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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　番組の番組データと、該番組データと同期し、前記番組の画像に対応付けられ、かつ、
前記番組に関連する情報とを受信し、
　前記番組を第１の表示手段に表示するように制御し、
　前記第１の表示手段と異なる、リモコンのコマンダの第２の表示手段に前記番組を表示
するように制御し、
　前記第２の表示手段に表示された前記番組の画像に対するユーザの指示を取得し、
　前記番組を前記第１の表示手段に表示しながら、前記ユーザの指示により指示された前
記番組の画像に対応する前記情報を前記第２の表示手段に表示する
　情報処理装置。
【請求項２】
　番組の番組データと、該番組データと同期し、前記番組の画像に対応付けられ、かつ、
前記番組に関連する情報とを受信するデータ受信部と、
　前記番組を第１の表示手段に表示するように制御する第１の表示制御部と、
　前記第１の表示手段と異なる、リモコンのコマンダの第２の表示手段に前記番組を表示
するように制御する第２の表示制御部と、
　前記第２の表示手段に表示された前記番組の画像に対するユーザの指示を取得するユー
ザ指示取得部と、
　前記番組を前記第１の表示手段に表示しながら、前記ユーザの指示により指示された前
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記番組の画像に対応する前記情報を前記第２の表示手段に表示するように制御する関連情
報表示制御部と、
　を備える情報処理装置。
【請求項３】
　前記情報は、前記番組に出てくる消費財に関連する情報であり、前記番組の画像の画面
上の位置と対応付けられており、
　前記ユーザの指示により指示された前記番組の画像の画面上の位置に対応する前記消費
財の画像を前記第２の表示手段に表示するように制御し、さらに、前記消費財の画像が前
記第２の表示手段に表示されているときに取得した前記消費財の画像に対するユーザの指
示に応じて、前記第２の表示手段に表示されている前記消費財に関連する前記情報を前記
第２の表示手段に表示するように制御する
請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記情報は、前記番組において流れている音楽に関連する情報であり、
　前記番組中に前記音楽が流れているときに取得した前記ユーザの指示により指示された
前記番組の画像に対応する前記情報を前記第２の表示手段に表示するように制御する
　請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記情報は、前記番組に出てくる場所に関連する情報であり、前記番組の画像の画面上
の位置と対応付けられており、
　前記ユーザの指示により指示された前記番組の画像の画面上の位置に対応する前記場所
の画像を前記第２の表示手段に表示するように制御し、さらに、前記場所の画像が前記第
２の表示手段に表示されているときに取得した前記場所の画像に対するユーザの指示に応
じて前記第２の表示手段に表示されている前記場所に関連する前記情報を前記第２の表示
手段に表示するように制御する
請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第２の表示手段はタッチパネルである請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報は、前記消費財を購入する方法を示す情報である請求項３に記載の情報処理装
置。
【請求項８】
　前記情報は、前記音楽を購入する方法を示す情報である請求項４に記載の情報処理装置
。
【請求項９】
　前記情報は、前記音楽が収録された媒体のジャケット画像である請求項４に記載の情報
処理装置。
【請求項１０】
　番組の番組データと、該番組データと同期し、前記番組の画像に対応付けられ、かつ、
前記番組に関連する情報とを受信するデータ受信ステップと、
　前記番組を第１の表示手段に表示するように制御する第１の表示制御ステップと、
　前記第１の表示手段と異なる、リモコンのコマンダの第２の表示手段に前記番組を表示
するように制御する第２の表示制御ステップと、
　前記第２の表示手段に表示された前記番組の画像に対するユーザの指示を取得するユー
ザ指示取得ステップと、
