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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送受信装置と通信機能を備える周辺装置とを連携してなる情報表示システムであって
、
　前記放送受信装置は、デジタル放送信号を受信する受信手段と、画像情報、音声情報、
及び付加情報を取出すトランスポートデコーダと、受信した画像情報、音声情報、及び付
加情報を表示する表示手段と、前記表示手段に表示される画像情報、音声情報、及び付加
情報から選択する選択手段と選択された情報を送信する送信手段を備え、
　前記周辺装置は、前記送信手段から送信される選択情報を受信する受信手段と、前記選
択情報の受信に基づいてネットワークと接続する接続手段と、前記ネットワークを介して
入力した関連情報を表示する表示手段とを備えることを特徴とする情報表示システム。
【請求項２】
　前記周辺装置は、ネットワークを介して入力した関連情報を記憶する記憶手段を備え、
前記記憶手段は記憶する関連情報を当該周辺装置が備える表示手段に表示可能であること
を特徴とする請求項１記載の情報表示システム。
【請求項３】
　前記付加情報は、インターネットのアクセス先データ、表示対象を特定する画像データ
、音声データ、及び文字データを含み、前記周辺装置は、前記各データの少なくともいず
れかのデータに基づいてネットワークと接続することを特徴とする請求項１、又は２記載
の情報表示システム。
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【請求項４】
　前記画像データ、音声データ、文字データの少なくともいずれかの付加情報に基づいて
放送元を検索し、該放送元と前記周辺装置とを接続することを特徴とする請求項３記載の
情報表示システム。
【請求項５】
　ネットワーク上のデータベースにおいて、前記画像データ、音声データ、文字データの
少なくともいずれかのデータに基づいて関連情報を提供するアクセス先を検索し、該アク
セス先と前記周辺装置とを接続することを特徴とする請求項３記載の情報表示システム。
【請求項６】
　ネットワーク上のデータベースにおいて、前記画像情報、音声情報、文字情報の少なく
ともいずれかの情報に基づいて関連情報を提供するアクセス先を検索し、該アクセス先と
前記周辺装置とを接続することを特徴とする請求項１、又は２記載の情報表示システム。
【請求項７】
　前記放送元において、前記画像情報、音声情報、文字情報の少なくともいずれかの情報
に基づいて関連情報を提供するアクセス先を検索し、該アクセス先と前記周辺装置とを接
続することを特徴とする請求項４記載の情報表示システム。
【請求項８】
　前記アクセス先はゲーム配信サーバーであり、前記周辺装置は前記ゲーム配信サーバー
からゲームデータをダウンロードし、前記周辺装置が備える表示装置上で実行することを
特徴とする請求項３～７にいずれかに記載の情報表示システム。
【請求項９】
　前記周辺装置は前記アクセス先からマップデータをダウンロードし、前記周辺装置が備
える表示装置上に該マップを表示することを特徴とする請求項３～７のいずれかに記載の
情報表示システム。
【請求項１０】
　前記周辺装置は前記アクセス先から音声データをダウンロードし、前記周辺装置で該音
声データを再生することを特徴とする請求項３～７のいずれかに記載の情報表示システム
。
【請求項１１】
　前記周辺装置及び前記アクセス先は、即時決済型支払いシステム、ポイント蓄積決済型
支払いシステム、クレジットカード型支払いシステム、通信料金支払いシステムのいずれ
かと接続し、該接続した支払いシステムに基づいて支払い処理を行うことを特徴とする請
求項３～１０のいずれかに記載の情報表示システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報表示システムに関し、特に、放送信号を受信し表示する放送受信装置と、
携帯電話等の通信機能を備える周辺装置との間を連携して形成される情報表示システムに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
放送事業はアナログ放送の他、デジタル放送によっても行われており、該デジタル放送で
は、地上波デジタル放送、ＢＳ（broadcasting　Satellite）放送と呼ばれる放送衛星を
用いた衛星デジタル放送や、ＣＳ（Communications　Satellite）放送と呼ばれる通信衛
星を用いた衛星デジタル放送、ＣＡＴＶ（Cable　Television）などケーブル伝送網を用
いたデジタル有線放送などは知られている。これらデジタル放送では、提供者から利用者
への通信に加えて利用者から提供者に向けて通信を行う双方向通信システムを構成するこ
とが可能であり、このシステムでは、利用者からのサービス要求の受け付けや利用者に画
像や音声を提供するためにサーバーやビデオサーバー等を提供者側に設け、一方、利用者
側では提供された映像や音声等をセットトップボックス（ＳＴＢ）を介して信号処理しテ
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レビジョンモニタに表示している。
【０００３】
このような双方向通信システムでは、ＴＶやビデオ等の画像や音声等の提供の他、ＳＴＢ
をブラウザとして機能させてインターネットへのアクセスを可能として、種々のサービス
を可能としている。
このようなインターネットへのアクセスは、ＴＶの画面上に画像と同時に字幕等の手法を
用いてアクセス先情報（ＵＲＬ情報）を表示させ、利用者がこのＵＲＬ情報を読み取り、
該読み取ったＵＲＬ情報を携帯電話やパソコンに入力することよって行っている。
また、ＴＶの画面上にインターネットと接続するためのＵＲＬ情報が表示されない場合に
は、画面上から価格、製品情報、電話番号等の関連情報を読み取り、これらの情報からア
クセス先を探し出してＵＲＬ情報を知り、このＵＲＬ情報を携帯電話やパソコンに入力す
ることによって行っている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来のＴＶ等の放送受信装置、及び携帯電話やパソコン等のインターネット
と接続可能な周辺装置とで形成される表示情報システムでは、利用者が画面上に表示され
たＵＲＬ情報や関連情報から探し出し、このＵＲＬ情報を周辺装置に入力しなけらばなら
ないため、手続きに時間がかかり、また、入力誤り等のおそれがあるなど利便性の点で問
題がある。
また、従来の放送受信装置は、携帯電話やパソコンを単にインターネットとの接続を行う
接続装置、あるいは単に遠隔操作を行うリモコン装置として使用するものである。そのた
め、インターネットを介して取り込んだ情報は、放送受信装置が備える表示装置に表示す
