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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像表示装置により表示され、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンとＣＭの
シーンから構成される映像番組と前記映像表示装置に現に表示されている前記映像番組内
でのシーンが前記ＣＭ以外のシーンであるか前記ＣＭのシーンであるかを特定する特定情
報を取得する特定部と、
　前記特定情報により特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の
異なる第１の番組情報と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記第１の番組情報および前記第２の番組情報のいずれか
を選択的に表示する表示部と、
　前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンで
は前記第１の番組情報を前記表示部に表示させ、前記特定情報によって特定される前記映
像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わる場合、前
記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングまたは前記ＣＭ以外
のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングの直前もしくは直後に、前記表
示部に表示させる前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に切り替え
る制御部とを備える、
　番組情報表示装置。
【請求項２】
　前記制御部は、さらに、
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　前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシーンが、前記ＣＭのシーンから前
記ＣＭ以外のシーンに切り替わる場合、前記ＣＭのシーンから前記ＣＭ以外のシーンへの
切り替わりタイミングまたは前記ＣＭのシーンから前記ＣＭ以外のシーンへの切り替わり
タイミングの直前もしくは直後に、前記表示部に表示させる前記番組情報を前記第２の番
組情報から前記第１の番組情報に切り替える、
　請求項１に記載の番組情報表示装置。
【請求項３】
　前記制御部は、さらに、前記映像表示装置で前記ＣＭのシーンの表示がスキップされた
か否かを検出し、
　前記制御部は、前記映像表示装置で前記ＣＭのシーンの表示がスキップされたことを検
出した場合、前記表示部に表示させる前記番組情報を前記第２の番組情報に切り替えずに
前記第１の番組情報のままとする、
　請求項１または２に記載の番組情報表示装置。
【請求項４】
　前記番組情報表示装置は、さらに、少なくとも前記第２の番組情報を保持する保持部を
備え、
　前記取得部は、前記映像表示装置で前記映像番組を構成する前記ＣＭのシーンが表示さ
れる前に、前記第２の番組情報を含む番組情報を取得して、取得した前記第２の番組情報
を前記保持部に保持させ、
　前記制御部は、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミング
または前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングの直前もし
くは直後に、前記表示部に表示させる前記番組情報を前記第１の番組情報から前記保持部
により保持されている前記第２の番組情報に切り替える、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の番組情報表示装置。
【請求項５】
　前記取得部は、前記映像表示装置で前記映像番組を構成する前記ＣＭのシーンが表示さ
れたときに、前記第２の番組情報を含む番組情報を取得し、
　前記制御部は、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミング
または前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングの直前もし
くは直後に、前記表示部に表示させる前記番組情報を前記第１の番組情報から前記取得部
により取得された前記第２の番組情報に切り替える、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の番組情報表示装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記映像表示装置で前記ＣＭのシーンの表示がスキップされた場合、前記保持部に保持
されている前記第２の番組情報を破棄し、前記表示部に表示させる前記番組情報を前記第
２の番組情報に切り替えずに前記第１の番組情報のままとする、
　請求項４に記載の番組情報表示装置。
【請求項７】
　前記制御部は、さらに、前記映像表示装置で前記ＣＭ以外のシーンの表示が所定時間以
上されたか否かを検出し、
　前記制御部は、前記映像表示装置により前記ＣＭ以外のシーンの表示が所定時間以上さ
れていないことを検出した場合、前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシー
ンが、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わるときでも、前記表示部に
表示させる前記番組情報を前記第２の番組情報に切り替えずに前記第１の番組情報のまま
とする、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の番組情報表示装置。
【請求項８】
　前記ＣＭ以外のシーンとは、映像番組を構成する本編のシーンである、
　請求項１～７のいずれか１項に記載の番組情報表示装置。



(3) JP 5306560 B1 2013.10.2

10

20

30

40

50

【請求項９】
　前記第１の番組情報は、前記映像番組を構成する前記ＣＭ以外のシーンの番組内容に関
連する番組情報であり、
　前記第２の番組情報は、前記映像表示装置で前記映像番組を構成する前記ＣＭのシーン
が表示される間に前記表示部で表示される番組情報であって、前記映像番組を構成する前
記ＣＭ以外のシーン内容に関連する番組情報である、
　請求項１～８のいずれか１項に記載の番組情報表示装置。
【請求項１０】
　ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンとＣＭのシーンから構成される映像番組
と現に表示されている前記映像番組内でのシーンが前記ＣＭ以外のシーンであるか前記Ｃ
Ｍのシーンであるかを特定する特定情報を取得する特定部と、
　前記特定情報により特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の
異なる第１の番組情報と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得部と、
　前記映像番組と、前記取得部により取得された前記第１の番組情報および前記第２の番
組情報のいずれかを選択的に表示する表示部と、
　前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンで
は前記第１の番組情報を前記表示部に表示させ、前記特定情報によって特定される前記映
像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わる場合、前
記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングまたは前記ＣＭ以外
のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングの直前もしくは直後に、前記表
示部に表示させる前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に切り替え
る制御部とを備える、
　番組情報表示装置。
【請求項１１】
　ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンとＣＭのシーンから構成される映像番組
と現に表示されている前記映像番組内でのシーンが前記ＣＭ以外のシーンであるか前記Ｃ
Ｍのシーンであるかを特定する特定情報を取得する特定部と、
　前記特定情報により特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の
異なる第１の番組情報と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得部と、
　前記映像番組と、前記番組情報とを保持する保持部と、
　前記保持部に保持された前記映像番組を再生する再生部と、
　前記再生部により再生されている前記映像番組であって前記取得部により取得された前
記特定情報により特定される前記映像番組の前記第１の番組情報および前記第２の番組情
報のいずれかを選択的に出力する出力部と、
　前記再生部により再生されている前記映像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンで
は前記第１の番組情報を前記表示部に表示させ、前記特定情報によって特定される前記映
像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わる場合、前
記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングまたは前記ＣＭ以外
のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングの直前もしくは直後に、前記出
力部が出力する前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に切り替える
制御部と、を備える、
　番組情報出力装置。
【請求項１２】
