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テレピパ★、画面デザインを一新、操作性を大幅に向上 
 

「テレビを見ながらケータイ検索」で、脇役にもスポットを当てるサービスに成長 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

ピーシーフェーズ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役：吉田和弘 以下ピーシーフェーズ) は、今見

ているテレビ番組の出演者や楽曲情報、番組内で取り上げられた商品などの関連した情報を即座に提供する、

携帯電話（*1）向けテレビシンクロ型かんたん検索サービス「テレピパ★」（http://m.telepipa.jp/）を 8 月 2 日よりリ

ニューアルいたしました。尚、本サービスの利用は無料（*2）です。 

 
「テレピパ★」は本年 4月 19日にサービスを開始、関東民放 5局ならびにNHK総合で放送される番組全ての

中で出演した人物や楽曲情報、商品やサービス、話題に上った情報などをほぼリアルタイムに番組毎にキーワー

ドで表示し、ワンクリックでネットの検索結果を閲覧できるサービスです。 

 
本サービスでは、有名人や知名度の高いサービスや社名が検索される割合が低く、通常の検索サービスでは

検索回数ランキングの上位に入ることのない脇役のキーワードが頻繁に検索されることがわかりました。これは検

索ワードを入力する手間なく、サービス画面で表示されているキーワードをクリックするだけで情報を手に入れるこ

との出来るサービス「テレピパ★」ならではの利用動向といえます。例えばテレビ番組をみながら「顔はみたことが

あるけれど、名前が思い出せない」芸能人や、普段であれば聞き流してしまうような知名度の低い名称、または興

味を持ったけれど名称が長すぎて覚えられなかったワードなど、通常のキーワード検索では対応しきれないユー

ザーニーズに対応したサービスを実現しています。 

 

上記の利用のユーザー利用動向を踏まえ、テレビを見ながらケータイを操作するというシチュエーションを意識

して、さらに簡単に素早くサービスをご利用頂けるよう、シンプルで簡単、見やすく、分かりやすいユーザーインタ

ーフェイスに大幅刷新いたしました。また今回のリニューアルに伴いキーワードにおける検索結果の対象となる情

報を大幅に追加いたしました。【※別紙参照】 

 
今後もピーシーフェーズ、エフルート、プリファードインフラストラクチャーはサービスユーザー様のご意見、利

用動向をもとに、求める情報をよりかんたんに手に入れることの出来るよう「テレピパ★」のサービスを改善し続け

るとともに、モバイルインターネットの更なる活性化を積極的に推進してまいります。 

 

 

 

（*1）Flash Lite 1.1 以上を搭載した株式会社NTT ドコモの FOMA端末が対象です。 

（*2）ご利用には別途パケット通信料がかかります。また、本サービスの利用には NTT ドコモの i モード契約（有料）が必要です。 



 

 [会社概要] 

 

＜ピーシーフェーズ株式会社＞ http://www.pcp.co.jp/ 

 

ピーシーフェーズは、創業以来常に最新のモバイル系技術開発とサービスの実現に取り組み、ユーザーの視点

から「“使える”モバイルインターネット」を発想し実現することに注力してまいりました。独自の Flash 自動生成エン

ジンなど、高いFlash エンジニアリングをもってエキサイティングなFlash コンテンツを制作、会員数1000万人のケ

ータイサイト等、会員ビジネスからキャンペーン、E コマースまで様々はケータイサイトの構築・運用の実績がありま

す。 

 

 

＜エフルート株式会社＞ http://froute.co.jp/ 

 

エフルートの運営する「froute.jp(エフルート)」(http://froute.jp)は、月間ユニークユーザー数 400 万人をかかえる

モバイル検索ポータルサイトです。2006 年度より本格的なモバイル検索事業への事業集中を行い、

NTTdocomo・au では公式メニューから利用できるモバイル検索プレイヤーとして参入しました。エフルートでは、

携帯電話向けに最適化された独自の表示方式「Expand Search（TM）」を採用しており、動画・複数公式サイトの

楽曲情報・辞書などの情報が、見やすくカテゴリー分けされた検索結果で表示される検索サービスを提供してお

ります。また、他社への検索機能の提供を積極的に進めており、携帯電話向け複数公式サイトの楽曲コンテンツ

横断検索機能は、大手モバイルポータルサイトを始めとした 200 以上のメディアに採用され、業界シェア No.1 と

なっています。 

 

 

＜株式会社プリファードインフラストラクチャー＞ http://preferred.jp/ 

 

2006 年 3 月に創業されて以来、大規模分散コンピューティングや検索エンジンの分野で先端的な研究開発・実

用化事業を行い、大規模クラウドプロジェクトでのアーキテクチャ設計支援、大企業でのHadoop環境導入支援の

ほか、大手ソーシャルメディアやマスメディア事業者での検索・推薦エンジン導入実績を持っています。また、今

回の取り組みでは、検索システムの開発・構築で培った技術を生かした、盛り上がり度の計算手法などを開発しま

した。 
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【本リリースに関するお問い合わせ】 

ピーシーフェーズ株式会社 

東京都渋谷区神宮前 6-19-20 第 15 荒井ビル 6F 

担当：「テレピパ★」担当 

E-mail : pr@pcp.co.jp 

TEL： 03-6418-1237  FAX： 03-6418-1248 

 