るため、放送受信装置が設置された場所以外での情報の利用が制限されるという問題があ
る。
【０００５】
そこで、本発明は従来の問題点を解決し、ＴＶやＳＴＢ等の放送受信装置と携帯電話やパ
ソコン等の周辺装置との間において、放送受信装置で表示された情報と関連する情報を周
辺装置上に容易に表示すること、及び放送受信装置にとらわれることなく関連情報を利用
することができる連携を形成することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、放送受信装置が受信するデジタル信号に含まれる情報を周辺装置に送信し、該
周辺装置は送信された情報に基づいてインターネット等のネットワークと接続することに
よって、接続及び情報入手の利便性の向上、及び入手情報の放送受信装置と独立した利用
を図ることができる。
本発明の情報表示システムは、放送受信装置と通信機能を備える周辺装置とを連携してな
る情報表示システムであり、放送受信装置は放送受信装置が備える表示手段に表示される
情報から選択する選択情報を周辺装置に送信する。一方、周辺装置は放送受信装置から受
信した選択情報に基づいて関連情報を入力し、この関連情報を周辺装置が備える表示手段
に表示する。したがって、放送受信装置と周辺装置は送受する選択情報によって連携する
ことになる。
【０００７】
本発明の放送受信装置は、通信機能を備える周辺装置と連携して情報表示システムを構成
し、放送受信装置が備える表示手段に表示される情報から選択する選択情報を周辺装置に
送信し、これによって周辺装置との連携を形成する。
また、本発明の周辺装置は、放送受信装置と連携して情報表示システムを構成し、放送受
信装置で選択される選択情報を受信し、当該選択情報に基づいて関連情報を入力し、入力
した関連情報を周辺装置が備える表示手段に表示する。これによって放送受信装置との連
携を形成することができる。
【０００８】
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本発明の情報表示システムは、放送受信装置と通信機能を備える周辺装置とを連携してな
る情報表示システムであって、より詳細な構成として、放送受信装置は、デジタル放送信
号を受信する受信手段と、画像情報、音声情報、及び付加情報を取出す受信手段と、受信
した画像情報、音声情報、及び付加情報を表示する表示手段と、表示手段に表示される画
像情報、音声情報、文字情報、及び付加情報から選択する選択手段と、選択された情報を
送信する送信手段を備える。
【０００９】
放送受信装置の受信手段は、デジタル地上波、ＢＳデジタル波、ＣＳデジタル波、ＣＡＴ
Ｖデジタル波等の各種デジタル放送信号の信号構成に応じた信号処理によって受信する。
各デジタル放送信号には、画像情報、音声情報の他に付加情報を載せることができる。付
加情報としては、アクセス先情報（ＵＲＬ情報）や、商品やサービスに関わる情報、表示
画像に関わる情報等、任意の情報内容とすることができ、表示手段はこれら画像情報及び
付加情報を表示手段上において個別に選択可能に表示することができ、また、音声情報に
基づいて音声を発生する。選択手段は、表示手段に表示される画像情報、音声情報、文字
情報、及び付加情報から所定の情報を選択し、送信手段は選択手段で選択された情報を周
辺装置に送信する。
【００１０】
一方、周辺装置は、送信手段から送信される選択情報を受信する受信手段と、選択情報の
受信に基づいてネットワークと接続する接続手段と、ネットワークを介して入力した関連
情報を表示する表示手段とを備え、さらに、ネットワークを介して入力した関連情報を周
辺装置が備える表示手段に表示可能に記憶することができる。
周辺装置の受信手段は、放送受信装置の送信手段から送信された画像情報、音声情報、文
字情報、及び付加情報等を含む選択情報を受信する。接続手段は、受信した選択情報に基
づいてネットワークと接続し、各種サイトのサーバーから周辺装置と関連する情報を入力
する。表示手段は、この入力した関連情報を表示する。また、入力した関連情報を記憶手
段に記憶し、表示手段に表示することもできる。
【００１１】
本発明の放送受信装置と周辺装置は、選択情報の送受信において連携を行い、該選択情報
に基づいて関連情報を入力した後においては、放送受信装置と周辺装置を連携をはずして
それぞれ独立して使用することができる。
【００１２】
本発明において、付加情報はインターネットのアクセス先情報（ＵＲＬ情報）の関するデ
ータ、表示画面上に表示される表示対象と関連して該表示対象を特定する画像データ、音
声データ、及び文字データを含む。放送受信装置の選択手段は、このアクセス先データ、
画像データ、音声データ、文字データを選択し周辺装置に送信する。周辺装置は、各デー
タの少なくともいずれかのデータに基づいてネットワークと接続する。
付加情報として、アクセス先データを選択した場合には、このアクセス先データのよるＵ
ＲＬ情報を直接用いてインターネット等のネットワーク上のサーバーと接続する。
【００１３】
一方、付加情報として、画像データ、音声データ、文字データを選択した場合には、これ
らの情報に基づいて関連情報を提供するサーバーを検索し、検索結果に基づいてを用いて
ネットワーク上のサーバーと接続する。検索を行う第１の態様は、画像データ、音声デー
タ、文字データの少なくともいずれかの付加情報に基づいて放送元を検索し、検索して得
られた放送元と周辺装置とを接続し、必要に応じてさらに、放送元とネットワーク上のサ
ーバーと接続する。また、放送元において、画像情報、音声情報、文字情報の少なくとも
いずれかの情報に基づいて関連情報を提供するアクセス先を検索し、求めたアクセス先と
周辺装置とを接続することもできる。
【００１４】
検索を行う第２の態様は、画像データ、音声データ、文字データの少なくともいずれかの
データに基づいてネットワーク上のデータベースを検索して、関連情報を提供するアクセ
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ス先を求め、アクセス先と周辺装置とを接続する。
周辺装置に入力する関連情報は、例えばゲームデータ、マップデータ、音声データとする
ことができる。関連情報をゲームデータとする場合には、アクセス先をゲーム配信サーバ
ーとし、周辺装置はゲーム配信サーバーからゲームデータをダウンロードし、周辺装置が
備える表示装置上で実行する。また、関連情報をマップデータとする場合には、周辺装置
はアクセス先からマップデータをダウンロードし、周辺装置が備える表示装置上にマップ
を表示する。また、関連情報を音声データとする場合には、周辺装置はアクセス先から音
声データをダウンロードし、周辺装置で音声データを再生する。
【００１５】
本発明の情報表示システムにおいて支払いを行う態様において、周辺装置及びアクセス先
は、即時決済型支払いシステム、ポイント蓄積決済型支払いシステム、クレジットカード
