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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送波から、デジタルテレビジョン信号と、表示装置に表示するための画面データであ
るＧＵＩデータを含むソフトウェアプログラムを受信する受信手段と、
　前記受信手段によって受信された前記ソフトウェアプログラムに含まれる前記ＧＵＩデ
ータを選択的にインストールする制御を実行する制御手段と、
　インストールされたＧＵＩデータを前記表示装置に表示する表示手段と、
　利用者の嗜好情報を記憶する記憶手段と、を有し、
　前記ソフトウェアプログラムは、デジタル放送受信機に前記ＧＵＩデータが適合するか
否かを判断するために用いられる互換情報と、当該ＧＵＩデータに関連するキーワード情
報とを含み、
　前記制御手段は前記受信手段によって受信した前記ソフトウェアプログラムに含まれる
互換情報から、自機に適合するＧＵＩデータであることを判断した後、前記キーワード情
報が前記記憶手段に記憶された嗜好情報と合致するか否かを判定し、前記キーワード情報
が前記記憶手段に記憶された嗜好情報と合致する場合、ＧＵＩデータをインストールする
か否かを利用者が選択するための選択画面を表示し、当該選択画面に対する利用者の入力
に基づいて当該ＧＵＩデータのインストールの要否を決定することを特徴とするデジタル
放送受信機。
【請求項２】
　放送波から、デジタルテレビジョン信号と、表示装置に表示するための画面データであ
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るＧＵＩデータを含むソフトウェアプログラムを受信する受信ステップと、
　前記受信ステップで受信された前記ソフトウェアプログラムに含まれる前記ＧＵＩデー
タを選択的にインストールする制御を実行する制御ステップと、
　インストールされたＧＵＩデータを前記表示装置に表示する表示ステップと、
　利用者の嗜好情報を記憶部に記憶する記憶ステップと、を有し、
　前記ソフトウェアプログラムは、デジタル放送受信機に前記ＧＵＩデータが適合するか
否かを判断するために用いられる互換情報と、当該ＧＵＩデータに関連するキーワード情
報とを含み、
　前記制御ステップは前記受信ステップで受信した前記ソフトウェアプログラムに含まれ
る互換情報から、自機に適合するＧＵＩデータであることを判断した後、前記キーワード
情報が前記記憶部に記憶された嗜好情報と合致するか否かを判定し、前記キーワード情報
が前記記憶部に記憶された嗜好情報と合致する場合、ＧＵＩデータをインストールするか
否かを利用者が選択するための選択画面を表示し、当該選択画面に対する利用者の入力に
基づいて当該ＧＵＩデータのインストールの要否を決定することを特徴とするデジタル放
送受信機の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、デジタル放送受信機及びデジタル放送受信機の制御方法に関するものである
。
【０００２】
【従来の技術】
従来のコンピュータ機器における操作画面は、装飾情報(アピアランス、スキンなど)の変
更、操作形式(クローム、または操作デバイスの変更)の変更、操作項目のエイリアス(リ
ンク、ショートカットなど)の集合を作成すること(ランチャーなど)、などにより操作画
面を自分の使用用途に合わせて、使いやすく変更することができた。
【０００３】
また、各種変更のためのパッチやソフトウェアはインターネット上で検索し、ダウンロー
ドして、システムにインストールすることによって入手することができた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、デジタルテレビシステムにおいて、メニュー画面をカスタマイズする目的でパッ
チやソフトウェアをインターネット上で検索して、ダウンロードすることは利用者に対し
て難解な作業を要求することになり、好ましくない。
【０００５】
また、そもそも比較的操作に慣れているユーザが行っていたコンピュータ機器の操作画面
のカスタマイズを、デジタルテレビシステムの広範な利用者に行わせることもまた好まし
くない。
【０００６】
本発明はこのような状況を鑑みてなされたものであり、デジタルテレビシステムの操作画
面を変更するためのプログラムを放送波に混ぜることでプッシュ配信し、デジタルテレビ
側で利用者の嗜好にあわせて取捨選択を行い、容易な操作でカスタマイズができる技術を