　前記番組を前記第１の表示手段に表示しながら、前記ユーザの指示により指示された前
記番組の画像に対応する前記情報を前記第２の表示手段に表示するように制御する関連情
報表示制御ステップと
　を備える情報処理方法。
【請求項１１】
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　番組の番組データと、該番組データと同期し、前記番組の画像に対応付けられ、かつ、
前記番組に関連する情報とを受信し、
　前記番組を第１の表示手段に表示するように制御し、
　前記第１の表示手段と異なる、リモコンのコマンダの第２の表示手段に前記番組を表示
するように制御し、
　前記第２の表示手段に表示された前記番組の画像に対するユーザの指示を取得し、
　前記番組を前記第１の表示手段に表示しながら、前記ユーザの指示により指示された前
記番組の画像に対応する前記情報を前記第２の表示手段に表示する情報処理装置から、前
記番組データと、前記番組に関連する前記情報とを受信し、
　前記情報処理装置の制御に従い、前記第２の表示手段に前記番組と前記情報とを表示し
、
　前記第２の表示手段に表示された前記番組の画像に対するユーザの指示を受け付ける
　リモコンのコマンダ。
【請求項１２】
　番組の番組データと、該番組データと同期し、前記番組の画像に対応付けられ、かつ、
前記番組に関連する情報とを受信するデータ受信部と、
　前記番組を第１の表示手段に表示するように制御する第１の表示制御部と、
　前記第１の表示手段と異なる、リモコンのコマンダの第２の表示手段に前記番組を表示
するように制御する第２の表示制御部と、
　前記第２の表示手段に表示された前記番組の画像に対するユーザの指示を取得するユー
ザ指示取得部と、
　前記番組を前記第１の表示手段に表示しながら、前記ユーザの指示により指示された前
記番組の画像に対応する前記情報を前記第２の表示手段に表示するように制御する関連情
報表示制御部とを備える情報処理装置から、前記番組データと、前記番組に関連する前記
情報とを受信する受信部と、
　前記情報処理装置の制御に従い、前記番組と前記情報とを表示する第２の表示手段と、
　該第２の表示手段に表示された前記番組の画像に対するユーザの指示を受け付けるユー
ザ指示受付部と、
を備えるリモコンのコマンダ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、例えばテレビジョン放送に適用可能な情報処理装置、情報処理方法および
リモコンのコマンダに関する。
【０００２】
【従来の技術】
テレビジョン放送、カタログを通じて商品を視聴者に提示し、視聴者が電話、郵便等を介
して商品の購入を申し込む通信販売が普及している。このようなショッピングは、テレビ
ジョン放送や、カタログによって種々の商品を家庭で確認し、注文することができるので
便利である。また、近年は、インターネットを代表とするネットワーク取引、電子商取引
が盛んになりつつある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、テレビジョン番組を見ている時に、出演者の持ち物や、ドラマ（または舞
台）セットの家財道具等を欲しくなっても、番組からは、関連する情報を得ることができ
ないし、それらの物を購入することができない。視聴者が番組の協力会社や、雑誌、友人
との情報交換等によって、番組中に出てきた商品の入手方法を調べなければならなかった
。最近では、インターネット上で、番組例えばドラマのホームページが提供され、そこに
アクセスすれば、番組に関連した情報を得ることが可能となってきている。それでも、番
組を見おわった後に、忘れないうちに、パソコンを操作してホームページにアクセスする
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手間が必要とされていた。さらに、番組中で流れている音楽に関しても、視聴者が欲しい
と思った時にも、商品を入手するのと同様の手間がかかる問題があった。
【０００４】
　したがって、この発明の目的は、テレビ番組を試聴していて、欲しくなった商品、音楽
広告を簡単に入手することを可能とする情報処理装置、情報処理方法およびリモコンのコ
マンダを提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、請求項１の発明は、番組の番組データと、番組データ
と同期し、番組の画像に対応付けられ、かつ、番組に関連する情報とを受信し、番組を第
