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(57)【要約】
【課題】利用者の操作上の手間を軽減する。
【解決手段】テレビ１の表示制御部２２０ｃは、裏番組
からなる母集団から抽出された推薦コンテンツに対応す
る推薦コンテンツパネル１２２ａと、未来番組からなる
母集団から抽出された推薦コンテンツに対応する推薦コ
ンテンツパネル１２２ｂとをディスプレイ２０５に同時
に表示させる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者に推薦する推薦コンテンツを抽出する抽出処理を行う抽出手段と、前記推薦コン
テンツを特定するものであり且つ当該特定されている推薦コンテンツに関する操作指示を
行うための推薦アイコンを表示部に表示させる表示制御手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記抽出処理において第１の母集団から抽出された推薦コンテン
ツに対応する推薦アイコンと、前記抽出処理において第１の母集団とは属性の異なる第２
の母集団から抽出された推薦コンテンツに対応する推薦アイコンとを前記表示部に同時に
表示させることを特徴とするコンテンツ推薦装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記推薦アイコンの表示形態を、当該推薦アイコンに対応する推
薦コンテンツの抽出元となった母集団の属性に応じて変更することを特徴とする請求項１
に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの抽出元となった母
集団の属性を示す情報を前記推薦アイコンに付すことにより、前記推薦アイコンの表示形
態を、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの抽出元となった母集団の属性に応じ
て変更していることを特徴とする請求項２に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記推薦アイコンの表示形態を、前記推薦アイコンに対応する推
薦コンテンツの推薦理由に応じて変更することを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ
推薦装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの推薦理由を示す情
報を前記推薦アイコンに示すことにより、前記推薦アイコンの表示形態を、前記推薦アイ
コンに対応する推薦コンテンツの推薦理由に応じて変更していることを特徴とする請求項
４に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、(ａ）複数個の前記推薦アイコンと、前記推薦アイコンとは異な
るものであり前記コンテンツ推薦装置に対する操作指示を行うための複数個の機能アイコ
ンとが一列に並べられたアイコン表示ゾーンを前記表示部に表示させ、（ｂ）利用者の操
作に応じて、前記アイコン表示ゾーンに示されるアイコンをスクロールさせることで、前
記アイコン表示ゾーンのうちの所定箇所に位置するアイコンを順次切り替えるようになっ
ており、
　前記所定箇所に位置しているアイコンを選択候補として認識し、利用者からアイコン選
択命令が入力されると前記選択候補のアイコンを選択するアイコン選択手段を備えている
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、(ａ）複数個の前記推薦アイコンと、前記推薦アイコンとは異な
るものであり前記コンテンツ推薦装置に対する操作指示を行うための複数個の機能アイコ
ンとを一列に並べたアイコン表示ゾーンを前記表示部に表示させ、（ｂ）利用者の操作に
応じて、前記アイコン表示ゾーンに示されるアイコンをスクロールさせることで、前記ア
イコン表示ゾーンのうちの所定箇所に位置するアイコンを順次切り替えるようになってお
り、
　前記所定箇所に位置しているアイコンを選択候補として認識し、利用者からアイコン選
択命令が入力されると前記選択候補のアイコンを選択するアイコン選択手段を備え、
　さらに、前記表示制御手段は、前記推薦アイコンを前記推薦理由毎のグループに分類し
ており、前記アイコン表示ゾーンの表示を開始するためのコマンドが利用者から入力され
ると、前記アイコン選択手段に過去に選択された推薦アイコンのうち選択時点が現時点か
ら最も近い推薦アイコンの属するグループのなかのいずれかの推薦アイコンが前記所定箇



(3) JP 2013-223150 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

所に初期配置されるように前記アイコン表示ゾーンの表示を開始することを特徴とする請
求項４または５に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記コマンドが利用者によって入力されると、前記アイコン選択
手段に過去に選択された機能アイコンおよび推薦アイコンのうち現時点から最も近い時点
で選択されたのが第１の機能アイコンの場合には、前記所定箇所に初期配置される推薦ア
イコンの隣に第１の機能アイコンが配されるようにアイコンの並び順が定められたアイコ
ン表示ゾーンを表示させることを特徴とする請求項７に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項９】