　映像表示装置により表示され、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンとＣＭの
シーンから構成される映像番組と前記映像表示装置に現に表示されている前記映像番組内
でのシーンが前記ＣＭ以外のシーンであるか前記ＣＭのシーンであるかを特定する特定情
報を取得する特定部と、
　前記特定情報により特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の
異なる第１の番組情報と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得部と、
　前記取得部により取得された前記第１の番組情報および前記第２の番組情報のいずれか
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を選択的に出力する出力部と、
　前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンで
は前記第１の番組情報を前記表示部に表示させ、前記特定情報によって特定される前記映
像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わる場合、前
記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングまたは前記ＣＭ以外
のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングの直前もしくは直後に、前記出
力部が出力する前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に切り替える
制御部と、を備える、
　番組情報出力装置。
【請求項１３】
　映像表示装置により表示され、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンとＣＭの
シーンから構成される映像番組と前記映像表示装置に現に表示されている前記映像番組内
でのシーンが前記ＣＭ以外のシーンであるか前記ＣＭのシーンであるかを特定する特定情
報を取得する特定ステップと、
　前記特定情報により特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の
異なる第１の番組情報と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにおいて取得された前記第１の番組情報および前記第２の番組情報の
いずれかを選択的に表示部に表示する表示ステップと、
　前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンで
は前記第１の番組情報を前記表示部に表示させ、前記特定情報によって特定される前記映
像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わる場合、前
記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングまたは前記ＣＭ以外
のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングの直前もしくは直後に、前記表
示ステップで前記表示部に表示させる前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の
番組情報に切り替える切替ステップとを含む、
　番組情報表示方法。
【請求項１４】
　番組情報方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　映像表示装置により表示され、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンとＣＭの
シーンから構成される映像番組と前記映像表示装置に現に表示されている前記映像番組内
でのシーンが前記ＣＭ以外のシーンであるか前記ＣＭのシーンであるかを特定する特定情
報を取得する特定ステップと、
　前記特定情報により特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の
異なる第１の番組情報と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得ステップと、
　前記取得ステップにおいて取得された前記第１の番組情報および前記第２の番組情報の
いずれかを選択的に表示部に表示する表示ステップと、
　前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンで
は前記第１の番組情報を前記表示部に表示させ、前記特定情報によって特定される前記映
像番組内のシーンが、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わる場合、前
記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングまたは前記ＣＭ以外
のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりタイミングの直前もしくは直後に、前記表
示ステップで前記表示部に表示させる前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の
番組情報に切り替える切替ステップとを含む、
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、番組情報表示装置、番組情報出力装置および番組情報表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　テレビ等の映像表示装置が表示する映像番組の番組内容に従って、映像番組の内容と関
連する番組情報を表示する番組情報表示装置がある（例えば、特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２‐２０９２０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　テレビの番組等の映像番組は、本編と本編中に挿入されるＣＭ（コマーシャルメッセー
ジ）等とで構成されている場合が多い。
【０００５】
　しかしながら、従来技術では、映像番組が本編からＣＭに切り替わった場合、視聴者に
ＣＭを表示させ続けるための動機付けが十分でない。
【０００６】
　そこで、本開示は、映像番組がＣＭ以外のシーン（本編のシーン）からＣＭのシーンに
切り替わった場合でも、視聴者にＣＭを表示させ続けることのできる番組情報表示装置、
番組情報出力装置および番組情報表示方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示における番組情報表示装置は、映像表示装置により表示されている映像番組と前
記映像番組内でのシーンとを特定する特定情報を取得する特定部と、前記特定情報により
特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の異なる第１の番組情報
と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得部と、前記取得部により取得された
前記番組情報を表示する表示部と、前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシ
ーンが、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わ
る場合、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりに応じて、前記表示
部に表示させる前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に切り替える
制御部とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本開示における番組情報表示装置は、映像番組がＣＭ以外のシーン（本編のシーン）か
らＣＭのシーンに切り替わった場合でも、視聴者にＣＭを表示させ続けることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、実施の形態１に係る番組関連情報提供システムの構成例を示す図である
。
【図２Ａ】図２Ａは、実施の形態１に係る番組情報提供サーバの構成を示すブロック図で
ある。
【図２Ｂ】図２Ｂは、実施の形態１に係る番組特定サーバの構成を示すブロック図である
。
【図３】図３は、実施の形態１に係る携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、実施の形態１に係る携帯端末のハードウェア構成例を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態１に係るテレビの構成を示すブロック図である。
【図６】図６は、実施の形態１に係る番組関連情報提供システムを構成する番組情報提供
サーバと、携帯端末と、番組特定サーバとの間の処理の流れを示すシーケンス図である。
【図７】図７は、実施の形態１に係る携帯端末の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図８】図８は、ユーザが視聴中の映像番組内でのシーンの切り替わりと、表示する番組
情報の切り替わりのタイミング例を示す図である。
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【図９】図９は、実施の形態２に係る番組関連情報提供システムの構成例を示す図である
。
【図１０】図１０は、実施の形態２に係る携帯端末の構成を示すブロック図である。
【図１１】図１１は、実施の形態２に係る録画機能付きテレビの構成を示すブロック図で
ある。
【図１２】図１２は、実施の形態２に係る携帯端末の動作を説明するためのフローチャー
トである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細
な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一