提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明のデジタル放送受信機は、放送波から、デジタルテレビジョン信号と、表示装置
に表示するための画面データであるＧＵＩデータを含むソフトウェアプログラムを受信す
る受信手段と、前記受信手段によって受信された前記ソフトウェアプログラムに含まれる
前記ＧＵＩデータを選択的にインストールする制御を実行する制御手段と、インストール
されたＧＵＩデータを前記表示装置に表示する表示手段と、利用者の嗜好情報を記憶する
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記憶手段と、を有し、前記ソフトウェアプログラムは、デジタル放送受信機に前記ＧＵＩ
データが適合するか否かを判断するために用いられる互換情報と、当該ＧＵＩデータに関
連するキーワード情報とを含み、前記制御手段は前記受信手段によって受信した前記ソフ
トウェアプログラムに含まれる互換情報から、自機に適合するＧＵＩデータであることを
判断した後、前記キーワード情報が前記記憶手段に記憶された嗜好情報と合致するか否か
を判定し、前記キーワード情報が前記記憶手段に記憶された嗜好情報と合致する場合、Ｇ
ＵＩデータをインストールするか否かを利用者が選択するための選択画面を表示し、当該
選択画面に対する利用者の入力に基づいて当該ＧＵＩデータのインストールの要否を決定
することを特徴とする。
　また、本発明のデジタル放送受信機の制御方法は、放送波から、デジタルテレビジョン
信号と、表示装置に表示するための画面データであるＧＵＩデータを含むソフトウェアプ
ログラムを受信する受信ステップと、前記受信ステップで受信された前記ソフトウェアプ
ログラムに含まれる前記ＧＵＩデータを選択的にインストールする制御を実行する制御ス
テップと、インストールされたＧＵＩデータを前記表示装置に表示する表示ステップと、
利用者の嗜好情報を記憶部に記憶する記憶ステップと、を有し、前記ソフトウェアプログ
ラムは、デジタル放送受信機に前記ＧＵＩデータが適合するか否かを判断するために用い
られる互換情報と、当該ＧＵＩデータに関連するキーワード情報とを含み、前記制御ステ
ップは前記受信ステップで受信した前記ソフトウェアプログラムに含まれる互換情報から
、自機に適合するＧＵＩデータであることを判断した後、前記キーワード情報が前記記憶
部に記憶された嗜好情報と合致するか否かを判定し、前記キーワード情報が前記記憶部に
記憶された嗜好情報と合致する場合、ＧＵＩデータをインストールするか否かを利用者が
選択するための選択画面を表示し、当該選択画面に対する利用者の入力に基づいて当該Ｇ
ＵＩデータのインストールの要否を決定することを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
図１は本発明の第１の実施形態によるグラフィカルユーザインタフェースの変更方法を適
用したデジタルテレビシステムである。
図１において、デジタルテレビシステム101は番組放送側が信号送信装置102から放送する
放送波を受信する信号受信部103、メニューやデータコンテンツの表示を担うGUI制御部10
4を含むシステムソフトウェア（コンピュータプログラム）105、映像やGUIを表示する表
示装置106、およびユーザの嗜好情報を記録保存するユーザプロファイルデータベース部1
07からなる。
【０００９】
図2は当実施形態における、グラフィカルユーザインタフェースの変更作業の流れを示す
図である。
ステップS201では、信号送信装置102がメニュー追加ソフトのアーカイブを送信する。
ステップS202では、デジタルテレビの信号受信部103で受信する。
ステップS203では、受信したアーカイブからヘッダを抽出する。
【００１０】
ステップS204では、ヘッダに含まれるキーワードのいずれかが、プロファイルデータベー
ス107に含まれる嗜好キーワードに属する（含まれる）か否かをチェックする。属してい
ればステップS205へ進み、属していなければステップS207へ進む。
【００１１】
ステップS205では、利用者への問い合わせ（図８）を行い、追加画面のインストールを希
望するときにはステップS206へ進み、希望しなければステップS207へ進む。
ステップS206では、追加画面のインストールを行う。
ステップS207では、処理を完了する。
【００１２】
デジタルテレビシステム101では、製品購入時に利用者に対し嗜好情報をアンケート形式