型支払いシステム、通信料金支払いシステムのいずれかと接続し、接続した支払いシステ
ムに基づいて支払い処理を行う。また、この他、本発明の情報表示システムで支払いが発
生した場合の支払いは、利用者が属している既存の支払いシステムを利用することができ
る。
【００１６】
本発明の情報表示システムによれば、付加情報としてＵＲＬ情報を用いる場合には、この
ＵＲＬ情報を用いて直接にサーバーと接続し、関連情報を得ることができる。
本発明の情報表示システムによれば、付加情報の他にも、放送受信装置に表示される画像
情報や音声情報を周辺装置で容易に利用することができ、これら情報はアクセス先と予め
関連性を持たせて形成した画像情報や音声情報、あるいは、アクセス先となんら関連性を
持たせることなく形成した画像情報や音声情報とすることができる。アクセス先と関連性
を持たない画像情報や音声情報を用いて、アクセス先を検索する場合には、データベース
や放送元によって検索することができる。
また、本発明の情報表示システムによれば、周辺装置においてインターネットとの接続を
容易に行うことができる。
本発明の情報表示システムによれば、放送受信装置に表示される商品やサービスについて
、提供先の知識を要することなく、関連するデータに入手や、商品及びサービスの提供を
受けることができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図を参照しながら詳細に説明する。
図１は本発明の情報表示システムの概略を説明する図である。
図１において、情報表示システム１は、放送受信装置２と周辺装置３を備える。
放送受信装置２では、アンテナで受信した信号をチューナー部２００で選局し、復調部２
０１で復調する。復調したデータ列は、トランスポートストリームと呼ばれるデータスト
リームである。トランスポートストリームは、通常、複数の画像情報と、複数の音声情報
と、電子番組ガイドを含むシステム情報を含んでいる。本発明の情報表示システムは、こ
のシステム情報自体を付加情報として使用することも、あるいはシステム情報のデータ領
域に付加情報を組み込んで使用することも、また、他のデータ領域に付加情報を形成して
使用することもできる。
【００１８】
トランスポートデコーダ部２０２では、トランスポートストリームから画像情報、音声情
報、システム情報、付加情報を分離して抽出する。抽出された画像情報、音声情報は、Ｍ
ＰＥＧ２ストリームデータ再生部２０３で圧縮されたデータを展開し、画像Ｄ／Ａ（デジ
タル／アナログ）コンバータ２０４及び音声Ｄ／Ａ（デジタル／アナログ）コンバータ２
０５でアナログ信号に変換され、ＴＶ表示装置２０６の表示画面２０７あるいは音声再生
装置（図示していない）で再生される。
また、トランスポートデコーダ部２０２で抽出されたシステム情報及び付加情報は解析部
２０８で解析される。解析部２０８で解析されたシステム情報中の電子番組ガイド情報は
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、文字映像として画像情報と重ね合わせて表示画面２０７上に表示される。また、付加情
報についても解析部２０８で解析され、画像情報と重ね合わせて、あるいは、表示画面２
０７上の所定の画面領域に表示される。
【００１９】
付加情報抽出部２１１は、解析部で解析して得られた付加情報から所定の付加情報を選択
する。この選択は、リモコン２１３による操作で行うことができる。リモコン２１３によ
る選択信号は、リモコン受信部２１４及び設定部２１５を通して付加情報抽出部２１１に
送られる。
付加情報抽出部２１１は、解析部２０８の解析で得られた付加情報の中から選択する他、
システム情報内からの選択、あるいは、画像情報抽出部２０９で抽出した画像データや音
声情報抽出部２１０で抽出した音声データから選択することもできる。
【００２０】
解析部２０８で得られる付加情報は、インターネット接続に直接使用することができるア
クセス先情報（ＵＲＬ情報）、及び表示画面上に表示される表示対象と関連して該表示対
象を特定する画像データ、音声データ、及び文字データを含み、付加情報抽出部２１１は
、これらＵＲＬ情報、画像データ、音声データ、及び文字データを抽出し、送信部２１２
から周辺装置３に送信する。
【００２１】
図２はリモコンの一構成例を示す概略図である。リモコン２１３は、付加情報領域に表示
される情報を選択する付加情報選択ボタンａ、表示画面に表示されるＵＲＬ情報を選択す
るＵＲＬ情報選択ボタンｂ、表示画面に表示される画像情報を選択する画像情報選択ボタ
ンｃ、表示画面に表示される文字情報を選択する文字情報選択ボタンｄ、再生される音声
を選択する音声選択ボタンｅ、及び表示画面上のカーソルを移動させて選択領域を定める
設定ボタンｆ等を備える。
【００２２】
付加情報選択ボタンａは、例えば、表示画面上の付加情報領域に付加情報が表示されてい
る場合に該付加情報選択ボタンｃが押されることによって付加情報を選択する。なお、付
加情報は、付加情報領域以外の表示画面上の任意の領域に表示することもできる。このと
き、同一表示画面上に複数の付加情報が表示される場合には、設定ボタンｆによって選択
する付加情報を指定する。ＵＲＬ情報選択ボタンｂは、表示画面上にＵＲＬ情報が表示さ
れている場合に該ＵＲＬ情報選択ボタンｂが押されることによってＵＲＬ情報を選択する
。
【００２３】
付加情報選択ボタンａあるいはＵＲＬ情報選択ボタンｂで選択される付加情報は、放送元
あるいはネットワーク上のサーバーにおいて関連情報との関連付けが行われており、周辺
装置はこの付加情報を用いて関連するネットワーク上のサーバーと容易に接続することが
できる。
また、画像情報選択ボタンｃは、例えば表示画面上において設定ボタンｆで設定した画像
を選択する。選択された画像は、表示画面に表示される任意の画像であったり、垂直ブラ
ンキング時に付加される番組関連データであって、放送元あるいはネットワーク上のサー
バーにおいて関連情報との関連付けがなされていない。また、音声選択ボタンｅは、再生
装置で再生される音声情報を選択する。選択された音声は、放送元あるいはネットワーク
上のサーバーにおいて関連情報との関連付けがなされていない。
【００２４】
そこで、このような画像情報や音声情報が選択された場合には、関連情報を提供するサー
バーを検索することによってネットワークを接続し、関連情報を入力する。この検索は、
周辺装置３を介して例えばネットワーク上の検索サーバーや放送元で行う。例えば、番組
関連データが「クラシックコンサート」であった場合、検索サーバーにおいて「クラシッ
クコンサート」をキーワードに検索を行い、関連するサイト情報等を周辺装置にダウンロ
ードする。あるいは、「クラシックコンサート」だけではダウンロードする情報量が膨大
