて図案化したものであるが、広告以外の文字情報も含めることができる
。なお、ロゴ画像データは、コンテンツ記録部２５などに保存しておき、録画装置２内で
ユニークな識別子であるロゴ画像ＩＤ５２によりロゴ画像を管理し、読み出すことができ
る。ロゴ画像はその番組全体に関連する場合が多いので、表示タイミング（表示開始時間
）５３は、ロゴ画像を抽出したタイミングではなく、番組開始時間とするのがよい。検索
サイト５４は、検索エンジンを利用して求めた各ロゴ画像５２に関連する情報の入手先で
ある。１つのロゴ画像５２に対して複数の関連サイトが存在すれば、複数のＵＲＩを登録
する。
【００４８】
　図８は、番組録画時のロゴ画像による番組付加情報生成処理の一例を示すフローチャー
トである。以下、ステップに沿って説明するが、図６と共通の部分は、簡単に説明する。
  Ｓ２０１：録画装置２は放送波を受信して、番組コンテンツの録画を開始する。
  Ｓ２０２：ストリーム分離手段２６は、番組コンテンツを動画データ、音声データ、字
幕情報に分離する。動画データは、動画データ解析手段３１へ送られる。
【００４９】
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　Ｓ２０３：動画データ解析手段３１は、動画データから番組のエンドロール（終幕）を
検出する。エンドロールには、その番組に関連する出演者、スタッフ、商品、企業名など
の情報が含まれている。
  Ｓ２０４：動画データ解析手段３１は、エンドロールの画像解析を行いロゴ画像を抽出
する。ロゴ画像については図５に示した通りであるが、１つのエンドロールから複数のロ
ゴ画像が抽出されることが多い。
【００５０】
　Ｓ２０５：抽出したロゴ画像を１個ずつ、ネットワークを経由してインターネット上に
存在する外部のサーバ６に送信する。
  Ｓ２０６：サーバ６は、ロゴ画像一覧と各ロゴ画像に対応するメーカやブランドの関連
サイト（ＵＲＩ）の情報を保持している。そして、録画装置２からロゴ画像が送信されて
くるとそれと一致するロゴ画像を検索する。検索の結果、一致するロゴ画像が存在すれば
それに関連するＵＲＩを録画装置２へ返信する。存在しない場合には、その旨を録画装置
２へ通知する。
【００５１】
　Ｓ２０７：録画装置２は、ロゴ画像を管理するロゴ画像ＩＤを発番し、サーバ６から受
け取ったＵＲＩとセットにして、番組付加情報記録部３３の番組付加情報テーブル５０に
登録する。
  Ｓ２０８：抽出したロゴ画像について全て検索が終了したかどうかを判定する。検索残
りがあれば、サーバ６へ繰返し送信して検索を行う。
  上記Ｓ２０３，Ｓ２０４では、番組のエンドロールからロゴ画像を抽出したが、番組の
途中のシーンから抽出してもよいことは言うまでもない。
【００５２】
　図９は、番組再生時のロゴ画像による関連情報取得処理の一例を示すフローチャートで
ある。図７と共通の部分は、簡単に説明する。
  Ｓ２１１：携帯端末１は、録画装置２から録画した番組コンテンツの一覧を取得し、表
示デバイス１５に表示する。
  Ｓ２１２：携帯端末１の画面に表示されたコンテンツ一覧から、ユーザは所望するコン
テンツを選択する。携帯端末１は録画装置２へコンテンツの再生の指示を送信する。
  Ｓ２１３：録画装置２は、コンテンツ記録部２５から指定されたコンテンツの再生を開
始し、表示デバイス３６に表示する。
【００５３】
　Ｓ２１４：携帯端末１はＷｅｂブラウザを起動して、Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ＵＲ
Ｌにアクセスする。録画装置２は、番組付加情報記録部３３（番組付加情報テーブル５０
）を参照し、再生に合わせて該当する番組付加情報を携帯端末１へ送信する。すなわち、
再生中のコンテンツに含まれるロゴ画像や、それに関連するサイト（ＵＲＩ）５４を携帯
端末１に送信する。
【００５４】
　Ｓ２１５：携帯端末１は、録画装置２から取得したロゴ画像とＵＲＩの一覧を画面に表
示する。ユーザは、表示されたロゴ画像から所望のＵＲＩを選択する。
  Ｓ２１６：関連情報取得手段１６はＷｅｂブラウザ機能を利用してサーバ６にアクセス
し、ユーザの選択したＵＲＩサイトから対応する番組関連情報を取得して画面に表示する
。
【００５５】
　なお、携帯端末１の画面には、ユーザが検索用キーワードを直接入力できる画面を追加
して併用することもできる。すなわち、ユーザは、再生番組のシーンで映った商品の種別
をキーワードとして入力する。関連情報取得手段１６は、録画装置２から送信されてきた
ＵＲＩのサイトから、入力されたキーワードに合致する商品の一覧を検索して表示する。
これによって、番組のシーンでは、どのメーカ、どのブランドの商品かをユーザが明確に
分からなくても、目的の商品情報を容易に取得することが可能になる。
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【００５６】
　上記各実施例によれば、録画装置にて録画された番組コンテンツを再生する際、ユーザ
は携帯端末を用いて、再生番組の関連情報を番組の進行に合わせてリアルタイムで取得す
ることができる。その際、ユーザの検索にかかる手間を削減するとともに、関連情報を幅
広く取得することができ、使い勝手が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明による番組関連情報取得システムの一実施例を示すシステム構成図。
【図２】録画装置２の内部構成の一例を示す図。
【図３】携帯端末１の内部構成の一例を示す図。
【図４】番組付加情報記録部３３に蓄積する番組付加情報テーブル４０の例。
【図５】番組付加情報記録部３３に蓄積する番組付加情報テーブル５０の例。
【図６】番組録画時のキーワードによる番組付加情報生成処理を示すフローチャート。
【図７】番組再生時のキーワードによる関連情報取得処理を示すフローチャート。
【図８】番組録画時のロゴ画像による番組付加情報生成処理を示すフローチャート。
【図９】番組再生時のロゴ画像による関連情報取得処理を示すフローチャート。
【図１０】携帯端末１における表示画面の一例。
【符号の説明】
【００５８】
　１…携帯端末、
　２…録画装置、
　６…サーバ（検索装置）
　１０…番組関連情報取得システム、
　１５…表示デバイス、
　１６…関連情報取得手段、
　１７…データ通信手段、
　２４…放送受信手段、
　２５…コンテンツ記録部、
　３０…字幕情報解析手段、
　３１…動画データ解析手段、
　３２…リンク情報取得手段、
　３３…番組付加情報記録部、
　３４…データ通信手段、
　３６…表示デバイス、
　４０，５０…番組付加情報テーブル。
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