１の表示手段に表示するように制御し、第１の表示手段と異なるリモコンのコマンダの第
２の表示手段に番組を表示するように制御し、第２の表示手段に表示された番組の画像に
対するユーザの指示を取得し、番組を前記第１の表示手段に表示しながら、取得したユー
ザの指示により指示された番組の画像に対応する情報を第２の表示手段に表示する情報処
理装置である。
【０００６】
　請求項１０の発明は、番組の番組データと、番組データと同期し、番組の画像に対応付
けられ、かつ、番組に関連する情報とを受信するデータ受信ステップと、番組を第１の表
示手段に表示するように制御する第１の表示制御ステップと、第１の表示手段と異なるリ
モコンのコマンダの第２の表示手段に番組を表示するように制御する第２の表示制御ステ
ップと、第２の表示手段に表示された番組の画像に対するユーザの指示を取得するユーザ
指示取得ステップと、番組を前記第１の表示手段に表示しながら、ユーザの指示により指
示された前組の画像に対応する情報を第２の表示手段に表示するように制御する関連情報
表示制御ステップとを備える情報処理方法である。
【０００７】
　請求項１１の発明は、番組の番組データと、番組データと同期し、番組の画像に対応付
けられ、かつ、番組に関連する情報とを受信し、番組を第１の表示手段に表示するように
制御し、第１の表示手段と異なるリモコンのコマンダの第２の表示手段に番組を表示する
ように制御し、第２の表示手段に表示された番組の画像に対するユーザの指示を取得し、
番組を第１の表示手段に表示しながら、取得したユーザの指示により指示された番組の画
像に対応する情報を第２の表示手段に表示する情報処理装置から、番組データと、番組に
関連する情報とを受信し、情報処理装置の制御に従い、第２の表示手段に番組と情報とを
表示し、第２の表示手段に表示された番組の画像に対するユーザの指示を受け付けるリモ
コンのコマンダである。
【００１２】
この発明によれば、テレビジョン放送されるドラマ、映画等の番組中で、視聴者が入手し
たいと思った消費財の映る画像を指定すると、ＵＲＬ等のその消費財に関連した情報を入
手でき、その消費財を購入することが可能となる。また、番組中で音楽が流れている時に
、ボタン等を押す操作によって、音楽に関連した情報を入手することができ、例えばその
音楽が収録されたメディアを購入することが可能となる。さらに、番組中で欲しい消費財
、音楽に対する指示を保存しておき、番組放映中以外の時間に、関連した情報を入手する
ことが可能となる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照してこの発明の一実施形態について説明する。図１は、一実施形態のシ
ステムの全体を概略的に示す。１０１が例えばディジタル放送の放送局である。図１では
、放送局１０１は、放送衛星ＢＳ、通信衛星ＣＳ等の衛星１０３または地上波１０４によ
って、家庭１２０に対して番組を配信する例が示されている。また、放送局１０１と家庭
１２０の間には、双方向のＣＡＴＶ網１０２が設けられ、ＣＡＴＶ網１０２を介して番組
が家庭１２０に配信される。放送局１０１には、提供する番組が蓄えられている番組情報
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サーバ１０５、放送信号として番組を送出するための番組送信装置１０６、交換機１０７
が設けられている。
【００１４】
衛星、地上波、ＣＡＴＶ等を介して家庭１２０に配信される番組データと共に、番組デー
タと同期して関連情報が家庭１２０に配信される。関連情報は、各種のＵＲＬ(Uniform R
esource Locator)、商品情報、商品の取り扱い店舗等の情報である。ＵＲＬは、インター
ネット上のリソースを指示する方式である。商品の関連情報は、番組の映像の表示画面の
ビットマップのアドレスを持ったヘッダと対のデータである。音楽の関連情報は、番組中
に流れている音楽の詳細な情報、音楽の入手方法等の情報である。
【００１５】
番組データと同期して関連情報を配信する方法としては、関連情報のパケットを番組の映
像パケット、オーディオパケットに多重化する方法等を使用できる。その場合に、映像お
よびオーディオパケット間の時間的同期をとるのと同様に、関連情報を同期させることが
できる。また、関連情報は、番組毎に作成されるのみならず、番組をセグメント化したよ