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で入力させる、または利用者の操作を通じて利用者の嗜好情報を学習するなどの仕組みを
システムソフトウェア105に持たせ、ユーザプロファイルデータベース107を形成する。
【００１３】
ここで、たとえばユーザプロファイルデータベース107の構成を図３のようなものとする
。
ユーザプロファイルデータベースでは、利用者識別情報（ユーザID）301と利用者の嗜好
キーワード302で利用者情報を管理する。
嗜好キーワード302は、利用者の「好み」の情報のキーワードとなる単語を収録する。
【００１４】
信号送信装置102では、任意の商品や番組企画の宣伝・広告、連動コンテンツの初期操作
画面(ポータル画面)の提供などを目的として、デジタルテレビシステムのメニュー画面に
対する追加画面を表示するための、情報(プログラム)を番組やCM放送中の放送波に混ぜて
各家庭のデジタルテレビシステム101に対して配信する。
【００１５】
配信されるプログラムは図4のようなヘッダ部を持っている。ヘッダ部は、システム互換
情報401及びアーカイブの嗜好キーワードテーブル402を有する。ヘッダ部分に用意された
システム互換情報401により、デジタルテレビシステム101の構成との適合性を判断し、当
該システムでの適用が可能であることを確認した後に、嗜好情報（キーワードテーブル）
402を用いて利用者の嗜好情報との比較判断を行う。一致すれば、利用者の希望に応じて
、追加画面を表示するためのデータ本体（プログラム）403をデジタルテレビシステム101
にインストールする。
【００１６】
デジタルテレビシステムにおけるユーザプロファイルデータベース部の嗜好キーワード30
2、および配信される情報に含まれる嗜好情報402はそれぞれアンケートや手入力といった
方法で設定されるほか、前者は普段の試聴履歴を参考に番組詳細情報からのキーワード切
り出しで、また、後者は配信情報に含まれる詳細情報からのキーワード切り出しなどの手
段により、(半)自動的に生成することも可能とする。
【００１７】
例えば、配信されたプログラム401～403が図5、またデジタルテレビシステム101に含まれ
るユーザプロファイルデータベース107における、ある利用者の嗜好情報が図6のような場
合を考える。
【００１８】
図5は、システム互換情報502、嗜好キーワードテーブル503及びデータ本体501を示す。配
信されたプログラムの実情報部501は、図7のような映画広告を盛り込んだメニュー画面を
利用者に提供するためのソフトウェアアップデータとする。
【００１９】
図5のプログラムでは、新作のカーアクション映画の広告に関する追加メニュー画面を提
供するものであり、内容に関係するキーワードが嗜好情報部503に記録されている。
【００２０】
嗜好情報部503のキーワードと、デジタルテレビシステム側のユーザプロファイルデータ
ベース部における嗜好キーワード602とを比較すると、一致するキーワードが存在し、利
用者が配信されたプログラムに関心を持っている可能性があることになる。
【００２１】
続いて、図8のような表示を行い、利用者に対して配信されたプログラムを利用するかど
うかの判断を仰ぎ、利用者が配信されたプログラムを利用する場合は、メニュー画面に図
7のような画面が追加される。
【００２２】
上記により、配信される追加メニュー画面の中から利用者の嗜好にあったものだけを選択
して、利用者に提示し、容易にサービスを利用するためのメニュー画面を追加することが
可能となる。
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【００２３】
（第2の実施形態）
図9は本発明の第２の実施形態によるグラフィカルユーザインタフェースの変更方法を適
用したデジタルテレビシステムである。
図9において、デジタルテレビシステム901は番組放送側が信号送信装置902から放送する
放送波を受信する信号受信部903、メニューやデータコンテンツの表示を担うGUI制御部90
4を含むシステムソフトウェア905、映像やGUIを表示する表示装置906、およびユーザの嗜
好情報を記録保存するユーザプロファイルデータベース部907からなる。
【００２４】
図10は当実施形態における、グラフィカルユーザインタフェ－スの変更作業の流れを示す
図である。
ステップS1001では、信号送信装置902がメニュー装飾ソフトのアーカイブを送信する。
ステップS1002では、デジタルテレビの信号受信部903で受信する。
ステップS1003では、受信したアーカイブからヘッダを抽出する。