の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長にな
るのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１１】
　なお、発明者（ら）は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の
説明を提供するのであって、これらによって請求の範囲に記載の主題を限定することを意
図するものではない。
【００１２】
　（実施の形態１）
　以下、図１～図８を用いて、実施の形態１を説明する。
【００１３】
　［１－１．構成］
　図１は、実施の形態１に係る番組関連情報提供システムの構成例を示す図である。図２
Ａは、実施の形態１に係る番組情報提供サーバの構成を示すブロック図である。図２Ｂは
、実施の形態１に係る番組特定サーバの構成を示すブロック図である。図３は、実施の形
態１に係る携帯端末の構成を示すブロック図である。図４は、実施の形態１に係る携帯端
末のハードウェア構成例を示す図である。図５は、実施の形態１に係るテレビの構成を示
すブロック図である。
【００１４】
　図１に示す番組関連情報提供システムは、番組情報提供サーバ１と、携帯端末２と、テ
レビ３と、ネットワーク４と、放送局５と、番組特定サーバ６と、を備える。
【００１５】
　ネットワーク４は、番組情報提供サーバ１と、携帯端末２と、番組特定サーバ６とを接
続するための通信媒体である。
【００１６】
　放送局５は、テレビ３に映像番組を配信（放送）する配信元である。本実施の形態では
、放送局を例として示すが、本実施の形態の発明はこれに限定されるものではない。テレ
ビ３へ映像番組を送信するものであれば、放送局に限らず、ケーブルテレビ等の有線によ
る配信局であってもよいし、ビデオオンデマンドのサーバでもよいし、ＩＰ放送のサーバ
等を用いたコンピュータネットワークによるデータ送信装置等であってもよい。
【００１７】
　番組情報提供サーバ１は、テレビ３等で表示されている映像番組内でのシーン（番組シ
ーンとも記載）を特定する特定情報（シーン情報）等に基づいて、例えば放送されるテレ
ビ番組の内容等に関連するコンテンツ（番組情報と記載）等、映像番組に関する番組情報
を提供する。番組情報提供サーバ１は、携帯端末２などからの提供要求に応じて映像番組
に対応する番組情報（コンテンツ）を提供する。
【００１８】
　ここで、以下で用いる用語について説明する。
【００１９】
　「番組情報（コンテンツ）」とは、映像番組に関する番組情報すなわち映像番組の内容
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に関連する情報である。例えば、映像中（表示されている映像番組）に俳優など人物が表
示されている場合には、番組情報は、その俳優の各種情報（生年月日、性別、出演作品、
俳優暦などのプロフィールや、その俳優に関するニュースなど）である。また、例えば、
表示されている映像番組中に、商品が表示されている場合は、番組情報は、その商品の情
報（製造メーカ、販売代理店、商品価格、商品紹介のＵＲＬ、商品レビュー等の情報など
）である。また、例えば、表示されている映像番組がニュースである場合には、番組情報
は、ニュースに関する情報（ニュースの概略、ニュース対象の主体、関連するニュース、
当該ニュースに対する世間の評判等の情報など）である。つまり、番組情報（コンテンツ
）とは、テレビ３等で表示されている映像番組中において、表示される内容または話題と
して取り上げられる内容、これらに関連する間接的な内容に関連する情報のことを意味す
る。
【００２０】
　なお、本実施の形態では、番組特定情報は、例えば、放送局（映像配信元）、番組名、
番組内での視聴位置（映像番組開始時からの経過時間等）、番組放送日時（配信日時）、
等であるとして説明するが、この例に限定されない。番組を特定する情報、番組内での視
聴部分等を特定する情報であればその他の情報構成であってもよい。
【００２１】
　また、「番組シーンを特定する特定情報（シーン情報）」とは、映像番組内でのシーン
を特定するための情報であり、典型的には表示されている映像番組内でのシーンを説明す
る情報である。例えば、表示されている映像番組がドラマである場合には、シーン情報は
、ドラマのシーンの各種情報（どのようなシーンであるか、本編かＣＭか、次のシーンま
で何秒か、シーンＩＤ等の情報、あるいは番組冒頭からの経過時間、放送される際に当該
シーンが表示される絶対時間など）である。
【００２２】
　なお、本実施の形態では、シーン情報は、例えば、シーンＩＤ，シーンタイプ（番組本
編、ＣＭ）、シーン名、シーン開始時刻、シーン終了時刻、等の少なくともひとつを含む
として説明するが、それに限定されない。番組シーンを特定できる情報であればその他の
情報構成であってもよい。
【００２３】
　また、番組情報提供サーバ１は、図２Ａに示すように、制御部１１と、送信部１２と、
番組情報データベース１３と、を備える。
【００２４】
　制御部１１は、番組情報提供サーバ１全体を制御するとともに、番組情報（コンテンツ
）を送信する制御を行う。具体的には、制御部１１は、携帯端末２から映像番組の放送局
、表示日時の情報などを含む映像番組を特定する特定情報（番組特定情報）や、当該映像
番組内の番組シーンを特定する特定情報（シーン情報）を受信すると、番組情報データベ
ース１３から取得する当該番組シーンに関する（対応した）番組情報（コンテンツ）を送
信する制御を行う。
【００２５】
　送信部１２は、特定情報（番組特定情報やシーン情報）に基づき、制御部１１が番組情
報データベース１３から取得した番組情報（コンテンツ）を携帯端末２へ送信する。
【００２６】
　番組情報データベース１３は、特定情報（番組特定情報やシーン情報）により特定され
る映像番組に関連する番組情報（コンテンツ）を保持する。
【００２７】
　番組特定サーバ６は、テレビ３等で表示されている映像番組を特定する特定情報（番組
特定情報）や当該映像番組内の番組シーンを特定する特定情報（シーン情報）を提供する
。具体的には、番組特定サーバ６は、携帯端末２などからの要求に応じて番組を特定する
特定情報（番組特定情報）や当該映像番組内の番組シーンを特定する特定情報（シーン情
報）を提供する。
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【００２８】
　番組特定サーバ６は、図２Ｂに示すように、制御部６１と、送信部６２と、番組位置デ
ータベースと、を備える。
【００２９】
　制御部６１は、番組特定サーバ６全体を制御する。また、制御部６１は、テレビ３が表
示する映像番組に基づいて、番組位置データベース６３から、該当する映像番組の番組特
定情報、及び、その映像番組内での位置等を示す番組シーンを特定するシーン情報等を取
得する。
【００３０】
　本実施の形態では、制御部６１は、送信部６２を介して受信したデータ、例えばテレビ
３が表示する映像番組の映像データもしくは音声データに基づいて、番組位置データベー
ス６３から、番組特定情報を取得する。また、制御部６１は、送信部６２を介して受信し
たデータ、例えば表示日時および放送局、または、テレビ３が表示する映像番組の映像デ
ータもしくは音声データに基づいて、番組位置データベース６３から、映像番組内での位
置等を示すシーン情報を取得する。そして、制御部６１は、取得した特定情報（番組特定
情報、シーン情報）を、送信部６２を介して、携帯端末２へ送信する。
【００３１】
　送信部６２は、制御部６１の指示等に従って、携帯端末２から、映像番組の音声等の映
像番組に関する情報を受信し、番組位置データベース６３から抽出された特定情報（番組
特定情報、シーン情報等）を携帯端末２へ送信する。
【００３２】
　番組位置データベース６３は、放送局等から放送される映像番組の番組内容を特定する
特定情報（番組特定情報）や、その映像番組内でのシーンを特定する特定情報（シーン情
報）等を保持している。
【００３３】
　携帯端末２は、番組情報表示装置の一例であり、番組情報（コンテンツ）を番組情報提
供サーバ１から受信し、利用者（ユーザ）に受信した番組情報（コンテンツ）を表示する
。
【００３４】
　本実施の形態では、携帯端末２は、まず、テレビ３から出力される映像もしくは音声を
利用して、特定情報（番組特定情報およびシーン情報）を取得する。換言すると、携帯端
末２は、取得した映像もしくは音声を番組特定サーバ６へ送信することで、映像番組の放
送局や表示日時、表示中の映像番組内でのシーンなどを特定する特定情報を取得する。そ
して、携帯端末２は、特定情報を用いて、番組情報（コンテンツ）を取得し、利用者（ユ
ーザ）に提示（表示）する。以下、具体的に説明する。
【００３５】
　携帯端末２は、図３に示すように、特定部２１と、番組情報取得部２２と、制御部２３
と、表示部２４と、保持部２５と、マイク２６と、カメラ２７と、を備える。ここで、携
帯端末２は、ネットワーク４を介して、番組情報提供サーバ１や番組特定サーバ６と物理
的に直接接続されていてもよいし、ネットワーク４とそれぞれの間に１つ以上の装置を介
在させて接続されているものであってもよい。
【００３６】
　特定部２１は、テレビ３により表示されている映像番組と映像番組内でのシーンとを特
定する特定情報（番組特定情報およびシーン情報）を取得する。具体的には、特定部２１
は、テレビ３で視聴者が視聴している映像番組の放送局（配信元）、及び当該映像番組の
表示日時などの番組特定情報を、テレビ３から出力される映像もしくは音声を基に、番組
特定サーバ６へ問い合わせることで取得する。ここで、映像番組の特定方法として、映像
もしくは音声から例えば指紋情報（Ｆｉｎｇｅｒ　Ｐｒｉｎｔ）などのデータを生成し、
生成したデータを番組特定サーバ６に送信することで番組特定サーバ６に問い合わせる方
法があるが、これに限定されるものでない。
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【００３７】
　番組情報取得部２２は、例えば取得部の一例であり、特定情報により特定される映像番
組に関する番組情報であって、互いに内容の異なる第１の番組情報と、第２の番組情報と
を含む番組情報を取得する。具体的には、番組情報取得部２２は、特定部２１により特定