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である場合には、放送中のアナウンスで「モーツァルト」といった音声情報が認識された
場合、「クラシックコンサート」ＡＮＤ「モーツァルト」の絞り込み検索を行うような、
各認識情報を組み合わせて検索を行うようにしてもよい。
【００２５】
周辺装置３では、受信部３００によって、送信部２１２から送信された付加情報、画像情
報、音声情報を受信する。送信部２１２と受信部３００との間の送受信は、ブルートゥー
ス等の無線通信を利用することができる。付加情報解析部３０１は、受信信号を解析して
付加情報、画像情報、音声情報を抽出する。インターネット接続部３０２は、抽出された
情報に基づいてインターネット等のネットワーク４と接続する処理を行う。例えば、ＵＲ
Ｌ情報の場合には直接インターネット４上の関連するＵＲＬサーバー５ｂ，５ｃ，…に接
続し、ＵＲＬ情報以外の付加情報、画像情報、音声情報の場合には、データベースサーバ
ー５ａや放送元のサーバーで検索を行い関連サーバーに接続する。
【００２６】
選択部３０３は、インターネットを介して入力した関連情報の中から求めるデータ情報を
選択する。この選択処理は入力部３０９によって行う。選択された関連情報は、画像再生
部３０４によって再生し表示部３０６に表示し、音声再生部３０５によって再生しスピー
カ等の再生部３０７を駆動する。
なお、選択部３０３で選択した関連情報は収集データ記録部３０８に記憶し、必要に応じ
て表示部３０６、再生部３０７で画像再生あるいは音声再生することができる。収集デー
タ記録部３０８に記憶した場合には、放送受信装置２の通信範囲内はもとより、通信範囲
外においても放送受信装置２と独立して使用することができる。
【００２７】
次に、本発明の情報表示システムの動作例について、図３の表示画面例、図４～図１３の
動作状態図、図１４～図１９のフローチャートを用いて説明する。　なお、以下の動作例
では、付加情報を用いる例と付加情報を用いない例を示している。付加情報を用いる例と
しては、キャラクタ画像を用いる例（図３（ａ），図４，図１４）、商品番号や名称を用
いる例（図３（ｂ），図５，図１４）、音声情報である例（図３（ｃ），図６，図１５）
、緊急情報、天気情報、ニュース情報、スポーツ情報等である例（図３（ｄ），図７）、
ＵＲＬ情報である例（図３（ｅ），図８，図１６）を示す。また、付加情報を用いない例
として、商品等の画像情報から接続を行う例（図３（ａ），図３（ｂ），図９，図１７）
、文字列から接続を行う例（図３（ｆ），図１０，図１８）、音声情報から接続を行う例
（図３（ｃ），図１１，図１９）、キャラクタ画像等の画像情報から接続を行う例（図３
（ａ），図１２，図１３）を示す。
【００２８】
はじめに、付加情報を用いる例について説明する。
付加情報としてキャラクタ画像を用いる例について説明する。この例では、ＴＶ受像機に
アニメ画像が放送されるとき、このアニメに用いられるキャラクタに関連する関連情報を
携帯電話やパソコン等の周辺装置に入手したり、キャラクタが登場するゲームを該周辺装
置上で実行する。
図３（ａ）において、放送受信装置２の表示画面２０７にはアニメ画像が表示され、付加
情報２０を表示する領域（例えば、図示する画面例の下方領域）には該アニメに登場する
キャラクタの付加情報２０ａ‐１が表示される。該付加情報２０ａ‐１は、キャラクタの
画像あるいはキャラクタの名称で表示することができる。周辺装置３は、この付加情報に
基づいてサーバー５と接続し、関連情報をダウンロードすることができる。
【００２９】
図４において、放送受信装置は、表示画面２０７上にアニメ画像２１と共にキャラクタ（
付加情報）を表示する（１）。利用者は、該表示画面２０７を見て周辺装置３と連携する
場合には、キャラクタの付加情報２０ａ‐１を選択し（２）、キャラクタの付加情報を周
辺装置３に送信する（３）。周辺装置３は、キャラクタの付加情報を受信し、接続するサ
ーバーのアクセス先が不明である場合にはデータベースのサーバーと接続し、サーバーに
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付加情報を送信する（４）。データベースのサーバーは、受信した付加情報からゲームを
配信する配信サーバー５を検索し（５）、周辺装置３を配信サイトのサーバー５にリンク
させる（６）。また、周辺装置３は、キャラクタの付加情報から接続するサーバーのアク
セス先が認識できる場合にはゲームを配信する配信サイトのサーバー５と接続し、付加情
報を送信する（７）。
リンクされた配信サイトのサーバー５は、周辺装置３にゲームデータを配信する（８）。
周辺装置３はゲームデータをダウンロードする（９）。
【００３０】
図１４において、放送受信装置は、ＴＶ画面に画像情報を表示し（ステップＳ１）、付加
情報がある場合には前記画像情報と共に付加情報を表示する（ステップＳ２）。リモコン
によってカーソルを操作する。表示画面上に示されるカーソルの位置が付加情報上にあり
（ステップＳ３）、選択ボタン等によって該付加情報が選択された場合には（ステップＳ
４）、該選択された付加情報を周辺装置に送信する（ステップＳ５）。
【００３１】
周辺装置は、付加情報を受信し（ステップＳ６）、該付加情報にアクセス先のサイトのア
ドレスが含まれている場合には（ステップＳ７）、該アドレスを用いてサイトのサーバー
と接続し、付加情報を送信する（ステップＳ８）。一方、該付加情報にアクセス先のサイ
トのアドレスが含まれていない場合には（ステップＳ７）、データベースと接続し（ステ
ップＳ８）、データベースから配信サイトにリンクさせる（ステップＳ９）。周辺装置は
接続した配信サイトにデータ送信を要求し（ステップＳ１０）、配信サイトからデータを
取得する（ステップＳ１２）。
【００３２】
次に、付加情報として商品番号や商品名（あるいはサービス番号やサービス名）等の表示
画面と関連する対象物を用いる例について説明する。この例では、ＴＶ受像機にコマーシ
ャル画像の他、通常の画像が放送されるとき、この表示画面上に表示される商品やサービ
スに関連する関連情報を携帯電話やパソコン等の周辺装置に入手したり、該商品やサービ
スの購入を該周辺装置上で実行する。
図３（ｂ）において、放送受信装置２の表示画面２０７には商品画像２０ｃが表示され、
付加情報２０を表示する領域（例えば、図示する画面例の下方領域）には該商品の付加情
報２０ａ‐２が表示される。該付加情報２０ａ‐２は、商品番号や商品名（あるいは商品
を表す絵柄）で表示することができる。周辺装置３は、この付加情報に基づいてサーバー
５と接続し、関連情報をダウンロードすることができる。
【００３３】
図５において、放送受信装置は、表示画面２０７上に商品画像２０ｃと共に商品番号や商
品名（付加情報）２０ａ‐２を表示する（１）。利用者は、該表示画面２０７を見て周辺