【００２５】
ステップS1004では、ヘッダに含まれるキーワードのいずれかが、プロファイルデータベ
ース907に含まれる嗜好キーワードに属する（含まれる）か否かをチェックする。属して
いればステップS1005へ進み、属していなければステップS1007へ進む。
【００２６】
ステップS1005では、利用者への問い合わせ（図16）を行い、装飾データのインストール
を希望するときにはステップS1006へ進み、希望しなければステップS1007へ進む。
ステップS1006では、装飾データのインストールを行う。
ステップS1007では、処理を完了する。
【００２７】
デジタルテレビシステム901では、製品購入時に利用者に対し、嗜好情報をアンケート形
式で入力させる、または利用者の操作を通じて利用者の嗜好情報を学習するなどの仕組み
をシステムソフトウェア905に持たせ、ユーザプロファイルデータベース907を形成する。
【００２８】
ここで、例えばユーザプロファイルデータベース907の構成を図11のようなものとする。
ユーザプロファイルデータベースでは、利用者識別情報（ユーザID）1101と利用者の嗜好
キーワード1102で利用者を管理する。
嗜好キーワード1102は、利用者の「好み」の情報のキーワードとなる単語を収録する。
【００２９】
信号送信装置902では、任意の商品や番組企画の宣伝・広告、またはキャラクターグッズ
のように、サービスを象徴するキャラクタなどを利用して利用者のサービスに対する認知
度を向上させたり、愛着を増させることを目的として、デジタルテレビシステムのメニュ
ー画面におけるコンポーネント(ボタンやパネルなど)を装飾するための、情報(プログラ
ム)を番組やCM放送中の放送波に混ぜて各家庭のデジタルテレビシステム901に対して配信
する。
【００３０】
配信されるプログラムは図12のようなヘッダ部を持っている。ヘッダ部は、システム互換
情報1201及びアーカイブの嗜好キーワードテーブル1202を有する。ヘッダ部分に用意され
たシステム互換情報1201により、デジタルテレビシステム901の構成との適合性を判断し
、当該システムでの適用が可能であることを確認した後に、嗜好情報（キーワードテーブ
ル）1202を用いて利用者の嗜好情報との比較判断を行う。一致すれば、利用者の希望に応
じて、コンポーネントを装飾するためのデータ本体（プログラム）1203をデジタルテレビ
システム901にインストールする。
【００３１】
デジタルテレビシステムにおけるユーザプロファイルデータベース部の嗜好キーワード11
02、および配信されるプログラムに含まれる嗜好情報1202はそれぞれアンケートや手入力
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といった方法で設定されるほか、普段の試聴履歴を参考に番組詳細情報からのキーワード
切り出しや、配信情報に含まれる詳細情報からのキーワード切り出しなどの手段により、
(半)自動的に生成することも可能とする。
【００３２】
図13は、システム互換情報1302、嗜好キーワードテーブル1303及びデータ本体1301を示す
。例えば、配信されたプログラム1201～1203が図13、またデジタルテレビシステム901に
含まれるユーザプロファイルデータベース907におけるある利用者の嗜好情報が図14のよ
うな場合を考える。
【００３３】
配信されたプログラムの実情報部1301は、図15(A)のコンポーネントを図15（B）のコンポ
ーネントのように変更するためのデータやプログラムを提供するものとする。
【００３４】
図15(A),(B)のメニュー画面はメニュー項目1501a,1501b、メニューフォーカス1502a,1502
bからなり、図15（B）ではメニューフォーカスの移動の際に視覚効果を与えるメニュー選
択マスコット1503bが付加される。
【００３５】
図13のプログラムは、サッカーワールドカップに関する画面装飾プログラムを提供するも
のであり、内容に関係するキーワードが嗜好情報部1303に記録されている。
【００３６】
嗜好情報部1303のキーワードと、デジタルテレビシステム側のユーザプロファイルデータ
ベース部における嗜好キーワード1402とを比較すると、一致するキーワードが存在し、利
用者が配信されたプログラムに関心をもっている可能性があることになる。
【００３７】
続いて、図16のような表示を行い、利用者に対して配信されたプログラムを利用するかど
うかの判断を仰ぎ、利用者が配信されたプログラムを利用する場合は図15(B)のように操