された特定情報（番組特定情報およびシーン情報）を用いて、番組特定サーバ６から、番
組情報（コンテンツ）を受信する。
【００３８】
　ここで、番組情報取得部２２は、テレビ３で映像番組を構成するＣＭのシーンが表示さ
れる前に、第２の番組情報を含む番組情報を取得して、取得した第２の番組情報を保持部
２５に保持させるとしてもよい。
【００３９】
　なお、映像番組は、ＣＭ以外のシーンとＣＭのシーンとで構成され、ＣＭ以外のシーン
とは、映像番組を構成する本編のシーンである。第１の番組情報は、映像番組を構成する
ＣＭ以外のシーンの番組内容に関連する番組情報（通常コンテンツ）である。第２の番組
情報は、テレビ３で映像番組を構成するＣＭのシーンが表示される間に表示部２４で表示
される番組情報であって、映像番組を構成するＣＭ以外のシーン内容に関連する番組情報
（特典コンテンツ）である。
【００４０】
　より具体的には、通常コンテンツ（第１の番組情報）は、本編用の番組情報であり、例
えば、映像番組がドラマ番組の場合、俳優の基本的な情報（名前、生年月日、性別）や、
映像番組の本編（ドラマ）のあらすじなどである。一方、特典コンテンツ（第１の番組情
報）は、ＣＭ中のための番組情報であり、例えば、映像番組がドラマ番組の場合、俳優の
詳細な情報（俳優が身に着けている衣服、その他出演作品、俳優に関するニュース）や本
編（ドラマ）のサイドストーリーなどである。また、別の例として、映像番組がスポーツ
番組の場合、通常コンテンツ（第１の番組情報）は、打者の成績などであり、特典コンテ
ンツ（第２の番組情報）は、ＣＭ中のベンチの情報や、選手交代の情報等である。なお、
通常コンテンツ（第１の番組情報）、特典コンテンツ（第２の番組情報）は、上記例に限
定されるものでない。
【００４１】
　制御部２３は、携帯端末２全体を制御すると共に、番組情報の取得や表示などについて
操作全体について制御する。そして、制御部２３は、特定部２１が取得した特定情報（番
組特定情報及びシーン情報）を、番組情報取得部２２を介して番組情報提供サーバ１に送
信する。制御部２３は、特定情報を用いて取得した番組情報を保持部２５に記録する。ま
た、制御部２３は、取得した番組情報を表示部２４に表示するための制御を行なう。
【００４２】
　具体的には、制御部２３は、特定情報によって特定される映像番組内のシーンが、ＣＭ
（コマーシャルメッセージ）以外のシーンからＣＭのシーンに切り替わる場合、ＣＭ以外
のシーンからＣＭのシーンへの切り替わりに応じて、表示部２４に表示させる番組情報を
第１の番組情報から第２の番組情報に切り替える。
【００４３】
　例えば、制御部２３は、特定情報によって特定される映像番組内のシーンが、ＣＭ以外
のシーンからＣＭのシーンに切り替わる場合、ＣＭ以外のシーンからＣＭのシーンへの切
り替わり直後に、表示部２４に表示させる番組情報を第１の番組情報から第２の番組情報
に切り替えるとしてもよい。また、例えば、制御部２３は、特定情報によって特定される
映像番組内のシーンが、ＣＭ以外のシーンからＣＭのシーンに切り替わる場合、ＣＭ以外
のシーンからＣＭのシーンへの切り替わり直前に、表示部２４に表示させる前記番組情報
を第１の番組情報から第２の番組情報に切り替えるとしてもよい。
【００４４】
　また、制御部２３は、さらに、特定情報によって特定される映像番組内のシーンが、Ｃ
ＭのシーンからＣＭ以外のシーンに切り替わる場合、ＣＭのシーンからＣＭ以外のシーン
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への切り替わりに応じて、表示部２４に表示させる番組情報を第２の番組情報から第１の
番組情報に切り替える。ここで、上記同様に、制御部２３は、特定情報によって特定され
る映像番組内のシーンが、ＣＭのシーンからＣＭ以外のシーンに切り替わる場合、ＣＭの
シーンからＣＭ以外のシーンへの切り替わり直後に、表示部２４に表示させる番組情報を
第２の番組情報から前記第１の番組情報に切り替えるとしてもよい。また、制御部２３は
、特定情報によって特定される映像番組内のシーンが、ＣＭのシーンからＣＭ以外のシー
ンに切り替わる場合、ＣＭのシーンからＣＭ以外のシーンへの切り替わり直前に、表示部
２４に表示させる番組情報を第２の番組情報から前記第１の番組情報に切り替えるとして
もよい。
【００４５】
　なお、制御部２３は、保持部２５にテレビ３で映像番組を構成するＣＭのシーンが表示
される前に、第２の番組情報を含む番組情報（第２の番組情報）が保持されている場合、
ＣＭ以外のシーンからＣＭのシーンへの切り替わりに応じて、表示部２４に表示させる番
組情報を第１の番組情報から、保持部２５により保持されている第２の番組情報に切り替
えるとしてもよい。
【００４６】
　表示部２４は、例えば、番組情報取得部２２により取得された番組情報を表示する。ま
た、表示部２４は、番組情報だけでなく、例えば表示対象となったシーン情報も表示する
。
【００４７】
　保持部２５は、少なくとも第２の番組情報を保持する。また、保持部２５は、取得した
シーン情報や番組情報を保持するとしてもよい。
【００４８】
　ここで、例えば、保持部２５は、テレビ３で映像番組を構成するＣＭのシーンが表示さ
れる前に、番組情報取得部２２により取得された第２の番組情報を含む番組情報（第２の
番組情報）が保持される。
【００４９】
　マイク２６は、テレビ３が表示する映像番組の映像とともに出力する音声を取得する。
【００５０】
　カメラ２７は、テレビ３が表示する映像番組の映像を取得する。
【００５１】
　なお、本実施の形態では、携帯端末２は、マイク２６と、カメラ２７と、の両方を備え
るとして説明するが、これに限定されない。携帯端末２は、マイク２６、又は、カメラ２
７の一方のみを備えるとしてもよい。つまり、マイク２６やカメラ２７は、テレビ３が表
示する映像番組を特定するための特定情報（番組特定情報）を取得するためのデバイスの
一例として例示されるものである。そのため、これら以外のデバイスを用いて、テレビ３
が表示する映像番組を特定するための特定情報を取得できるものであれば、これらに限定
されるものではない。
【００５２】
　また、以上のように構成される携帯端末２は、例えば図４に示すハードウェアにより実
現される。すなわち、携帯端末２は、例えば図４に示すように、ＣＰＵ２０１と、メモリ
２０２と、ネットワークインターフェース２０３と、ディスプレイ２０４と、マイク２６
と、カメラ２７と、を備えるハードウェア構成により実現される。
【００５３】
　ＣＰＵ２０１は、携帯端末２全体を制御する。具体的に制御する部分は、ＣＰＵ２０１
上で動作するソフトウェアプログラム等により実現される。なお、ＣＰＵ２０１は、図３
に示す特定部２１の一部、番組情報取得部２２の一部、制御部２３等に該当する。
【００５４】
　メモリ２０２は、データを記録する。メモリ２０２には、上記のＣＰＵ２０１上で動作
するソフトウェアプログラムや、ソフトウェアプログラム動作時の一時変数、あるいは、
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番組特定サーバ６から取得したシーン情報、番組情報提供サーバ１から取得した番組情報
（コンテンツ）等を記録する。なお、メモリ２０２は、図３に示す保持部２５等に該当す
る。
【００５５】
　ネットワークインターフェース２０３は、ネットワーク接続された外部機器とデータを
送受信する。なお、外部機器とのデータ送受信を行う際の接続形態は無線接続、有線接続
等が考えられるがこれに限定するものでない。なお、ネットワークインターフェース２０
３は、図３に示す特定部２１の一部、番組情報取得部２２の一部、等に該当する。
【００５６】
　ディスプレイ２０４は、取得した番組情報（コンテンツ）等を表示する表示装置である
。ディスプレイ２０４は、図３に示す表示部２４に該当する。
【００５７】
　マイク２６は、上述したように、テレビ３からの音声を取得する装置である。
【００５８】
　カメラ２７は、テレビ３が表示する映像を撮像する。カメラ２７は、図３に示すカメラ
２７に該当する。
【００５９】
　テレビ３は、映像表示装置の一例であり、携帯端末２の利用者（ユーザ）が、映像番組
を視聴するための装置である。
【００６０】
　テレビ３の視聴者は、例えば図１に示す放送局５から配信される映像番組をテレビ３で
視聴する。その際、テレビ３を視聴時に視聴者の側に置いてある携帯端末２が、テレビ３
から出力される音声を取得する。この音声に基づいて、携帯端末２は、番組特定サーバ６
から視聴中の映像番組を特定する特定情報（番組特定情報）や視聴中の映像番組内でのシ
ーンを特定する特定情報（シーン情報）を取得することができる。そのため、携帯端末２
は、当該特定情報に基づいて、番組情報を取得して表示することができる。これにより、
視聴者は、テレビ３が表示する映像番組内で関心のある内容について、携帯端末２でより
詳細に番組情報を取得することができる。
【００６１】
　テレビ３は、図５に示すように、チューナ部３１と、音声出力部３２と、表示部３３と
、を備える。
【００６２】
　チューナ部３１は、放送局５から配信される映像番組を受信、復調して音声出力部３２
で音声を出力、ならびに表示部３３で映像を表示できるように変換する。
【００６３】
　音声出力部３２は、チューナ部３１で復調された音声を出力する。
【００６４】
　表示部３３は、チューナ部３１で復調された映像番組を表示する。
【００６５】
　以上のように構成された番組関連情報提供システムでは、映像番組がＣＭ以外のシーン
（本編のシーン）からＣＭのシーンに切り替わった場合、切り替わり時に特典コンテンツ
（第２の番組情報）が携帯端末２の表示部２４に表示させることができる。それにより、
映像番組がＣＭ以外のシーン（本編のシーン）からＣＭのシーンに切り替わった場合でも
、視聴者にＣＭを表示（視聴）させ続けることができる。
【００６６】
　［１－２．動作］
　以上のように構成された番組関連情報提供システムについて、以下、それぞれの動作に
ついて詳細に説明する。
【００６７】
　図６は、実施の形態１に係る番組関連情報提供システムを構成する番組情報提供サーバ
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１と、携帯端末２と、番組特定サーバ６との間の処理の流れを示すシーケンス図である。