り細かい単位毎に作成されることが好ましい。例えば番組中のシーン毎に関連情報が作成
される。ドラマ、映画等の番組の場合には、予め内容が分かっているので、ドラマ、映画
等のシーンに合わせて関連情報を作成することが可能である。関連情報は、放送局１０１
または外部の制作会社によって作成される。
【００１６】
また、ＣＡＴＶ網１０２に対して、サービス提供会社１１０が接続されている。サービス
提供会社１１０には、番組情報サーバ１１１およびネットワークショッピングサーバ１１
２が備えられている。番組情報サーバ１１１およびネットワークショッピングサーバ１１
２は、ＣＡＴＶによってテレビショッピング或いはオンラインショッピングを可能とする
ものである。ＣＡＴＶ網１０２が双方向のものであれば、ＣＡＴＶ網１０２を介してオン
ラインショッピングが可能である。また、サービス提供会社１１０が電話回線等の他の双
方向ネットワークを介して家庭１２０と結合され、そのネットワークを介してオンライン
ショッピングを可能としても良い。
【００１７】
さらに、サービス提供会社１１０は、視聴者が番組を見ている際に行った指示に基づいて
、番組放映中以外の時間にその指示に対応する関連情報を提供する機能を有する。視聴者
が番組を見ている時に、映っている商品の画像を特定すると、その指示の情報が記憶され
、視聴者がＣＡＴＶ網１０２または他のネットワークを介して指示情報に基づく関連情報
を要求すると、サービス提供会社１１０がＣＡＴＶ網１０２または他のネットワークを介
して視聴者に関連情報を提供する。
【００１８】
家庭１２０には、送受信端末１２１が備えられている。送受信端末１２１は、ＣＡＴＶ網
１０２と、衛星放送を受信するためのアンテナを含む受信装置、地上波放送を受信するた
めのアンテナを含む受信装置、電話回線等と接続されている。送受信端末１２１に対して
は、テレビジョンモニタ１２２、パソコン（パーソナルコンピュータ）１２３、電話機１
２４が接続されている。テレビジョンモニタ１２２の画面には、受信されたＣＡＴＶ放送
、衛星放送、地上波放送等の番組が映しだされる。
【００１９】
一実施形態では、モニタ１２２に映っている番組を見ている視聴者が番組中で現れる商品
、場所、音楽等興味を覚えた時に、その対象を指示すると、指示された物、場所、音楽等
に関する関連情報が提示されるものである。提示された関連情報を見て、視聴者が商品等
の購入したり、購入方法の情報を入手できる。
【００２０】
図２は、家庭１２０の居間において、視聴者がテレビジョンモニタ１２２の番組を見てい
る様子を示す。視聴者が放映される番組例えばドラマを見ている時に、出演者が持ってい
るハンドバッグに興味を覚え、できれば、同じものを自分でも購入したいと思っている状
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態を表している。この発明の一実施形態では、視聴者に対してそのハンドバッグの情報を
提供することができる。
【００２１】
図３は、その場合の処理を表す。テレビジョンモニタ１２２の画面１に映し出されている
例えばドラマのあるシーンＳＣ１において、消費財例えば出演者が持っているハンドバッ
グを視聴者が購入したいと思うと、リモートコントロールのコマンダによってハンドバッ
グの表示位置を指定する操作がなされる。例えばリモコンのコマンダによって、ハンドバ
ッグに対してカーソル２を合わせるようになされる。
【００２２】
図４は、コマンダ２１の一例を示す。コマンダ２１とテレビジョンモニタ１２２が接続さ
れた送受信端末１２１との間は、ブルートゥース(Bluetooth) 、ＩｒＤＡ等によってワイ
ヤレスで双方向通信路で接続されている。２２は、無線通信方式の送受信部である。ブル
ートゥースは、最大データ伝送速度が１Ｍビット／秒で、２．４ＧHz帯を利用する無線通
信方式である。ＩｒＤＡは、最大データ伝送速度が１Ｍビット／秒で、赤外線を利用する
無線通信方式である。これらの無線通信方式のインターフェイスは、単独でコマンダ２１
に実装されたもの、コマンダ２１に挿入および離脱可能とされたメモリカードに内蔵され
たものを使用できる。
【００２３】
リモコンのコマンダ２１には、液晶等の画面２３が設けられ、モニタ１２２に表示されて
いるのと同一の表示例えばドラマのシーンＳＣ１が画面２３上に表示される。コマンダ２
１の方向キー（十字キーとも呼ばれる）２４によって、モニタ１２２の画面１上のカーソ
ル２の位置を移動し、所望の消費財例えばハンドバッグに対してカーソル２の位置を合わ