作画面を変更する。
【００３８】
上記により、配信される追加機能の中から利用者の嗜好にあったものだけを選択して、利
用者に提示し、利用者の好みに合った操作画面を提供することが可能となる。
【００３９】
（第3の実施形態）
図17は本発明の第３の実施形態によるグラフィカルユーザインタフェースの変更方法を適
用したデジタルテレビシステムである。
図17において、デジタルテレビシステム1701は番組放送側が信号送信装置1702から放送す
る放送波を受信する信号受信部1703、メニューやデータコンテンツの表示を担うGUI制御
部1704を含むシステムソフトウェア1707、およびリモコン装置1705の信号を受信するリモ
コン受信部1706、映像やGUIを表示する表示装置1708、およびユーザの嗜好情報と特徴情
報を記録保存するユーザプロファイルデータベース部1709からなる。
【００４０】
図18は当実施形態における、グラフィカルユーザインタフェースの変更作業の流れを示す
図である。
ステップS1801では、信号送信装置1702で新しいリモコン情報を配信する。
ステップS1802では、デジタルテレビの信号受信部1703で受信する。
ステップS1803では、受信したアーカイブからヘッダを抽出する。
【００４１】
ステップS1804では、当該リモコン装置の推薦度が、ある任意の設定値以上であるか否か
をチェックする。設定値以上であればステップS1805へ進み、設定値未満であればステッ
プS1807へ進む。
【００４２】
ステップS1805では、利用者による購入の指示があり、かつ操作・表示方法変更プログラ
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ムのインストールを希望すればステップS1806へ進み、それ以外はステップS1807へ進む。
ステップS1806では、操作・表示方法変更プログラムのインストールを行う。
ステップS1807では、処理を完了する。
【００４３】
リモコン装置1705はある一定の基準(信号の送信方式や最低限必要なボタンの種類など)を
満たした複数種類のものが、利用者によって選択でき、基準に沿ったリモコン装置であれ
ばデジタルテレビシステムのリモコン受信部1506は信号を受信することができるものとす
る。
【００４４】
利用者は自分の「好みの」、または「身体条件に合った」操作デバイスを有するリモコン
を選択して利用することができるものとする。
デジタルテレビシステム1701では、製品購入時に利用者に対し、利用者の嗜好情報と特徴
情報をアンケート形式で入力させる、または利用者の操作を通じて利用者の嗜好情報と特
徴情報を学習するなどの仕組みをシステムソフトウェア1707に持たせ、ユーザプロファイ
ルデータベース1709を形成する。
【００４５】
ここで、例えばユーザプロファイルデータベース1709の構成を図19のようなものとする。
ユーザプロファイルデータベースでは、利用者識別情報（ユーザID）1901と利用者の嗜好
キーワード1902、利用者の特徴情報パラメータ部1903で利用者を管理する。
嗜好キーワード1902は、利用者の「好み」の情報のキーワードとなる単語を収録する。
【００４６】
特徴情報1903は、利用者の性質を保存する。例えば、利用者の利き腕、身体障害の有無、
リモコンによる基本操作(10キーによるか、「+」「・」「-」キーによるか。) 、操作の
やり直しの頻度、などを記録する。特徴情報（利用者の操作の傾向情報）1903は、ある機
能を実行するための操作履歴、実行するまでに発生する操作ミス、リモコンを持つ手、及
び、置いて使うか持って使うかの情報のうちの少なくといずれか１つを含む。
【００４７】
信号送信装置1702では、デジタルテレビシステム1701で利用可能なリモコンを製造するメ
ーカー等が、製造したリモコンの広告情報を放送波に混ぜて各過程のデジタルテレビシス
テムに対して配信する。
【００４８】
配信される広告情報は図20のような構成になっており、ヘッダ部及びデータ本体を有する
。ヘッダ部は、システム互換情報2002及びリモコンの特徴情報2003を有する。ヘッダ部分
に用意されたシステム互換情報2002により、デジタルテレビシステム1701との適合性を判
断し、当該システムでの適用が可能であることを確認する。
【００４９】
次に、配信される広告情報によって告知されるリモコンの特性情報2003とデジタルテレビ
システムのユーザプロファイルデータベース1709に記録されている利用者の特徴情報パラ
メータ部1903に基づいて、当該リモコンの利用者に対する推奨度を決定する。