【００６８】
　まず、携帯端末２（特定部２１）は、番組特定サーバ６へ視聴中の映像番組を特定する
特定情報（番組特定情報）の要求を行う（Ｓ１０１）。具体的には、携帯端末２は、マイ
ク２６もしくはカメラ２７で取得した映像番組の音声もしくは映像のデータを送信する。
【００６９】
　次に、番組特定サーバ６（制御部６１）は、取得したデータと番組位置データベース６
３が保存するデータを照合し、視聴中の映像番組を特定（映像番組を特定する番組特定情
報を取得）する。そして、番組特定サーバ６（送信部６２）は、取得した番組特定情報を
携帯端末２へ送信する（Ｓ１０２）。
【００７０】
　次に、携帯端末２（制御部２３）は、番組特定サーバ６に対して、視聴中の映像番組内
のシーンを特定する特定情報（シーン情報）の要求を行う（Ｓ１０３）。ここで、携帯端
末２（制御部２３）は、放送局、及びその表示日時等を含むデータを送信することでシー
ン情報の要求を行う。また、携帯端末２（制御部２３）は、その要求を行う際に、Ｓ１０
２で取得した番組特定情報を同時に送信する。
【００７１】
　次に、番組特定サーバ６（制御部６１）は、例えば、受信した映像番組の放送局及びそ
の表示日時等を含むデータに基づいて、番組位置データベース６３から、対応する映像番
組内のシーンを特定するシーン情報を検索して取得する。そして、番組特定サーバ６（送
信部１２）は、取得した番組シーン情報を携帯端末２へ送信する（Ｓ１０４）。
【００７２】
　以下、ユーザが現在視聴中の映像番組内でのシーンは本編のシーンであるとして説明す
る。
【００７３】
　次に、携帯端末２（番組情報取得部２２）は、番組情報提供サーバ１に、特定部２１に
より特定された特定情報（番組特定情報およびシーン情報）を用いて、通常コンテンツ（
第１の番組情報）の取得要求を行う（Ｓ１０５）。ここで、携帯端末２（番組情報取得部
２２）は、取得要求を行う際、番組特定情報を同時に送信する。
【００７４】
　次に、番組情報提供サーバ１（制御部１１）は、受信した番組特定情報に含まれる映像
番組を配信する放送局、及びその表示日時に基づいて、番組情報データベース１３から対
応する映像番組の本編に対応する通常コンテンツ（第１の番組情報）を検索して取得する
。そして、番組情報提供サーバ１（送信部１２）は、取得した通常コンテンツ（第１の番
組情報）を携帯端末２へ送信する（Ｓ１０６）。
【００７５】
　次に、携帯端末２（番組情報取得部２２）は、番組情報提供サーバ１へＣＭ時に表示す
るための特典コンテンツ（第２の番組情報）の取得要求を行う（Ｓ１０７）。ここで、携
帯端末２（番組情報取得部２２）は、取得要求を行う際、番組特定情報を同時に送信する
。
【００７６】
　次に、番組情報提供サーバ１（制御部１１）は、受信した番組特定情報に含まれる映像
番組を配信する放送局、及びその表示日時に基づいて、番組情報データベース１３から映
像番組のＣＭ時に対応する特典コンテンツ（第２の番組情報）を検索して取得する。そし
て、番組情報提供サーバ１（送信部１２）は、取得した特典コンテンツ（第２の番組情報
）を携帯端末２へ送信する（Ｓ１０８）。
【００７７】
　そして、携帯端末２（表示部２４）は、取得した番組情報（通常コンテンツや特典コン
テンツ）を、テレビ３が表示する映像番組内のシーン（本編のシーンまたはＣＭのシーン
）に応じて、表示する。
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【００７８】
　次に、携帯端末２における動作について説明する。
【００７９】
　図７は、実施の形態１に係る携帯端末２の動作を説明するためのフローチャートである
。図８は、ユーザが視聴中の映像番組内でのシーンの切り替わりと、表示する番組情報の
切り替わりのタイミング例を示す図である。
【００８０】
　まず、特定部２１は、制御部２３の指示により、マイク２６やカメラ２７を介してテレ
ビ３から出力される音声もしくは映像を取得する。次いで、特定部２１は、番組特定サー
バ６から、ユーザが現在視聴中の映像番組とその映像番組内でのシーンとを特定する特定
情報（番組特定情報およびシーン情報）を取得する（Ｓ２０１）。具体的には、特定部２
１は、番組特定サーバ６へ、マイク２６もしくはカメラ２７で取得した映像番組の音声も
しくは映像のデータを送信する。そして、特定部２１は、番組特定サーバ６からの応答と
して、特定情報（番組特定情報およびシーン情報）を受信する。なお、特定部２１が特定
情報を取得する処理は、Ｓ１０１～Ｓ１０４で説明した通りであるので、詳細な説明は省
略する。
【００８１】
　次に、制御部２３は、取得したシーン情報から、テレビ３に表示されている映像番組内
のシーンが本編のシーンかＣＭのシーンかを判定する（Ｓ２０２）。
【００８２】
　ここで、例えば、シーン情報には、映像番組の本編、または、映像番組のコマーシャル
メッセージ（ＣＭ）を識別するシーンタイプ等が含まれているとする。図８に示す場合で
は、シーン情報は、映像番組の本編１もしくは本編２であることを示すシーンタイプ、ま
たは、本編１と本編２との間に挿入されているＣＭであることを示すシーンタイプが含ま
れる。それにより、制御部２３は、取得したシーン情報から、テレビ３に表示されている
映像番組内のシーンが本編のシーンかＣＭのシーンかを判定することができる。
【００８３】
　次に、テレビ３に表示されている映像番組内のシーンが本編（例えば、本編１）である
と判定した場合（Ｓ２０２で本編）、制御部２３は、番組情報取得部２２に、映像番組の
本編１中に通常コンテンツ（第１の番組情報）を取得させる。そして、制御部２３は、取
得した通常コンテンツ（第１の番組情報）を表示部２４に表示させる（Ｓ２０３）。なお
、携帯端末２が通常コンテンツ（第１の番組情報）を取得する処理は、Ｓ１０５およびＳ
１０６で説明した通りであるので、詳細な説明は省略する。
【００８４】
　次に、テレビ３に表示されている映像番組内のシーンが本編（例えば、本編１）である
間に、制御部２３は、映像番組のＣＭ時（図８で、本編１と本編２の間に挿入されたＣＭ
１）に表示部２４で表示するための特典コンテンツ（第２の番組情報）を番組情報取得部
２２に取得させる。そして、制御部２３は、番組情報取得部２２に、取得した特典コンテ
ンツ（第２の番組情報）を保持部２５に格納（保持）させる（Ｓ２０４）。なお、携帯端
末２が特典コンテンツ（第２の番組情報）を取得する処理は、Ｓ１０７およびＳ１０８で
説明した通りであるので、詳細な説明は省略する。
【００８５】
　一方、Ｓ２０２において、テレビ３に表示されている映像番組内のシーンがＣＭ（例え
ば、図８のＣＭ１）の場合、制御部２３は、表示部２４に保持部２５に保持されている特
典コンテンツ）（第２の番組情報）を表示させる（Ｓ２０５）。
【００８６】
　なお、テレビ３に表示されている映像番組内のシーンが本編である場合には、Ｓ２０１
～Ｓ２０４の処理が繰り返され、テレビ３に表示されている映像番組内のシーンがＣＭで
ある場合には、Ｓ２０１～Ｓ２０５の処理が繰り返される。
【００８７】
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　このようにして、通常コンテンツ（第１の番組情報）は、特定された番組シーンが本編
である場合に携帯端末２の表示部２４に表示される。一方、特典コンテンツ（第２の番組
情報）は、特定された番組シーンがＣＭである場合にのみ携帯端末２の表示部２４に表示
される。
【００８８】
　［１－３．効果等］
　以上のように、本実施の形態の番組情報表示装置（携帯端末２）は、映像表示装置（テ
レビ３）により表示されている、映像番組と映像番組内でのシーンとを特定する特定情報
（番組特定情報およびシーン情報）を取得する特定部（特定部２１）と、特定情報（番組
特定情報およびシーン情報）により特定される映像番組に関する番組情報であって、互い
に内容の異なる第１の番組情報（通常コンテンツ）と、第２の番組情報（特典コンテンツ
）とを含む番組情報を取得する取得部（番組情報取得部２２）と、取得部（番組情報取得
部２２）により取得された番組情報（コンテンツ）を表示する表示部（表示部２４）と、
特定情報（番組特定情報およびシーン情報）によって特定される映像番組内のシーンが、
ＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンに切り替わる場合、ＣＭ以外（本編）のシー
ンからＣＭのシーンへの切り替わりに応じて、表示部（表示部２４）に表示させる番組情
報（コンテンツ）を第１の番組情報（通常コンテンツ）から第２の番組情報（特典コンテ
ンツ）に切り替える制御部（制御部２３）とを備える。
【００８９】
　この構成により、映像番組がＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンに切り替わっ
た場合でも、視聴者にＣＭを表示させ続けることができる。
【００９０】
　ここで、制御部（制御部２３）は、特定情報（番組特定情報およびシーン情報）によっ
て特定される映像番組内のシーンが、ＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンに切り
替わる場合、ＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンへの切り替わり直後に、表示部
（表示部２４）に表示させる番組情報（コンテンツ）を第１の番組情報（通常コンテンツ
）から第２の番組情報（特典コンテンツ）に切り替えるとしてもよい。
【００９１】
　また、制御部（制御部２３）は、特定情報（番組特定情報およびシーン情報）によって
特定される映像番組内のシーンが、ＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンに切り替
わる場合、ＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンへの切り替わり直前に、表示部（
表示部２４）に表示させる番組情報（コンテンツ）を第１の番組情報（通常コンテンツ）
から第２の番組情報（特典コンテンツ）に切り替えるとしてもよい。
【００９２】
　また、制御部（制御部２３）は、さらに、特定情報（番組特定情報およびシーン情報）
によって特定される映像番組内のシーンが、ＣＭのシーンからＣＭ以外（本編）のシーン