　前記抽出処理とは異なる手法にて定められる推薦コンテンツを示す推薦コンテンツ情報
を格納するサーバとネットワークを介して接続されており、
　前記サーバから前記推薦コンテンツ情報を取得する取得手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記推薦コンテンツ情報に示される推薦コンテンツに対応する推
薦アイコンを前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１から８のいずれか１項に
記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか１項に記載のコンテンツ推薦装置と、前記表示部とを備えて
いることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項１１】
　利用者に推薦する推薦コンテンツを抽出する抽出処理を行う抽出手段と、前記推薦コン
テンツを特定するものであり且つ当該特定されている推薦コンテンツに関する操作指示を
行うための推薦アイコンを表示部に表示させる表示制御手段とを含むコンテンツ推薦装置
の制御方法であって、
　前記表示制御手段が、前記抽出処理において第１の母集団から抽出された推薦コンテン
ツに対応する推薦アイコンと、前記抽出処理において第１の母集団とは属性の異なる第２
の母集団から抽出された推薦コンテンツに対応する推薦アイコンとを前記表示部に同時に
表示させる工程を含むことを特徴とするコンテンツ推薦装置の制御方法。
【請求項１２】
　コンピュータを請求項１～９のいずれか１項に記載の各手段として機能させるプログラ
ム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、利用者にコンテンツを推薦するコンテンツ推薦装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年のテレビには、利用者の操作の便宜性を向上させるために、様々な機能が搭載され
ている。例えば、利用者に推薦する推薦コンテンツを電子番組表等から抽出する抽出処理
を行い、抽出された推薦コンテンツのタイトル等を示すものであって当該推薦コンテンツ
に関する操作を行うためのアイコンを表示するコンテンツ推薦機能が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－１６６２５２号公報（２０１１年８月２５日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　従来のコンテンツ推薦機能によれば、互いに属性の異なる複数の母集団から前記抽出処
理を行い、抽出元の母集団毎に異なる画面で前記アイコンを表示させるようになっている
。例えば、裏番組からなる母集団から抽出された推薦コンテンツに関するアイコンと、未
放送番組（未来番組）からなる母集団から抽出された推薦コンテンツに関するアイコンと
は互いに別々の画面で表示されている。
【０００５】
　したがって、利用者からすれば、裏番組の推薦コンテンツに関するアイコンを見た後に
、未放送番組の推薦コンテンツ情報に関するアイコンを確認する場合、裏番組の推薦コン
テンツ情報が列挙されている画面を閉じた後に未放送番組の推薦コンテンツ情報が列挙さ
れている画面を表示させなければならず、操作の手間が生じるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、前記の問題に鑑みてなされたものであり、利用者にコンテンツを推薦するコ
ンテンツ推薦装置において、利用者の操作上の手間を軽減することを目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的の達成のため、本発明のコンテンツ推薦装置は、利用者に推薦する推薦コン
テンツを抽出する抽出処理を行う抽出手段と、前記推薦コンテンツを特定するものであり
且つ当該特定されている推薦コンテンツに関する操作指示を行うための推薦アイコンを表
示部に表示させる表示制御手段とを備え、前記表示制御手段は、前記抽出処理において第
１の母集団から抽出された推薦コンテンツに対応する推薦アイコンと、前記抽出処理にお
いて第１の母集団とは属性の異なる第２の母集団から抽出された推薦コンテンツに対応す
る推薦アイコンとを前記表示部に同時に表示させることを特徴とする。
【０００８】
　本発明の構成によれば、利用者は、第１の母集団（例えば裏番組からなる母集団）から
抽出された推薦コンテンツの推薦アイコンと、第２の母集団（例えば未放送番組からなる
母集団）から抽出された推薦コンテンツの推薦アイコンとを同時に確認できるため、従来
のコンテンツ推薦機能において生じていた操作上の手間を抑制できるという効果を奏する
。
【０００９】
　また、本発明のコンテンツ推薦装置において、前記表示制御手段は、前記推薦アイコン
の表示形態を、当該推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの抽出元となった母集団の属
性に応じて変更するようになっていてもよい。具体的には、前記表示制御手段は、前記推
薦アイコンに対応する推薦コンテンツの抽出元となった母集団の属性を示す情報を前記推
薦アイコンに付すことにより、前記推薦アイコンの表示形態を、前記推薦アイコンに対応