【００５０】
例えば、推奨度を導出する流れは図21のようになる。あるユーザのプロファイルが図21(A
)のような場合、図21(B)の送信されたリモコンの特性情報との共通項目を洗い出す。図21
（C）のように、共通項目の中でリモコンの特性情報側に振られた重み係数の合計を取り
、その値を推奨度とする。
【００５１】
図21のような流れでリモコンの推薦度を算出し、任意の値を超えるものについて図22のよ
うに利用者に対して提示を行う。
図22の提示を受けた利用者がリモコンを購入すると、続いてリモコン用のドライバウェア
とグラフィカルユーザインタフェースの変更のための情報(プログラム)が配信される。
【００５２】
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このとき配信されるグラフィカルユーザインタフェースの変更のためのプログラムとは、
例えば、購入したリモコンが図23のような2方向シャトルデバイスが用意されている場合
、図24(A)のようなメニュー画面を、図24(B)のようなメニュー画面に変更するためのプロ
グラムを示す。
【００５３】
配信されたプログラムの受信が完了すると、図25のような提示を行い、利用者に対して、
使用しているリモコンに適したグラフィカルユーザインタフェースパターン(レイアウト
やリモコンのボタン割り当て)に変更するかどうかを判断させる。利用者が希望すれば、
操作・表示方法変更プログラムがデジタルビデオシステム1701にインストールされる。
【００５４】
上記により、利用者は利用者に応じたリモコンの推薦を受けることができ、またさまざま
なリモコンの形式にあわせたレイアウトやリモコンのボタン割り当てを設定することがで
きるようになる。
【００５５】
(第4の実施形態)
本発明の第4の実施形態は、第3の実施形態における図17のシステムに対し、図26のように
ネットワークへの接続のためのネットワーク接続部2611とネットワークに存在するサーバ
2610を追加する。
【００５６】
サーバ2610では、信号送信装置2602によって送信されるグラフィカルユーザインタフェー
スパターン(レイアウトやリモコンのボタン割り当て)のプログラムが常に蓄積される。
【００５７】
第3の実施形態において、別のリモコンの提示を受けなかった場合でも、任意の操作に対
する操作ミスの回数が一定数を超える場合、または、グラフィカルユーザインタフェース
を変更することが望ましい特徴情報を有する場合(これらの判断は例えば、エージェント
などの機能によって行われる)、デジタルテレビ側が特徴情報を基にサーバ2610を検索し
、グラフィカルユーザインタフェースの変更のための情報(プログラム)を自動的にダウン
ロードする。
【００５８】
サーバ2610はグラフィカルユーザインタフェースの変更のためのプログラムを蓄積してお
り、任意のリモコンとの相性を示す特性情報を伴っている。
デジタルテレビシステム2601では、現在使用しているリモコン装置2605の情報をサーバ26
10にむけて送信する。リモコン装置の情報を受けたサーバ2610ではグラフィカルユーザイ
ンタフェースパターンに付随する特性情報と受信した情報を比較し、図27の手順で適合度
を算出する。
【００５９】
あるリモコンの特徴情報が図27(A)のような場合、サーバ上のグラフィカルユーザインタ
フェースパターンを変更するためのプログラムのアーカイブに付随する、図27(B)のグラ
フィカルユーザインタフェースパターンの特性情報との共通項目を洗い出す。図27(C)の
ように、共通項目の中でグラフィカルユーザインタフェースパターンの特性情報側に振ら
れた重み係数の合計を取り、その値を適合度とする。
【００６０】
算出された適合度が一定の値を超えるものについて、グラフィカルユーザインタフェース
パターンの変更のためのプログラムをデジタルテレビ2601に送信する。
【００６１】
グラフィカルユーザインタフェースの変更のための情報を受信したデジタルテレビ2601で
は、図28のような提示を行い、利用者に対して使用しているリモコンに適した別のグラフ
ィカルユーザインタフェースパターン(レイアウトやリモコンのボタン割り当て)に変更す
るかどうかを判断させる。利用者が変更を希望すれば、デジタルテレビ2601は、受信した
プログラムをインストールする。
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上記により、利用者は現在使っているリモコンに合わせた別の操作形式(レイアウトやリ