に切り替わる場合、ＣＭのシーンからＣＭ以外（本編）のシーンへの切り替わりに応じて
、表示部（表示部２４）に表示させる番組情報（コンテンツ）を第２の番組情報（特典コ
ンテンツ）から第１の番組情報（通常コンテンツ）に切り替えるとしてもよい。
【００９３】
　ここで、制御部（制御部２３）は、特定情報（番組特定情報およびシーン情報）によっ
て特定される映像番組内のシーンが、ＣＭのシーンからＣＭ以外（本編）のシーンに切り
替わる場合、ＣＭのシーンからＣＭ以外（本編）のシーンへの切り替わり直後に、表示部
（表示部２４）に表示させる番組情報（コンテンツ）を第２の番組情報（特典コンテンツ
）から第１の番組情報（通常コンテンツ）に切り替えるとしてもよい。
【００９４】
　また、制御部（制御部２３）は、特定情報（番組特定情報およびシーン情報）によって
特定される映像番組内のシーンが、ＣＭのシーンからＣＭ以外（本編）のシーンに切り替
わる場合、ＣＭのシーンからＣＭ以外（本編）のシーンへの切り替わり直前に、表示部（
表示部２４）に表示させる番組情報（コンテンツ）を第２の番組情報（特典コンテンツ）
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から第１の番組情報（通常コンテンツ）に切り替えるとしてもよい。
【００９５】
　これにより、番組情報表示装置の視聴者は、映像表示装置が表示する映像番組のシーン
に応じて（本編のシーンまたはＣＭのシーン）、好適な番組情報を、表示することができ
る。例えば、番組情報表示装置が映像番組の本編のシーンを表示している場合には、番組
情報表示装置は、本編のシーンに対応する番組情報（第１の番組情報）を表示するととも
に、番組情報表示装置が映像番組のＣＭのシーンを表示する場合に番組情報表示装置の表
示部で表示すべき番組情報（第２の番組情報）を取得する。そして、番組情報表示装置が
映像番組のＣＭのシーンをした場合には、番組情報表示装置は、ＣＭのシーンに対応する
番組情報を表示する（第２の番組情報）。
【００９６】
　このように、視聴者は、映像番組がＣＭ中となった場合でも、番組情報表示装置でその
映像番組に対応する番組情報（第２の番組情報）を視聴することができる。それにより、
視聴者は映像番組の本編と関係のないＣＭが表示されている場合でも、映像番組と関連す
る番組情報を視聴する動機付けを与えられるので、視聴者にＣＭを表示させ続けることが
できる。
【００９７】
　また、本実施の形態の番組情報表示装置（携帯端末２）は、さらに、少なくとも第２の
番組情報（特典コンテンツ）を保持する保持部（保持部２５）を備え、取得部（番組情報
取得部２２）は、映像表示装置（テレビ３）で映像番組を構成するＣＭのシーンが表示さ
れる前に、第２の番組情報（特典コンテンツ）を含む番組情報（コンテンツ）を取得して
、取得した第２の番組情報（特典コンテンツ）を保持部（保持部２５）に保持させる。そ
して、制御部（制御部２３）は、ＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンへの切り替
わりに応じて、表示部(表示部２４)に表示させる番組情報を第１の番組情報（通常コンテ
ンツ）から保持部（保持部２５）により保持されている第２の番組情報（特典コンテンツ
）に切り替えるとしてもよい。
【００９８】
　それにより、映像番組のＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンへの切り替わりに
応じて、番組情報を切り替えることができる。
【００９９】
　なお、本実施の形態では、映像番組の特定方法として、携帯端末２が取得した映像もし
くは音声データを元に番組特定サーバ６へ問い合わせる手法を用いたが、それに限らない
。例えば、放送局５が放送する映像番組の映像もしくは音声に情報を埋め込む手法、例え
ばウォーターマーク技術を用いることで映像番組を特定するとしてもよい。
【０１００】
　また、本実施の形態では、特定情報（番組特定情報およびシーン情報）を、番組特定サ
ーバ６へ問い合わせるとして説明したが、それに限られない。特定情報のうち、番組特定
情報のみを番組特定サーバ６に問い合わせ、シーン情報を番組情報提供サーバ１に問い合
わせるとしてもよい。
【０１０１】
　また、特典コンテンツ（第２の番組情報）を番組特定サーバ６から取得する際に、取得
ＵＲＬをシーン情報に格納することも考えられる。その場合、ＣＭ前の本編を見た視聴者
にのみ特典コンテンツ（第２の番組情報）を取得できる状況を作り出すことができる。
【０１０２】
　また、本実施の形態では、本編中に特典コンテンツ（第２の番組情報）を取得し、携帯
端末２内の保持部２５に保持する構成について説明したが、それに限らない。例えば、本
編視聴中は特典コンテンツ（第２の番組情報）の取得ＵＲＬ等を保持部２５に保持すると
し、番組シーンがＣＭに切り替わったタイミングで特典コンテンツ（第２の番組情報）を
保持部２５から取得して表示するとしてもよい。また、例えば、番組シーンがＣＭに切り
替わった後（ＣＭ中に）、特典コンテンツ（第２の番組情報）を取得して、表示するとし
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てもよい。
【０１０３】
　また、本実施の形態では、図６のＳ１０５、１０６及びＳ１０７とＳ１０８とにおいて
、別の処理で本編用の通常コンテンツ（第１の番組情報）とＣＭ用の特典コンテンツ（第
２の番組情報）とをそれぞれ取得する場合の例について説明したが、これに限られない。
例えば、通常コンテンツ（第１の番組情報）と特典コンテンツ（第２の番組情報）を同じ
ステップで取得するとしてもよい。その場合には、携帯端末２と番組情報提供サーバ１と
の間の通信量あるいは通信回数を抑制することが可能となる効果を奏する。
【０１０４】
　（実施の形態２）
　以下、図９～図１２を用いて、実施の形態１で説明した番組関連情報提供システムと異
なる例を、実施の形態２として説明する。
【０１０５】
　［２－１．構成］
　図９は、実施の形態２に係る番組関連情報提供システムの構成例を示す図である。図１
０は、実施の形態２に係る携帯端末の構成を示すブロック図である。図１１は、実施の形
態２に係る録画機能付きテレビの構成を示すブロック図である。
【０１０６】
　本実施の形態の番組関連情報提供システム（図９）と、本実施の形態１で説明した番組
関連情報提供システム（図１）との相違点は、以下の２つである。すなわち、（１）視聴
する映像番組が録画機能付きテレビ８で録画した映像番組であることと、（２）利用者（
ユーザ）が録画機能付きテレビ８に対してＣＭスキップ操作を行った場合の携帯端末７の
動作である。それ以外の点については、実施の形態１と同じであるので説明を省略する。
【０１０７】
　ここで、ＣＭスキップ操作とは、録画した映像番組の再生中に、ＣＭ部分を早送りまた
はスキップする操作のことをいう。
【０１０８】
　なお、図９に示す番組関連情報提供システムは、図１に示す番組関連情報提供システム
も対してテレビ３に代わり録画機能付きテレビ８と、携帯端末２に代わり携帯端末７とを
備えている点が構成上異なる。
【０１０９】
　携帯端末７は、番組情報表示装置の一例であり、特定部２１と、番組情報取得部２２と
、表示部２４と、保持部２５と、マイク２６と、カメラ２７と、制御部７７と、を備える
。
【０１１０】
　特定部２１と番組情報取得部２２と、表示部２４と、保持部２５と、マイク２６と、カ
メラ２７と、は実施の形態１と同じであるので説明を省略する。
【０１１１】
　制御部７７は、携帯端末２全体を制御すると共に、番組情報の取得、表示などについて
情報の操作全体について制御する。具体的には、制御部７７は、実施の形態１の制御部２
３の機能はすべて備えている。さらに、制御部７７は、利用者（ユーザ）が録画機能付き
テレビ８で再生する映像番組中のＣＭをスキップする等、ＣＭを見ない操作を検出した場
合に、番組情報の表示を制御する。
【０１１２】
　より具体的には、制御部７７は、録画機能付きテレビ８でＣＭのシーンの表示がスキッ
プされたか否かを検出する。そして、制御部７７は、録画機能付きテレビ８でＣＭのシー
ンの表示がスキップされたことを検出した場合、表示部２４に表示させる番組情報を第２
の番組情報（特典コンテンツ）に切り替えずに第１の番組情報（通常コンテンツ）のまま
とする。
【０１１３】
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　例えば、制御部７７は、ＣＭのシーンの表示がスキップされた場合（録画機能付きテレ
ビ８でＣＭのシーンの表示がスキップされたことを検出した場合）、保持部２５に保持さ
れている第２の番組情報を破棄し、表示部２４に表示させる番組情報を第２の番組情報（
特典コンテンツ）に切り替えずに第１の番組情報（通常コンテンツ）のままとする。
【０１１４】
　録画機能付きテレビ８は、映像表示装置の一例であり、チューナ部３１と、音声出力部
３２と、表示部３３と、ＨＤＤ８４と、を備える。
【０１１５】
　チューナ部３１と、音声出力部３２と、表示部３３とは、実施の形態１のテレビ３のそ
れぞれの構成と同じであるので説明を省略する。
【０１１６】
　ＨＤＤ８４は、チューナ部３１で事前に取得した映像番組を保持（記録）する蓄積媒体
である。ＨＤＤ８４は、録画機能付きテレビ８の視聴者（ユーザ）の指示等に従って、保
持している映像番組の情報を、出力する。出力された映像番組の情報は、必要に応じて復
号等の処理が施され、表示部３３や音声出力部３２から出力される。
【０１１７】
　以上のように図９に示す番組関連情報提供システムは構成されている。
【０１１８】
　［２－２．動作］
　次に、本実施の形態における携帯端末７の動作について説明する。
【０１１９】
　図１２は、実施の形態２に係る携帯端末７の動作を説明するためのフローチャートであ
る。
【０１２０】
　なお、Ｓ３０３およびＳ３０４を除く処理については、実施の形態１で説明した通りで
あるので説明を省略する。具体的には、Ｓ３０１および図７のＳ２０１、Ｓ３０２および
図７のＳ２０２、Ｓ３０５および図７のＳ２０３、Ｓ３０６と図７のＳ２０４、ならびに
、Ｓ３０７および図７のＳ２０５、は実施の形態１と同じ処理であるためこれらの処理に
ついては説明を省略する。