装置３と連携する場合には、商品の付加情報２０ａ‐２を選択し（２）、商品の付加情報
を周辺装置３に送信する（３）。周辺装置３は、商品の付加情報を受信し、接続するサー
バーのアクセス先が不明である場合にはデータベースのサーバーと接続し、サーバーに付
加情報を送信する（４）。データベースのサーバーは、受信した付加情報から商品サイト
のサーバー５を検索し（５）、周辺装置３を商品サイトのサーバー５にリンクさせる（６
）。また、周辺装置３は商品の付加情報から接続するサーバーのアクセス先が認識できる
場合には商品サイトに接続して付加情報を送信する（７）。
【００３４】
リンクされた商品サイトのサーバー５は、周辺装置３に商品データを配信する（８）。周
辺装置３は商品データをダウンロードする（９）。周辺装置において、購入商品を選択し
、利用者のＩＤコードを送信する（１０）。商品サイトは、購入処理を行い（１１）、利
用者の金融機関から引き落としを行う（１２）。
また、商品データは、商品の仕様や価格データの他、店舗の位置を示すマップ情報やメニ
ュー等のサービス内容がある。周辺装置は、これらの情報を表示手段に表示する他、記憶
手段に記憶しておき、必要とする時点で記憶手段から読み出し表示することができる。例
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えば、本発明の情報表示システムによって、周辺装置に「この番組を見てこの店を知った
」等の表示を取り込んでおき、精算時にこの表示を提示することによって割り引きを受け
るといったサービスに適用することができる。
なお、上記動作における放送受信装置及び周辺装置の処理は、前記図１４のフローチャー
トと同様に行うことができるため、ここでの説明は省略する。
【００３５】
次に、付加情報として音声情報を用いる例について説明する。この例では、ＴＶ受像機で
画像と共に放送される音楽等の音声情報について、関連する関連情報を携帯電話やパソコ
ン等の周辺装置に入手したり、該音楽に関連する商品やデータの購入を該周辺装置上で実
行する。
図３（ｃ）において、放送受信装置２では音楽や演劇や演芸等の音声情報２０ｅが再生さ
れ、付加情報２０を表示する領域（例えば、図示する画面例の下方領域）には該音声情報
の付加情報２０ａ‐３が表示される。該付加情報２０ａ‐３は、音楽のタイトル、歌手名
、演劇名、演奏者名等で表示することができる。
周辺装置３は、この付加情報に基づいてサーバー５と接続し、詳細情報及び関連情報をダ
ウンロードすることができる。
【００３６】
図６において、放送受信装置は、再生する音声と共に、音楽のタイトル、歌手名、演劇名
、演奏者名等（付加情報）２０ａ‐３を表示する（１）。利用者は、再生音声を聴き周辺
装置３と連携する場合には、付加情報２０ａ‐３を選択し（２）、付加情報を周辺装置３
に送信する。付加情報の他、当該番組のチャンネル情報、時刻情報を補助情報として送信
する（３）。周辺装置３は、付加情報及び補助情報を受信し、放送元のサイトと接続し、
サーバーに付加情報及び補助情報を送信する（４）。放送元サイトのサーバーは、受信し
た付加情報及び補助情報から関連サイトのサーバー５を検索し（５）、周辺装置３を関連
サイトのサーバー５にリンクさせる（６）。
【００３７】
リンクされた関連サイトのサーバー５は、周辺装置３に音声情報を配信する（７）。周辺
装置３は音声情報をダウンロードし（８）、関連情報を表示あるいは音声再生する（９）
。周辺装置において、音声情報のダウンロードの要求（１０）、購入情報の選択を行い、
利用者のＩＤコードを送信する（１１）。関連サイトは、購入処理を行い（１２）、利用
者の金融機関から引き落としを行う（１３）。
【００３８】
図１５のフローチャートにおいて、放送受信装置は、ＴＶ画面に画像情報を表示し、音声
を再生し（ステップＴ１）、付加情報がある場合には前記画像情報と共に付加情報を表示
する（ステップＴ２）。リモコンによってカーソルを操作する。表示画面上に示されるカ
ーソルの位置が付加情報上にあり（ステップＴ３）、選択ボタン等によって該付加情報が
選択された場合には（ステップＴ４）、付加情報を抽出し（ステップＴ５）該選択された
付加情報を周辺装置に送信する（ステップＴ６）。
【００３９】
周辺装置は、付加情報を受信し（ステップＴ７）、該付加情報にアクセス先のサイトのア
ドレスが含まれている場合には（ステップＴ８）、該アドレスを用いてサイトのサーバー
と接続し、付加情報を送信する（ステップＴ９）。一方、該付加情報にアクセス先のサイ
トのアドレスが含まれていない場合には（ステップＴ１０）、データベースから配信サイ
トとリンクさせる（ステップＴ１１）。周辺装置は接続した配信サイトにデータ送信を要
求し（ステップＴ１２）、配信サイトからデータを取得する（ステップＴ１３）。
【００４０】
次に、付加情報として緊急情報、天気情報、ニュース情報、スポーツ情報等を用いる例に
ついて説明する。この例では、ＴＶ受像機で画像と共に緊急情報、天気情報、ニュース情
報、スポーツ情報等の各種情報が表示された場合、この各種情報に関連する関連情報を携
帯電話やパソコン等の周辺装置に入手したり、関連情報の購入を該周辺装置上で実行する



(10) JP 4408549 B2 2010.2.3

10

20

30

40

50

。
図３（ｄ）において、放送受信装置２では通常の画像表示と共に、付加情報２０を表示す
る領域（例えば、図示する画面例の下方領域）に緊急情報、天気情報、ニュース情報、ス
ポーツ情報の付加情報２０ａ‐４が表示される。該付加情報２０ａ‐４は、緊急情報、天
気情報、ニュース情報、スポーツ情報のタイトル名等で表示することができる。周辺装置
３は、この付加情報に基づいてサーバー５と接続し、詳細情報をダウンロードすることが
できる。
【００４１】
図７において、放送受信装置は、画像表示と共に、緊急情報、天気情報、ニュース情報、
スポーツ情報の付加情報２０ａ‐４を表示する（１）。利用者は、周辺装置３と連携する
場合には、付加情報２０ａ‐４を選択する（２）。付加情報から直接に関連サイトに接続
できない場合には、放送元情報、選択情報（緊急情報、天気情報、ニュース情報、スポー
ツ情報等）を抽出し、周辺装置に送信する（３）。周辺装置は、放送元情報、選択情報を
受信し、該情報に基づいて放送元のサイトと接続し、選択情報を送信する（４）。放送元
は、受信した選択情報から関連サイトを検索し（５）、周辺装置と関連サイトとをリンク
させる（６）。
一方、付加情報から直接に関連サイトに接続できる場合には、選択情報を抽出し、周辺装
置に送信する（７）。周辺装置は、関連サイトと接続し、選択情報を送信する（８）。
【００４２】
関連サイトは選択情報を受け、関連情報を周辺装置に送信する（９）。周辺装置は、関連
情報をダウンロードし（１０）受信し、表示する（１１）。周辺装置において、音声情報