モコンのボタン割り当て)を設定することができるようになる。
【００６２】
以上のように、第1の実施形態のデジタルテレビシステムは、デジタルテレビのメニュー
画面を編成し表示する手段と、メニュー画面に追加メニュー項目および項目群を追加する
ためのプログラムを受信する手段と、利用者の嗜好情報を蓄積する手段を持つデジタルテ
レビシステムであって、配信される前述のプログラムに付随する、関連キーワード情報を
もとに、利用者の嗜好情報とあったものだけを利用者に告知する手段と、前述のプログラ
ムの適用を実行する手段を持ち、利用者に追加操作画面を提供する。
第1の実施形態によれば、配信される追加機能の中から利用者の嗜好にあったものだけを
選択し、利用者に提示し、容易にサービスを利用するためのメニュー画面を追加すること
が可能となる。
【００６３】
第2の実施形態によるデジタルテレビシステムは、デジタルテレビのメニュー画面を編成
し表示する手段と、メニュー画面をあるテーマに基づいて装飾するためのプログラムを受
信する手段と、利用者の嗜好情報を蓄積する手段を持つデジタルテレビシステムであって
、配信される前述のプログラムにプログラムに付随する、関連キーワード情報をもとに利
用者の嗜好情報とあったものだけを利用者に告知する手段と、前述のプログラムの適用を
実行する手段を持ち、利用者の操作画面を装飾する。
第2の実施形態によれば、配信される追加機能の中から利用者の嗜好にあったものだけを
選択して、利用者に提示し、利用者の好みに合った操作画面を提供することが可能となる
。
【００６４】
第3の実施形態のデジタルテレビシステムは、デジタルテレビのメニュー画面を編成し表
示する手段と、メニュー画面を操作するためのリモコンと、リモコン操作によりデジタル
テレビに対して発信されるコマンド(どのキーを押したかなど)とリモコンの固有情報(メ
ーカIDや機械ID)を受信する手段と、メニュー画面のレイアウトと操作のためのリモコン
のボタン割り当てを変更するためのプログラムを受信する手段と、利用者の操作の傾向情
報（ある機能を実行するための操作履歴、および、実行するまでに発生する操作ミス、ま
たはリモコンを持つ手や置いて使うか、持って使うかなど）を蓄積する手段を持つデジタ
ルテレビシステムであって、配信される新しいリモコンの仕様情報に含まれるリモコンの
特性情報と、前述の利用者の操作の傾向情報から推奨度を算出する手段と、推奨度がある
設定値より高いものについて、利用者に告知する手段、さらに当該リモコンでの操作に適
したメニュー画面のレイアウト、およびリモコンのボタン割り当てを提供するためのプロ
グラムを受信する手段、前述のプログラムの適用を実行する手段をもち、利用者のメニュ
ー画面のレイアウト、およびリモコンのボタン割り当てを変更する。
第3の実施形態によれば、利用者は利用者の操作環境に応じたリモコンの推薦を受けるこ
とができ、またさまざまなリモコンの形式に合わせた操作形式を設定することができるよ
うになる。
【００６５】
第4の実施形態のデジタルテレビシステムは、第3の実施形態のデジタルテレビシステムに
おいて、ネットワークに接続するための手段と、メニュー画面のレイアウト、およびリモ
コンのボタン割り当てを変更するためのプログラムを蓄積する手段を追加し、蓄積された
メニュー画面のレイアウト、およびリモコンのボタン割り当てを変更するためのプログラ
ムの中から、現在使用中のリモコンの特性情報と、メニュー画面のレイアウト、およびリ
モコンのボタン割り当てのパターンを変更するためのプログラムに付随する、当該プログ
ラムによって実現されるグラフィカルユーザインタフェースの特性情報とから、算出され
る適合度に基づき、適合度がある設定値より高いものについて、利用者に提供する。
第4の実施形態によれば、利用者が使っているリモコンにあわせた別の操作形式を容易に
設定することができるようになる。
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【００６６】
本実施形態は、コンピュータ（デジタルテレビシステム等）がプログラムを実行すること
によって実現することができる。また、プログラムをコンピュータに供給するための手段
、例えばかかるプログラムを記録したＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体又はかかるプログラムを
伝送するインターネット等の伝送媒体も本発明の実施形態として適用することができる。
上記のプログラム、記録媒体及び伝送媒体は、本発明の範疇に含まれる。記録媒体として