 

エフルート株式会社 

東京都中野区本町 1-32-2 ハーモニータワー15 階 

担当：綱島 (つなしま) 

E-mail : pr@froute.co.jp 

TEL: 03-5354-3351    FAX : 03-5354-3353 
 

 

株式会社 Preferred Infrastructure 

東京都文京区本郷 2-40-1 本郷東急ビル 4F 

担当：西川 (にしかわ) 

E-mail : info@preferred.jp 

TEL : 03-6662-8675 
 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

＃ ＃ 文中の会社名およびサービス名は、各社の商標または登録商標です。 ＃ ＃ 

＃ ＃ 「FOMA」「i モード」は株式会社NTT ドコモの登録商標です。 ＃ ＃ 

＃ ＃ Flash Lite は株式会社はAdobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ＃ ＃ 



 

【別紙】リニューアルの概要 
「簡単に使える」をコンセプトに、使いやすさを重視したユーザーインターフェイスに変更いたしまし

た。 
 
主な変更内容 

 ボタンの配置やキー操作方法を一新し、使いやすさを追求しました。 
 見やすさを重視し、全体的にシンプルですっきりしたデザイン・パステル調の色調に変更しました。 
 ネット検索結果の情報量と見やすさを改善し、より適した結果を見つけていただきやすくなりました。 

 出演者に関するキーワードに興味をもつ方が多いことを受け、これまで用意していた「画像検

索」「Q&A検索」などの一般的な検索カテゴリーに加え、「アイドル検索」「アナウンサー検索」
などのテレビに関連する検索カテゴリーを追加しました。 

 動画検索の結果にサムネイルを表示するなど、表示レイアウトを変更しました。 
 検索結果の一部に猥褻なテキストが含まれる場合、それを表示しないようにする機能を追加しました。

不適切な結果が含まれることが減り、より安心してお使いいただけるようになりました。 
 一部の番組で放送中にキーワード表示がされない場合があるとのご意見をうけ、データ処理の仕組み

を見直しました。テレビ放映から「テレピパ★」でキーワードを提示するまでの時間が短縮され、よ

りタイムリーに情報を検索いただけるようになりました。 
 
 
変更時期 

2010年 8月 2日（月） 
 

 

各社の主な担当箇所 

 ピーシーフェーズ・・Flash Lite 1.1プログラミングを含む画面デザインや操作性の変更を担当。 
 エフルート・・検索結果のカテゴリー追加、不適切な結果を表示しないための調整機能追加を担当。 
 プリファードインフラストラクチャー・・キーワード提示までの時間短縮のためのシステム改変、よ

り適した検索結果を得るためのシステムの改変を担当。 



参考資料 

【「テレピパ★」のサイト URL】 
URL： http://m.telepipa.jp/ 

 

 

【テレピパ★ リニューアルイメージ】 
1）ピポパ★キーワード画面 
番組を選ぶと、その番組に関するキーワードが降って来るという機能はそのままに、デザインと操作性を一新しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）検索結果詳細画面 
ピポパ★キーワード画面でクリックしたキーワードに関する公式サイトや関連するサイト/ブログ、画像、音楽、動画、Q&A
等さまざまな情報(*3)が紹介されるのに加え、「アイドル検索」「アナウンサー検索」などテレビと関係の深い検索カテゴリ-       
を追加しました。動画の検索結果へのサムネイル表示などのレイアウト変更を実施しました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     注）画面イメージに含まれる出演者名、番組名、サイト URL は架空のものです。 
 

(*3)各情報の提供元について 

キーワードに併せて表示される情報は froute.jp のディレクトリ登録型サイト「厳選ディレクトリ」および、「音楽」・「書籍」等各専門検索

等を元として紹介しております。また、キーワード選択時に表示される[再検索]ボタンを押すことにより、froute.jp の「総合検索」に遷

移し、より詳細に情報を確認することが可能です。 

[レギュラー] 坂本良輔
坂本良輔 - Wikipedia

[レギュラー] 武市平太

新作ドラマ 「良輔と平太2」 まもなく開始！

連ドラで大人気！！二人の素顔にせ
2010-04-19 19:40:00
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武市平太の日記

[レギュラー] 岩崎野次朗
岩崎野次朗・・・Wikipedia

リニューアル前 リニューアル後 

利用頻度の低いボタンを下

部に配置し、キー押下数を

削減。 

パステル調の色調に変更し、 

視認性を向上。 

不要なボタンを削除。 

リニューアル後 リニューアル前 

出現履歴

新春ドラマ特集 「良輔と平太

笑って！クイズバトルフィール

奇跡！信じられない体験談

04/12 19:45
04/10 16:45
04/09 21:00

武市平太

「武市平太」 の検索結果 10件

[PCページ]武市平太の日記
1. 武市平太にっきvol. 1 撮影は順調・・

[携帯ページ]ドラマナビゲーション
2. TBSによるドラマ案内。話題のドラマ

[携帯ページ]武市平太とは・・はてな
3. 武市平太とは・・はてなｷｰﾜｰﾄﾞ

武市平太

（右へ続く） 

（続き） 

パステル調の色調

に変更し、全体的

にレイアウトを見

直し。 

動画検索結果には 

サムネイルを表示。 

「アイドル」「アナウ

ンサー」などの検索

カテゴリを追加。 
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