のダウンロードの要求（１２）、購入情報の選択を行い、利用者のＩＤコードを送信する
（１３）。関連サイトは、購入処理を行い（１４）、詳細情報を送信する（１５）。周辺
装置は、詳細情報をダウンロードし（１６）、表示する（１７）。また、関連サイトは、
利用者の金融機関から引き落としを行う（１８）。
【００４３】
次に、付加情報がアクセス先情報（ＵＲＬ情報）である例について説明する。この例では
、ＴＶ受像機で画像と共にＵＲＬ情報が表示された場合、このＵＲＬ情報に関連する関連
情報を携帯電話やパソコン等の周辺装置に入手したり、関連情報の購入を該周辺装置上で
実行する。
図３（ｅ）において、放送受信装置２では通常の画像表示と共に、付加情報２０を表示す
る領域（例えば、図示する画面例の下方領域）にＵＲＬ情報２０ｂが表示される。該ＵＲ
Ｌ情報２０ｂは、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．…等のアクセス先を示す付加情報であり、この
付加情報によって周辺装置３はサーバー５と直接接続し、関連情報をダウンロードするこ
とができる。
【００４４】
図８において、放送受信装置は、表示画面２０７上に通常の画像と共にＵＲＬ情報（付加
情報）２０ｂを表示する（１）。利用者は、該表示画面２０７を見て周辺装置３と連携す
る場合には、ＵＲＬ情報の付加情報２０ｂを選択し（２）、ＵＲＬ情報の付加情報を周辺
装置３に送信する（３）。周辺装置３は、ＵＲＬ情報を受信し、該ＵＲＬ情報を用いて直
接にサーバーと接続する（４）。サーバーは、周辺装置にメニューを送信し（５）、周辺
装置は該メニューを参照して、情報を選択し、選択した情報をサーバーに要求する（６）
。サーバーは要求に基づいてデータを周辺装置に送信する（７）。周辺装置は、データを
ダウンロードし（８）、表示する。
【００４５】
図１６のフローチャートにおいて、放送受信装置は、ＴＶ画面に画像情報を表示し（ステ
ップＵ１）、付加情報がある場合には前記画像情報と共に付加情報を表示する（ステップ
Ｕ２）。リモコンによってカーソルを操作する。表示画面上に示されるカーソルの位置が
ＵＲＬ情報上にあり、選択ボタン等によってＵＲＬ情報が選択された場合には（ステップ
Ｕ３）、該選択された付加情報を周辺装置に送信する（ステップＵ４）。
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周辺装置は、付加情報を受信し（ステップＵ５）、ＵＲＬ情報を用いてサイトのサーバー
と接続し（ステップＵ６）、サーバーからデータを取得する（ステップＵ７）。
【００４６】
次に、付加情報を用いない場合について、商品等の画像情報から接続を行う例、文字列か
ら接続を行う例、音声情報から接続を行う例ら接続を行う例を用いて説明する。
はじめに、商品等の画像情報から接続を行う例について説明する。この例では、ＴＶ受像
機にコマーシャル画像の他、通常の画像が放送されるとき、この表示画面上に表示される
商品やサービスに関連する関連情報を携帯電話やパソコン等の周辺装置に入手したり、該
商品やサービスの購入を該周辺装置上で実行する。
【００４７】
図３（ｂ）において、放送受信装置２の表示画面２０７には商品画像２０ｃが表示され、
該商品画像２０ｃは枠２０Ｃ‐１で囲むことによって特定することができる。本例では、
この枠２０Ｃ‐１で囲んだ商品画像２０ｃから、関連するサイトのサーバーを検索し、周
辺装置３とサーバー５とを接続し、周辺装置３に関連情報をダウンロードさせる。
【００４８】
図９において、放送受信装置は、表示画面２０７上に商品画像２０ｃを表示する（１）。
利用者は、該表示画面２０７を見て周辺装置３と連携する場合には、商品画像２０ｃをカ
ーソルを用いて枠２０Ｃ‐１で囲むことによって選択し（２）、枠内の画像情報を抽出し
周辺装置３に送信する（３）。周辺装置３は、画像情報を受信し、検索サーバーと接続し
、サーバーに画像情報を送信する（４）。検索サーバーは、受信した画像情報から商品を
検索し（５）、検索した商品画像を送信する（６）。周辺装置は、商品画像を表示して確
認し（７）、確認した後周辺装置を商品サイトにリンクさせる。求める商品でない場合に
は、（５）、（６）、（７）の動作を繰り返す（８）。
【００４９】
リンクされた商品サイトは、周辺装置に商品データを配信する（９）。周辺装置は、商品
データをダウンロードし（１０）、周辺装置において、購入商品を選択し、利用者のＩＤ
コードを送信する（１１）。商品サイトは、購入処理を行い（１２）、利用者の金融機関
から引き落としを行う（１３）。
【００５０】
図１７において、放送受信装置は、ＴＶ画面に画像情報を表示する（ステップＳ２１）。
リモコンによってカーソルを操作し画像ボタンを選択する。画像ボタンの選択の後（ステ
ップＳ２２）、表示画面上で選択する画像を枠で指定する（ステップＳ２３）。
画像ボタン選択及び枠によって指定した画像の画像情報を取得し（ステップＳ２４）、取
得した画像情報を周辺装置に送信する（ステップＳ２５）。
【００５１】
周辺装置は、画像情報を受信し（ステップＳ２６）、検索サーバーに接続し（ステップＳ
２７）、検索サーバーに画像情報を送信する（ステップＳ２８）。
検索サーバーから検索結果を受信し（ステップＳ２９）、求める画像であるかを確認する
（ステップＳ３０）。検索された画像が求める画像である場合には（ステップＳ３０）、
配信サイトとリンクさせる（ステップＳ３１）。周辺装置は接続した配信サイトにデータ
送信を要求し（ステップＳ３２）、配信サイトからデータを取得する（ステップＳ３３）
。
【００５２】
次に、文字列からＵＲＬ情報を取得し接続を行う例について説明する。この例では、ＴＶ
受像機の画面上に、商品やサービスを示す文字列、あるいは付加情報として設定されてい
ないがＵＲＬ情報を表す文字列が表示されている場合に、これらの単なる文字列から関連
するサイト情報やＵＲＬ情報を取得してサーバーと接続し、さらに、関連情報を携帯電話
やパソコン等の周辺装置に入手したり、該商品やサービスの購入を該周辺装置上で実行す
る。
図３（ｆ）において、放送受信装置２の表示画面２０７には文字列２０ｄが表示される。
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この文字列は、商品やサービスを示す文字列や、付加情報として設定されていない単にア
クセス先を示す文字列が表示されている。本例では、この文字列を用いて、周辺装置３と
サーバー５との接続を行い、関連情報を周辺装置３にダウンロードする。
【００５３】
図１０において、放送受信装置は、表示画面２０７上に文字列２０ｄを表示する（１）。
利用者は、該表示画面２０７を見て周辺装置３と連携する場合には、文字列２０ｄをカー
ソルを用いて選択する（２）。放送受信装置は、選択した文字列を解析する（３）。文字