せる。カーソル２は、常時表示しても良いが、方向キー２４を操作すると、画面上に現れ
るようになされる。また、コマンダ２１の画面２３において、カーソル２ａを表示し、ハ
ンドバッグを示すようにカーソル２ａを移動する。
【００２４】
この一実施形態では、モニタ１２２の画面１およびコマンダ２１の画面２３の少なくとも
一方において、視聴者が映し出されている商品の中で所望のものを指定できれば良い。ま
た、ポインティングデバイスとしては、カーソルを移動させるものに限らず、他の構成の
ものを使用できる。例えばコマンダ２１の画面またはモニタ１２２と別個の表示装置の画
面をタッチパネルの構成とし、対象の商品を触ることで指定することができる。さらに、
通信用の送受信モジュールを内蔵した携帯電話を屋内でリモコンのコマンダとして使用す
ることもできる。
【００２５】
このように、放送されている番組のあるシーンＳＣ１内で、欲しいと思った商品（上述し
た例におけるハンドバッグ）を指定し、次に、方向キー２４の中央部を押すクリック操作
を行う。方向キー２４と別個の決定ボタンを押すようにしても良い。それによって、視聴
者による商品の選択操作が終了する。選択操作が終了したことを確認するために、ランプ
（例えば発光ダイオード）２５が点灯する。２６は、コマンダ２１の電源のオン／オフを
示すランプである。
【００２６】
送受信端末１２１では、コマンダ２１の操作によって発生したコントロール信号が受け付
けられ、画面１上でカーソル２を移動させる。そして、クリック操作で決定された位置の
情報（ビットマップ上のアドレス）が分かる。
【００２７】
上述したように、番組と同期し、且つ画面上の位置と対応付けられた関連情報が番組と共
に配信される。したがって、視聴者が指定した位置情報が分かると、その時の画面と同期
した関連情報の中で、指定された位置情報に対応する関連情報が視聴者に対して提示され
る。関連情報の表示ＳＣ２は、図３に示すように、画面１内に生じさせた子画面３として
提示される。例えばハンドバッグが拡大して表示される。大きな商品等の場合には、縮小
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表示を行うようにしても良い。また、図４に示すように、関連情報の表示ＳＣ２がコマン
ダ２１の画面２３に表示される。両方の画面に関連情報を表示する必要はなく、少なくと
も一方の画面に関連情報を表示すれば良い。
【００２８】
図３を参照して関連情報の例について説明する。子画面３に表示ＳＣ２が提示されている
状態において、コマンダ２１における所定のボタン例えば方向キー２４を押す操作によっ
て、表示ＳＣ２から該当のハンドバッグのブランド名と値段を示す表示ＳＣ３が子画面３
に表示される。この表示ＳＣ３を視聴者が見て、当該商品を購入したいと思った時には、
所定のキー、ボタン等の操作によって、ネットワークショッピングＳＣ４で、決められて
いる方法によって、ハンドバッグの購入手続きを行う。
【００２９】
また、表示ＳＣ２がなされている時に、直接、店舗に出向いて商品を購入したい時には、
所定のキー、ボタン等の操作によって、そのハンドバッグを販売している店舗の住所とＵ
ＲＬの表示ＳＣ５に切り換える。よりさらに、所定のキー、ボタン等の操作によって、そ
の店舗の地図の表示ＳＣ６を生じさせる。これらの表示ＳＣ５またはＳＣ６によって提供
される情報から、視聴者が店舗から所望の商品（例えばハンドバッグ）を購入することが
できる。
【００３０】
以上の説明は、番組中に表示される商品を得る場合であるが、商品に限らず、ホテル、レ
ストラン、遊園地等の場所に対しての情報を得る場合に対しても、この発明を適用するこ
とができる。すなわち、番組中に登場したホテル等に行きたいと思った時に、上述した商
品を購入したい時の操作と同様の操作を行えば良く、それによって、値段、場所の地図、
予約等を電子的に行うことができる。
【００３１】
さらに、放映される番組中で、音楽が使用されることも多い。視聴者は、番組中で流れる
音楽の詳細な情報を知りたかったり、その音楽を入手したい場合がある。音楽の場合には
、画面中の位置情報によって、対象物を特定することが必要ないので、一実施形態では、
コマンダ２１に音楽ゲットボタン２７を設け、このボタン２７を押すと、その時の番組で
流れていた音楽を入手することを可能としている。
【００３２】