【０１２１】
　Ｓ３０２で本編の場合、すなわち制御部７７により録画機能付きテレビ８に表示されて
いる映像番組内のシーンが本編（例えば、本編１）であると判定された場合、制御部７７
は、録画機能付きテレビ８でＣＭのシーンの表示がスキップされたか否かを検出する（Ｓ
３０３）。これは、ユーザが、録画機能付きテレビ８で録画した映像番組の本編を視聴し
ていると、その後、番組シーンが本編からＣＭに切り替わるときがある。そのとき、利用
者は、リモコン操作等によりＣＭスキップを行う場合があるからである。そのため、録画
機能付きテレビ８に表示されている映像番組内のシーンが本編（例えば、本編１）である
と判定後に、制御部７７により、ＣＭスキップが行なわれた否かが判定される。
【０１２２】
　以下、ＣＭスキップの判定方法について具体的に説明する。
【０１２３】
　ここで、シーン情報には、例えば本編のシーンであることを示す本編シーン情報、ＣＭ
のシーンであることを示すＣＭシーン情報、及び、シーン識別子（ＩＤ）と、が含まれて
いるとする。また、本編シーン情報とＣＭシーン情報とは排他的に有効となる情報であり
、シーン情報は、映像番組を構成する本編とそれに続くＣＭでは同一のシーン識別子を有
するとする。
【０１２４】
　この場合、制御部７７は、本編シーン情報とシーン識別子（ＩＤ）とを用いて、映像番
組内でのシーンが本編のシーンであることを特定することができる。同様に、制御部７７
は、ＣＭシーン情報とシーン識別子（ＩＤ）とで、映像番組内でのシーンがＣＭのシーン
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であることを特定できる。また、制御部７７は、シーン情報が本編とそれに続くＣＭと同
一のシーン識別子を有する場合でも、本編のシーンとＣＭのシーンとは本編シーン情報と
ＣＭシーン情報とで区別できる。
【０１２５】
　したがって、制御部７７は、取得した現在の映像番組のシーン情報を有するシーンＩＤ
と、直前に取得したシーン情報のシーンＩＤとが合致するかどうかと、ＣＭシーン情報を
取得した（ＣＭのシーンを経由した）かどうかを確認することで、ＣＭスキップを判定で
きる。具体的には、制御部７７は、現在のシーンＩＤと直前のシーンＩＤとが合致してい
ること、かつ、ＣＭシーン情報を取得したことを確認した場合には、ＣＭ後に新たな本編
が再生されていると判定できる。また、制御部７７は、現在のシーンＩＤと直前のシーン
ＩＤが合致していないこと、かつ、ＣＭシーン情報を取得していないことを確認した場合
には、本編のシーン後のＣＭのシーンをスキップ（視聴していない）したと判定すること
ができる。
【０１２６】
　Ｓ３０３において、ＣＭスキップが行われたと判定された場合（Ｓ３０３でＹＥＳ）、
制御部７７は、それまで保持部２５に保持していた特典コンテンツ（第２の番組情報）を
破棄する（Ｓ３０４）。
【０１２７】
　一方、Ｓ３０３において、ＣＭスキップが行われたと判定されない場合（Ｓ３０３でＮ
ｏ）、携帯端末７は、Ｓ３０５の処理に進む。
【０１２８】
　このようにして、録画機能付きテレビ８でＣＭスキップを行った場合、携帯端末７は、
ＣＭ直前の本編に対する特典コンテンツ（第２の番組情報）を破棄するので、視聴者は携
帯端末７で特典コンテンツ（第２の番組情報）を視聴できなくなる。
【０１２９】
　つまり、録画機能付きテレビ８でＣＭスキップを行った場合、携帯端末７は、ＣＭ直前
の本編に対する特典コンテンツ（第２の番組情報）を破棄するので、携帯端末７の視聴者
が、録画機能付きテレビ８でＣＭを視聴する場合のみ特典コンテンツ（第２の番組情報）
を閲覧できる状況を作り出すことが可能となる。
【０１３０】
　それにより、映像番組がＣＭ以外（本編）のシーンからＣＭのシーンに切り替わった場
合でも、視聴者にＣＭを表示させ続けることができる。
【０１３１】
　［２－３．効果等］
　以上のように、本実施の形態の番組情報表示装置（携帯端末２）では、制御部（制御部
２３）は、さらに、映像表示装置（録画機能付きテレビ８）でＣＭのシーンの表示がスキ
ップされたか否かを検出する。制御部（制御部２３）は、映像表示装置（録画機能付きテ
レビ８）でＣＭのシーンの表示がスキップされたことを検出した場合、表示部（表示部２
４）に表示させる番組情報（コンテンツ）を第２の番組情報（特典コンテンツ）に切り替
えずに第１の番組情報（通常コンテンツ）のままとする。
【０１３２】
　ここで、制御部（制御部２３）は、映像表示装置（録画機能付きテレビ８）でＣＭのシ
ーンの表示がスキップされた場合、保持部（保持部２５）に保持されている第２の番組情
報（特典コンテンツ）を破棄し、表示部（表示部２４）に表示させる番組情報（コンテン
ツ）を第２の番組情報（特典コンテンツ）に切り替えずに第１の番組情報（通常コンテン
ツ）のままとする。
【０１３３】
　換言すると、番組情報表示装置（携帯端末７）は、映像番組のシーンに対応した番組情
報を取得する。そして、映像表示装置（録画機能付きテレビ８）で映像番組内でのＣＭの
シーンがスキップや早送り等で通常に表示されなかった場合、スキップ等されたＣＭのシ
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ーンに対応する第２の番組情報（特典コンテンツ）を、番組情報表示装置（携帯端末７）
は表示しない。つまり、番組情報表示装置（携帯端末７）は、映像表示装置（録画機能付
きテレビ８）がＣＭのシーンを通常再生する場合のみ第２の番組情報（特典コンテンツ）
を表示する。番組情報表示装置（携帯端末７）は、視聴者がＣＭをスキップ等した場合、
本来ＣＭ中に表示する予定で取得していた第２の番組情報（特典コンテンツ）を破棄する
。
【０１３４】
　これにより、視聴者がＣＭのシーンを見ない場合には、ＣＭのシーンを見た人のみに提
供する第２の番組情報（特典コンテンツ）の提供を抑制することができる。それにより、
視聴者にＣＭのシーンの視聴を促すことができるので、番組情報提供者若しくは映像番組
内のＣＭのシーンの提供者が、ＣＭのシーンを視聴者に視聴して貰うという目的を実現す
ることができる効果を奏する。
【０１３５】
　なお、本実施の形態では録画した映像番組の視聴時の操作について説明したが、それに
限らない。リアルタイム放送時でも、同様に適用できる。その場合、例えば、番組情報表
示装置（携帯端末７）は、利用者がＣＭを視聴しない状況（例えば番組シーンがＣＭとな
った直後に他チャンネルに切り替え、ＣＭ後の本編が始まったときに再度チャンネルを切
り替える等）でシーンＩＤが離散的に変化したことを確認した場合、第２の番組情報（特
典コンテンツ）を破棄するとすればよい。
【０１３６】
　（その他の実施の形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施の形態１および２を説
明した。しかしながら、本開示における技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換
え、付加、省略などを行った実施の形態にも適用可能である。また、上記実施の形態１お
よび２で説明した各構成要素を組み合わせて、新たな実施の形態とすることも可能である
。
【０１３７】
　以下のような場合も本開示に含まれる。
【０１３８】
　例えば実施の形態２では、ＣＭをスキップした場合に第２の番組情報（特典コンテンツ
）を表示しないことについて説明したがそれに限られない。ＣＭをスキップしない場合で
も、本編を一定時間視聴していないならば、第２の番組情報（特典コンテンツ）を表示し
ないとしてもよい。具体的には、制御部は、さらに、映像表示装置でＣＭ以外のシーンの
表示が所定時間以上されたか否かを検出するとし、制御部は、映像表示装置によりＣＭ以
外のシーンの表示が所定時間以上されていないことを検出した場合、特定情報によって特
定される映像番組内のシーンが、ＣＭ以外のシーンからＣＭのシーンに切り替わるときで
も、表示部に表示させる番組情報を第２の番組情報に切り替えずに第１の番組情報のまま
とするとしてもよい。
【０１３９】
　また、実施の形態１及び実施の形態２では、テレビや録画機能付きテレビなどの映像表
示装置と番組情報表示装置とは独立して実現する場合を例に説明したがこれに限定される
ものではない。例えば、図１におけるテレビ３（映像表示装置）と、携帯端末２（番組情
報表示装置）とが一体となった番組情報表示装置として実現するとしてもよい。
【０１４０】
　この場合、具体的には、番組情報表示装置は、映像番組と前記映像番組内でのシーンと
を特定する特定情報を取得する特定部と、前記特定情報により特定される前記映像番組に
関する番組情報であって、互いに内容の異なる第１の番組情報と、第２の番組情報とを含
む番組情報を取得する取得部と、前記映像番組と、前記取得部により取得された前記番組
情報とを表示する表示部と、前記特定情報によって特定される前記映像番組内のシーンが
、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わる場合
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、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりに応じて、前記表示部に表
示させる前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に切り替える制御部
と、を備える。
【０１４１】
　また、携帯端末２（番組情報表示装置）から表示部を削除し、番組情報はテレビ３（映
像表示装置）や他の表示装置等に出力する番組情報出力装置として実現することも可能で
ある。
【０１４２】
　この場合、具体的には、番組情報出力装置は、映像表示装置により表示されている映像
番組と前記映像番組内でのシーンとを特定する特定情報を取得する特定部と、前記特定情
報により特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の異なる第１の
番組情報と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得部と、前記取得部により取
得された前記番組情報を出力する出力部と、前記特定情報によって特定される前記映像番