列が単にアクセス先を表示し、付加情報として設定されていない場合には、この文字情報
を周辺装置３に送信する（４）。周辺装置は検索サーバーと接続して、受信した文字情報
を検索サーバーに送信する（５）。検索サーバーは、受信した文字情報から関連サイトと
探し出し（６）、周辺装置３と関連サイトのサーバーとリンクさせて、サーバーから周辺
装置にメニューを送信させる（７）。
なお、解析の結果、文字列が付加情報として設定されている場合には、ＵＲＬ情報を周辺
装置３に送信し（８）、周辺装置はこのＵＲＬ情報に基づいて関連サイトのサーバーと接
続する（９）。
【００５４】
また、上記実施形態では、付加情報が文字や商品イメージ等であり、視聴者が認識・確認
した後、選択するといったものであるが、付加情報自体は必ずしも視聴者が認識できなく
てもよく、関連する映像、音声を選択したとき、視聴者が付加データを認識することなく
周辺装置にデータを送信するようにしてもよい。
周辺装置は、メニューを参照して選択した情報をサーバーに要求し（１０）、サーバーは
要求に基づくデータを周辺装置に送信する（１１）。周辺装置は、データをダウンロード
し（１２）、表示画面に表示する（１３）。
【００５５】
図１８において、放送受信装置は、ＴＶ画面に文字列を含む画像情報を表示する（ステッ
プＶ１）。リモコンによってカーソルを操作し文字列ボタンを選択する。文字列ボタンの
選択によって、画面上に表示される文字列からＵＲＬ情報を取出す処理が開始される（ス
テップＶ２）。文字列からＵＲＬ情報の抽出は、文字列を示す画像をテキスト文字変換し
てテキストデータとし（ステップＶ３）、このテキストデータによって文字列を解析する
（ステップＶ４）。
【００５６】
解析の結果、文字列中にＵＲＬ情報の有無を調べる。ＵＲＬ情報の有無は、ｈｔｔｔｐや
ｗｗｗ等の文字列の有無を判定することによって行うことができる（ステップＶ５）。Ｕ
ＲＬ情報が見つかった場合には、接続を希望するＵＲＬ情報上にカーソルを移動し（ステ
ップＶ６）、選択ボタンによって該ＵＲＬ情報を選択し（ステップＶ７）、該ＵＲＬ情報
を周辺装置に送信する（ステップＶ８）。
周辺装置は、ＵＲＬ情報を受信し（ステップＶ９）、ＵＲＬ情報を用いてサーバーと接続
し（ステップＶ１０）、接続したサーバーから関連データを取得する（ステップＶ１１）
。
【００５７】
次に、音声情報を用いて接続を行う例について説明する。この例では、ＴＶ受像機の再生
部で音声再生が行われている場合に、この音声情報から関連するサイトを探してサーバー
と接続し、関連情報を携帯電話やパソコン等の周辺装置に入手したり、該商品やサービス
の購入を該周辺装置上で実行する。
図３（ｃ）において、放送受信装置２の再生部から音声２０ｅが再生される。この再生音
声は、音楽、演劇、演芸等の任意の音声とすることができる。本例では、この再生音声か
ら関連するサーバーを探し出し、周辺装置３とサーバー５との接続を行い、関連情報を周
辺装置３にダウンロードする。
【００５８】
図１１において、放送受信装置は、再生部において音声情報を音声再生する（１）。利用
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者は再生音声を聴き、周辺装置３と連携する場合には選択する（２）。放送受信装置は、
選択した音声情報を抽出し周辺装置に送信する（３）。周辺装置は検索サーバーと接続し
て、受信した音声情報を検索サーバーに送信する（４）。検索サーバーは、受信した音声
情報から関連サイトと探し出し（５）、周辺装置３と関連サイトのサーバーとリンクさせ
る。関連サイトは、音声情報を解析して関連情報を検索し（７）、関連情報を周辺装置に
送信する（８）。
【００５９】
周辺装置は、関連情報をダウンロードして（９）、表示あるいは音声再生する（１０）。
表示あるいは再生された音声情報が求める情報である場合には、さらに詳細な情報のダウ
ンロードを要求し（１１）、該詳細情報が有料である場合には購入情報を選択しＩＤコー
ドを送信する（１２）。サーバーは詳細情報を送信すると共に、購入処理を行って（１３
）、金融機関から引き落としを行う（１４）。
【００６０】
図１９において、放送受信装置は、再生部において音声再生する（ステップＴ２１）。リ
モコンによってカーソルを操作し音声ボタンを選択する。音声ボタンの選択によって、音
声再生される音声情報を取出す処理が開始し（ステップＴ２２）、所定時間間隔に含まれ
る音声情報を取得し（ステップＴ２３）、取得した音声情報を周辺装置に送信する（ステ
ップＴ２４）。
周辺装置は、音声情報を受信し（ステップＴ２５）、検索サーバーと接続した後（ステッ
プＴ２６）、検索サーバーに音声情報を送信する。検索サーバーは送信された音声情報に
基づいて、音声情報が音楽情報である場合には、旋律情報や詩から曲名を検索し、関連す
る歌手名、演奏者名等の関連情報をデータベースから探し出す。また、音声情報が演劇や
演芸に係わる場合には、台詞から演題を検索し、関連する出演者等の関連情報をデータベ
ースから探し出す（ステップＴ２７）。
【００６１】
周辺装置は、検索結果を受信して、音声再生あるいは関連情報を参照して（ステップＴ２
８）、求める音声情報であるかを確認し、必要があれば再度の検索を検索サーバーに依頼
する（ステップＴ２９）。
検索サーバーは、検索の結果、関連する配信サイトがある場合には、配信サイトと周辺装
置とのリンクを行う（ステップＴ３０）。周辺装置が配信サイトにデータ送信を要求する
ことによって（ステップＴ３１）、配信サイトからのデータ取得が行われる（ステップＴ
３２）。
【００６２】
次に、アニメに用いられるキャラクタ情報（画像情報）から接続を行う例について説明す
る。この例では、ＴＶ受像機でアニメが放送されるとき、この表示画面上のキャラクタに
関連するゲームを携帯電話やパソコン等の周辺装置で実行する。
図３（ａ）において、放送受信装置２のアニメ放送において、表示画面２０７に該アニメ
に登場するキャラクタ２１が表示される。このキャラクタ２１は枠２１‐１で囲むことに
よって特定することができる。本例では、この枠２１‐１で囲んだキャラクタ２１から、
該キャラクタを用いたゲームを配信するサイトのサーバーを検索し、周辺装置３とサーバ
ー５とを接続し、周辺装置３においてゲームを実行させる。
【００６３】
図１２において、放送受信装置は、表示画面２０７上にキャラクタ２１を含むアニメ画像
を表示する（１）。利用者は、該表示画面２０７を見て周辺装置３と連携する場合には、
キャラクタ２１をカーソルを用いて枠２１‐１で囲むことによって選択し（２）、枠内の
キャラクタ２１の画像情報を抽出し周辺装置３に送信する（３）。周辺装置３は、画像情
報を受信し、検索サーバーと接続し、サーバーに画像情報を送信する（４）。検索サーバ
ーは、受信した画像情報からキャラクタを検索し（５）、検索したキャラクタに係わる画
像及び情報を送信する（６）。
【００６４】