図３に示すように、音楽ゲットボタン２７を押すと、モニタ１２２の子画面３には、その
時に流れていた音楽が収録されたメディア例えばＣＤ（コンパクトディスク）のジャケッ
トの画像（ジャケットピクチャと呼ばれる）ＳＣ１１が表示される。視聴者は、さらに、
その音楽を購入したい場合には、コマンダ２１の所定のボタン、キーの操作によって、幾
つかの入手方法の一つを選択する。
【００３３】
一つの方法は、電子音楽配信ＥＭＤ(Electronic Music Distribution) の表示ＳＣ１２に
よって、音楽を入手するものである。表示ＳＣ１２には、ＥＭＤのアクセス方法、ＥＭＤ
におけるその曲の識別子等が提示されている。表示ＳＣ１２に基づいて送受信端末１２１
に接続されたパソコン１２３を操作し、所望の曲をパソコン１２３のハードディスクにダ
ウンロードすることができる。
【００３４】
他の音楽入手方法は、店舗の表示ＳＣ１３によって、手に入れたい音楽が収録されている
メディアを販売している店舗情報を得て、その店舗で購入する方法である。店舗情報には
、店舗の所在地等が含まれている。さらに、ネットワークショッピングＳＣ１４において
、志望する音楽が収録されているメディアを購入するようにしても良い。
【００３５】
さらに、番組制作者の負担を軽減するために、関連情報を番組のホームページのＵＲＬの
みとすることが可能である。視聴者は、所定の画面でクリック操作を行うと、そのＵＲＬ
と番組を特定する指示情報（放送チャンネルおよびクリックした時間情報）が記憶される
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【００３６】
そして、番組を見終えた後で、記憶された指示情報を送受信端末１２１を介して、または
指示情報がロードされたパソコン１２３を介して番組のホームページを閲覧する。番組の
ホームページには、その番組に関連した商品、音楽の情報が提供されており、ネットワー
クショッピングに直結している。この場合のネットワークショッピングは、図１中のサー
ビス提供会社１１０が提供するものも含まれる。そして、指示情報中の時間情報によって
、視聴者がクリックした画面が分かり、その結果、視聴者が欲しいと思っている商品、音
楽等が分かる。ネットワークショッピングにおいては、その商品、音楽等に関するより詳
細な情報（値段、注文方法等）が提示される。
【００３７】
この発明は、上述した実施形態等に限定されるものでは無く、この発明の要旨を逸脱しな
い範囲内で様々な変形や応用が可能である。例えば番組をＶＴＲ、ハードディスク、光デ
ィスク等の蓄積媒体に記録する場合に、関連情報を番組との同期関係が保たれるように記
録しても良い。
【００３８】
【発明の効果】
この発明では、テレビジョン番組を見ている時に、欲しいと思った商品の情報、または音
楽を簡単な操作で入手することが可能となる。商品の場合であれば、その商品が映ってい
る画像を指示することによって、その商品を購入するのに必要な情報が入手できる。また
、その商品が子画面或いはリモコンのコマンダの表示部に拡大表示され、商品を確認する
ことができる。音楽の場合では、指示された音楽のジャケットピクチャが表示されるので
、音楽の関連情報を容易に確認できる。このように、番組情報に関連情報をどの程度付随
させるかで、提供できるサービスの内容が決定される。種々の関連情報を番組に付随させ
ると、視聴者が入手できる情報が多くなる反面、関連情報の制作、または関連情報を番組
と共に配信することが面倒となる。また、番組を見ている時には、指示情報のみを発生さ
せて、後で関連情報を見るようにすれば、番組を見ることが妨げられず、時間をかけて商
品、音楽の購入を検討できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態のシステム全体の構成を示すブロック図である。
【図２】この発明の一実施形態を説明するための略線図である。
【図３】この発明の一実施形態における関連情報のいくつかの具体例を説明するための略
線図である。
【図４】この発明の一実施形態におけるリモコンのコマンダの説明に用いる略線図である
。
【符号の説明】
１・・・モニタの画面、２１・・・リモコンのコマンダ、２３・・・コマンダの画面、２
４・・・方向キー、１０１・・・放送局、１２０・・・家庭、１２１・・・送受信端末、
１２２・・・モニタ
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