は、例えばフレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることができる。
【００６７】
なお、上記実施形態は、何れも本発明を実施するにあたっての具体化の例を示したものに
過ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはならないものである
。すなわち、本発明はその技術思想、またはその主要な特徴から逸脱することなく、様々
な形で実施することができる。
【００６８】
【発明の効果】
以上説明したように、受信するプログラムの中から利用者の嗜好にあったものだけを選択
し、利用者に提示し、容易にサービスを利用するためのメニュー項目をメニュー画面に追
加することが可能となる。
また、受信するプログラムの中から利用者の嗜好にあったものだけを選択して、利用者に
提示し、利用者の好みに合ったメニュー画面の装飾をすることが可能となる。
また、利用者は利用者の操作環境に応じたリモコンの推薦を受けることができ、またさま
ざまなリモコンの形式に合わせた操作形式を設定することができるようになる。
また、利用者が使っているリモコンにあわせた別の操作形式を容易に設定することができ
るようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第1の実施形態によるグラフィカルユーザインタフェースの変更方法を
適用したデジタルテレビシステムの構成図である。
【図２】グラフィカルユーザインタフェースの変更の作業の流れを示す図である。
【図３】ユーザプロファイルの構成の一例を示す図である。
【図４】配信されるグラフィカルユーザインタフェース情報の構成の例を示す図である。
【図５】配信されるグラフィカルユーザインタフェース情報のヘッダの内容の一例を示す
図である。
【図６】ユーザプロファイルの一例を示す図である。
【図７】番組広告を目的とした追加操作画面の一例を示す図である
【図８】追加操作画面を追加するソフトウェアの着信をユーザに告知する画面の例を示す
図である
【図９】本発明の第2の実施形態によるグラフィカルユーザインタフェースの変更方法を
適用したデジタルテレビシステムの構成図である。
【図１０】グラフィカルユーザインタフェースの変更の作業の流れを示す図である。
【図１１】ユーザプロファイルの構成の一例を示す図である。
【図１２】配信されるグラフィカルユーザインタフェース情報の構成の例を示す図である
。
【図１３】配信されるグラフィカルユーザインタフェース情報のヘッダの内容の一例を示
す図である。
【図１４】ユーザプロファイルの一例を示す図である。
【図１５】メニュー画面の変更前・変更後の一例を示す図である。
【図１６】メニュー画面の装飾情報を含むソフトウェアの着信をユーザに告知する画面の
例を示す図である。
【図１７】本発明の第3の実施形態によるグラフィカルユーザインタフェースの変更方法
を適用したデジタルテレビシステムの構成図である。
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【図１８】グラフィカルユーザインタフェースの変更の作業の流れを示す図である。
【図１９】ユーザプロファイルの構成の一例を示す図である。
【図２０】配信されるリモコン情報の構成の例を示す図である。
【図２１】ユーザに対するリモコンの推奨度を算出する流れを示す図である。
【図２２】ユーザに対して、当該ユーザに適した新しいリモコン装置の告知を行う画面の
例を示す図である。
【図２３】リモコンの主操作デバイスの例を示す図である。
【図２４】メニュー画面の操作形式の変更前・変更後の一例を示す図である。
【図２５】リモコンにあわせた操作形式を提供するプログラムを含むソフトウェアの着信
をユーザに告知する画面の例を示す図である。
【図２６】本発明の第4の実施形態によるグラフィカルユーザインタフェースの変更方法
を適用したデジタルテレビシステムの構成図である。
【図２７】リモコンに対するメニュー画面の操作形式の適合度を算出する流れを示す図で
ある。
【図２８】リモコンに適した操作形式を提供するプログラムを告知する画面の例を示す図
である。
【符号の説明】
１０１　デジタルテレビシステム
１０２　信号送信装置
１０３　信号受信部
１０４　GUI制御部
１０５　システムソフトウエア
１０６　表示装置
１０７　ユーザプロファイルデータベース
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