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周辺装置は、画像及び情報を表示あるいはキャラクタの音声を再生して確認し（７）、確
認した後周辺装置をゲーム配信サイトにリンクさせる。求めるキャラクタでない場合には
、（５）、（６）、（７）の動作を繰り返す（８）。
リンクされたゲーム配信サイトは、周辺装置にゲームデータを配信する（９）。周辺装置
は、ゲームデータをダウンロードする（１０）。なお、周辺装置における支払は、購入商
品の選択及び利用者のＩＤコードを送信することによって、ゲーム配信サイト側で購入処
理及び金融機関から引き落としを行うことによって実行することができる。
【００６５】
次に、画像情報から接続を行う例について説明する。この例では、ＴＶ受像機に表示され
る画像について、対象物に関する情報や、撮影場所に関する情報等を知りたい場合に、関
連するデータを携帯電話やパソコン等の周辺装置で入手するものである。
図３（ａ）において、放送受信装置２の放送中に表示画面２０７に画像２２が表示される
。この画像２２は枠２２‐１で囲むことによって特定する。本例では、この枠２２‐１で
囲んだ画像２２から、該画像に関連するデータを配信するサイトのサーバーを検索し、周
辺装置３とサーバー５とを接続し、周辺装置３において情報を表示する。
【００６６】
図１３において、放送受信装置は、表示画面２０７上に画像２２表示する（１）。利用者
は、該表示画面２０７を見て周辺装置３と連携する場合には、画像２２をカーソルを用い
て枠２２‐１で囲むことによって選択し（２）、枠内の画像２２の画像情報やチャンネル
情報、放送時刻の時刻情報等を抽出し周辺装置３に送信する（３）。周辺装置３は、画像
情報、チャンネル情報、時刻情報を受信し、放送元サーバー（あるいは検索サーバー）と
接続し、サーバーに画像情報、チャンネル情報、時刻情報を送信する（４）。放送元サー
バー（あるいは検索サーバー）は、受信した画像情報、チャンネル情報、時刻情報から画
像２２を検索し（５）、検索した画像に関連する関連サイトと周辺装置とをリンクさせる
（６）。リンクされた関連サイトは、関連情報を周辺装置に送信する（７）。周辺装置は
、関連情報をダウンロードし（８）、表示する（９）。表示された関連情報が求める情報
と異なる場合には、関連サイトから他の関連情報の提供を受ける（９）。
【００６７】
関連情報が有料である場合には、購入商品の選択及び利用者のＩＤコードを送信すること
によって、ゲーム配信サイト側で購入処理及び金融機関から引き落としを行う。
【００６８】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、ＴＶやＳＴＢ等の放送受信装置と携帯電話やパソ
コン等の周辺装置との間において、放送受信装置で表示された情報と関連する情報を周辺
装置上に容易に表示することができる。また、放送受信装置にとらわれることなく関連情
報を利用することができる連携を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の情報表示システムの概略を説明する図である。
【図２】リモコンの一構成例を示す概略図である。
【図３】本発明の情報表示システムの動作例を説明するための表示画面例である。
【図４】本発明の情報表示システムにおいてキャラクタ画像の付加情報を用いる動作例を
説明するための動作図である。
【図５】本発明の情報表示システムにおいて商品番号や名称の付加情報を用いる動作例を
説明するための動作図である。
【図６】本発明の情報表示システムにおいて音声情報の付加情報を用いる動作例を説明す
るための動作図である。
【図７】本発明の情報表示システムにおいて緊急情報、天気情報、ニュース情報、スポー
ツ情報等の付加情報を用いる動作例を説明するための動作図である。
【図８】本発明の情報表示システムにおいてＵＲＬ情報の付加情報を用いる動作例を説明
するための動作図である。
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【図９】本発明の情報表示システムにおいて商品等の画像情報を用いる動作例を説明する
ための動作図である。
【図１０】本発明の情報表示システムにおいて文字列を用いる動作例を説明するための動
作図である。
【図１１】本発明の情報表示システムにおいて音声情報を用いる動作例を説明するための
動作図である。
【図１２】本発明の情報表示システムにおいてキャラクタ画像等の画像情報を用いる動作
例を説明するための動作図である。
【図１３】本発明の情報表示システムにおいて画像状態を用いる動作例を説明するための
動作図である。
【図１４】本発明の情報表示システムにおいて画像の付加情報を用いる動作例を説明する
ためのフローチャートである。
【図１５】本発明の情報表示システムにおいて音声情報を用いる動作例を説明するための
フローチャートである。
【図１６】本発明の情報表示システムにおいてＵＲＬ情報の付加情報を用いる動作例を説
明するためのフローチャートである。
【図１７】本発明の情報表示システムにおいて画像情報を用いる動作例を説明するための
フローチャートである。
【図１８】本発明の情報表示システムにおいて文字列を用いる動作例を説明するためのフ
ローチャートである。
【図１９】本発明の情報表示システムにおいて音声情報を用いる動作例を説明するための
フローチャートである。
【符号の説明】
１　情報表示システム
２　放送受信装置
３　周辺装置
４　ネットワーク
５　サーバー
５ａ　データベースサーバー
５ｂ，５ｃ　ＵＲＬサーバー
２０　付加情報
２００　チューナ部
２０１　復調部
２０２　トランスポートデコーダ部
２０３　ＭＰＥＧ２ストリームデータ再生部
２０４　画像Ｄ／Ａコンバータ
２０５　音声Ｄ／Ａコンバータ
２０６　ＴＶ表示装置
２０７　表示画面
２０８　解析部
２０９　画像情報抽出部
２１０　音声情報抽出部
２１１　付加情報抽出部
２１２　送信部
２１３　リモコン
２１４　リモコン受信部
２１５　制御部
３００　受信部
３０１　付加情報解析部
３０２　インターネット接続部
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３０３　選択部
３０４　画像再生部
３０５　音声再生部
３０６　表示部
３０８　収集データ記憶部
３０９　入力部
ａ　付加情報選択ボタン
ｂ　ＵＲＬ情報選択ボタン
ｃ　画像選択ボタン
ｄ　文字列選択ボタン
ｅ　音声選択ボタン

【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】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】
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