組内のシーンが、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンから前記ＣＭのシーンに
切り替わる場合、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりに応じて、
前記出力部が出力する前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に切り
替える制御部と、を備える。
【０１４３】
　また、図１０に示す携帯端末７（番組情報表示装置）が録画機能付きテレビ（映像表示
装置）の録画機能を備えた番組情報出力装置であってもよい。この場合、出力される番組
情報や映像番組の映像は、別の表示機器（テレビ）等で視聴することができる。
【０１４４】
　この場合、具体的には、番組情報出力装置は、映像番組と前記映像番組内でのシーンと
を特定する特定情報を取得する特定部と、前記特定情報により特定される前記映像番組に
関する番組情報であって、互いに内容の異なる第１の番組情報と、第２の番組情報とを含
む番組情報を取得する取得部と、前記映像番組と、前記番組情報とを保持する保持部と、
前記保持部に保持された前記映像番組を再生する再生部と、前記再生部により再生されて
いる前記映像番組であって前記取得部により取得された前記特定情報により特定される前
記映像番組の前記番組情報を出力する出力部と、前記再生部により再生されている前記映
像番組内のシーンが、ＣＭ（コマーシャルメッセージ）以外のシーンから前記ＣＭのシー
ンに切り替わる場合、前記ＣＭ以外のシーンから前記ＣＭのシーンへの切り替わりに応じ
て、前記出力部が出力する前記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に
切り替える制御部と、を備える。
【０１４５】
　また、以下のような場合も本開示に含まれる。
【０１４６】
　（１）上記の各装置は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードデ
ィスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、マウスなどから構成されるコンピ
ュータシステムで実現され得る。ＲＡＭまたはハードディスクユニットには、コンピュー
タプログラムが記憶されている。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムにした
がって動作することにより、各装置は、その機能を達成する。ここでコンピュータプログ
ラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対する指令を示す命令コードが複
数個組み合わされて構成されたものである。
【０１４７】
　（２）上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、１個のシステムＬＳＩ（
Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）から構成されてい
るとしてもよい。システムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集積して製造され
た超多機能ＬＳＩであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを含ん
で構成されるコンピュータシステムである。ＲＯＭには、コンピュータプログラムが記憶
されている。マイクロプロセッサが、ＲＯＭからＲＡＭにコンピュータプログラムをロー
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ドし、ロードしたコンピュータプログラムにしたがって演算等の動作することにより、シ
ステムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０１４８】
　（３）上記の各装置を構成する構成要素の一部または全部は、各装置に脱着可能なＩＣ
カードまたは単体のモジュールから構成されてもよい。ＩＣカードまたはモジュールは、
マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどから構成されるコンピュータシステムである。
ＩＣカードまたはモジュールには、上記の超多機能ＬＳＩが含まれてもよい。マイクロプ
ロセッサが、コンピュータプログラムにしたがって動作することにより、ＩＣカードまた
はモジュールは、その機能を達成する。このＩＣカードまたはこのモジュールは、耐タン
パ性を有してもよい。
【０１４９】
　（４）本開示は、上記に示す方法で実現されてもよい。また、これらの方法をコンピュ
ータにより実現するコンピュータプログラムで実現してもよいし、コンピュータプログラ
ムからなるデジタル信号で実現してもよい。
【０１５０】
　例えば、上記各実施の形態の番組情報表示装置などを実現するソフトウェアは、次のよ
うなプログラムである。
【０１５１】
　すなわち、このプログラムは、コンピュータに、映像表示装置により表示されている映
像番組と前記映像番組内でのシーンとを特定する特定情報を取得する特定ステップと、前
記特定情報により特定される前記映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の異な
る第１の番組情報と、第２の番組情報とを含む番組情報を取得する取得ステップと、前記
取得ステップにおいて取得された前記番組情報を表示部に表示する表示ステップと、　前
記特定情報によって特定される前記映像番組内のシーンが、ＣＭ（コマーシャルメッセー
ジ）以外のシーンから前記ＣＭのシーンに切り替わる場合、前記ＣＭ以外のシーンから前
記ＣＭのシーンへの切り替わりに応じて、前記表示ステップで前記表示部に表示させる前
記番組情報を前記第１の番組情報から前記第２の番組情報に切り替える切替ステップとを
実行させる。
【０１５２】
　また、本開示は、コンピュータプログラムまたはデジタル信号をコンピュータ読み取り
可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ
、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、半導
体メモリなどに記録したもので実現してもよい。また、これらの記録媒体に記録されてい
るデジタル信号で実現してもよい。
【０１５３】
　また、本開示は、コンピュータプログラムまたはデジタル信号を、電気通信回線、無線
または有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等を経由し
て伝送してもよい。
【０１５４】
　また、本開示は、マイクロプロセッサとメモリを備えたコンピュータシステムであって
、メモリは、コンピュータプログラムを記憶しており、マイクロプロセッサは、コンピュ
ータプログラムにしたがって動作してもよい。
【０１５５】
　また、プログラムまたはデジタル信号を記録媒体に記録して移送することにより、また
はプログラムまたはデジタル信号を、ネットワーク等を経由して移送することにより、独
立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
【０１５６】
　（５）上記実施の形態および上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
【０１５７】
　以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために
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、添付図面および詳細な説明を提供した。
【０１５８】
　したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のた
めに必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須で
ない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細
な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須で
あるとの認定をするべきではない。
【０１５９】
　また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、請
求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【０１６０】
　本開示は、携帯端末やテレビ上に、視聴中のテレビ番組に関連する情報を表示する番組
情報表示装置に利用できる。
【符号の説明】
【０１６１】
　１　番組情報提供サーバ
　２、７　携帯端末
　３　テレビ
　４　ネットワーク
　５　放送局
　６　番組特定サーバ
　８　録画機能付きテレビ
　１１、２３、６１、７７　制御部
　１２、６２　送信部
　１３　番組情報データベース
　２１　特定部
　２２　番組情報取得部
　２４、３３　表示部
　２５　保持部
　２６　マイク
　２７　カメラ
　３１　チューナ部
　３２　音声出力部
　６３　番組位置データベース
　８４　ＨＤＤ
　２０１　ＣＰＵ
　２０２　メモリ
　２０３　ネットワークインターフェース
　２０４　ディスプレイ
【要約】
　本開示の番組情報表示装置は、テレビ（３）により表示されている映像番組と映像番組
内でのシーンとを特定する特定情報を取得する特定部（２１）と、特定情報により特定さ
れる映像番組に関する番組情報であって、互いに内容の異なる第１の番組情報と、第２の
番組情報とを含む番組情報を取得する番組情報取得部（２２）と、番組情報取得部（２２
）により取得された番組情報を表示する表示部（２４）と、特定情報によって特定される
映像番組内のシーンが、ＣＭ以外のシーンからＣＭのシーンに切り替わる場合、ＣＭ以外
のシーンからＣＭのシーンへの切り替わりに応じて、表示部（２４）に表示させる番組情
報を第１の番組情報から第２の番組情報に切り替える制御部（２３）とを備える。
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