する推薦コンテンツの抽出元となった母集団の属性に応じて変更する構成であってもよい
。
【００１０】
　この構成によれば、利用者からすれば、表示されている推薦コンテンツの属性（裏番組
，未放送番組）を一目で把握できるというメリットを有する。
【００１１】
　また、本発明のコンテンツ推薦装置において、前記表示制御手段は、前記推薦アイコン
の表示形態を、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの推薦理由に応じて変更する
ようになっていてもよい。具体的には、前記表示制御手段は、前記推薦アイコンに対応す
る推薦コンテンツの推薦理由を示す情報を前記推薦アイコンに示すことにより、前記推薦
アイコンの表示形態を、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの推薦理由に応じて
変更する構成であってもよい。
【００１２】
　この構成によれば、利用者からすれば、表示されている推薦コンテンツの推薦事由（例
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えば利用者の視聴履歴に基づく推薦等）を一目で把握できるというメリットを有する。
【００１３】
　また、本発明のコンテンツ推薦装置において、前記表示制御手段は、(ａ）複数個の前
記推薦アイコンと、前記推薦アイコンとは異なるものであり前記コンテンツ推薦装置に対
する操作指示を行うための複数個の機能アイコンとが一列に並べられたアイコン表示ゾー
ンを前記表示部に表示させ、（ｂ）利用者の操作に応じて、前記アイコン表示ゾーンに示
されるアイコンをスクロールさせることで、前記アイコン表示ゾーンのうちの所定箇所に
位置するアイコンを順次切り替えるようになっており、前記所定箇所に位置しているアイ
コンを選択候補として認識し、利用者からアイコン選択命令が入力されると前記選択候補
のアイコンを選択するアイコン選択手段を備える構成であってもよい。
【００１４】
　この構成によれば、利用者は、スクロールという簡易な操作によって選択候補のアイコ
ンを順次切り替えることが可能になっており、利用者にとってアイコンの選択が容易であ
るというメリットがある。
【００１５】
　さらに、本発明のコンテンツ推薦装置において、前記表示制御手段は、(ａ）複数個の
前記推薦アイコンと、前記推薦アイコンとは異なるものであり前記コンテンツ推薦装置に
対する操作指示を行うための複数個の機能アイコンとを一列に並べたアイコン表示ゾーン
を前記表示部に表示させ、（ｂ）利用者の操作に応じて、前記アイコン表示ゾーンに示さ
れるアイコンをスクロールさせることで、前記アイコン表示ゾーンのうちの所定箇所に位
置するアイコンを順次切り替えるようになっており、前記所定箇所に位置しているアイコ
ンを選択候補として認識し、利用者からアイコン選択命令が入力されると前記選択候補の
アイコンを選択するアイコン選択手段を備え、さらに、前記表示制御手段は、前記推薦ア
イコンを前記推薦理由毎のグループに分類しており、前記アイコン表示ゾーンの表示を開
始するためのコマンドが利用者から入力されると、前記アイコン選択手段に過去に選択さ
れた推薦アイコンのうち選択時点が現時点から最も近い推薦アイコンの属するグループの
なかのいずれかの推薦アイコンが前記所定箇所に初期配置されるように前記アイコン表示
ゾーンの表示を開始するような構成であってもよい。
【００１６】
　この構成によれば、利用者は、スクロールという簡易な操作によって選択候補のアイコ
ンを順次切り替えることが可能になっており、利用者にとってアイコンの選択が容易であ
るというメリットがある。
【００１７】
　また、以上の構成によれば、アイコン表示ゾーンの表示を開始した場合に利用者が最初
に目につくアイコンは前記所定箇所に初期配置されているアイコン（選択候補のアイコン
）である可能性が高い。そして、以上の構成によれば、アイコン表示ゾーンの表示を開始
させると、過去に選択された推薦アイコンのうち選択時点が現時点から最も近い推薦アイ
コンと同じグループ（推薦理由が共通する推薦アイコンからなるグループ）に属する推薦
アイコンを前記所定箇所に初期配置するようになっている。すなわち、同じ利用者によっ
て選択される各推薦アイコンは推薦理由が共通する傾向にあるため、利用者に選択される
可能性の高い推薦アイコンを、利用者が直ぐに選択できる位置（所定箇所）に初期配置さ
せることで利用者の利便性を高めているのである。
【００１８】
　さらに、以上の構成によれば、前記機能アイコンが選択された直後に前記アイコン表示
ゾーンの表示指示が利用者から入力されたとしても、前記所定箇所に初期配置されるのは
前記機能アイコンではなく前記推薦アイコンになる。つまり、アイコン表示ゾーンを立ち
上げた利用者は、まず前記機能アイコンよりも前記推薦アイコンに示される推薦コンテン
ツを確認する傾向にあるため、前記機能アイコンよりも前記推薦アイコンを利用者の目に
つき易い位置（所定箇所）に初期配置させることで利用者の利便性を高めているのである
。
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【００１９】
　また、本発明のコンテンツ推薦装置において、前記表示制御手段は、前記コマンドが利
用者によって入力されると、前記アイコン選択手段に過去に選択された機能アイコンおよ
び推薦アイコンのうち現時点から最も近い時点で選択されたのが第１の機能アイコンの場
合には、前記所定箇所に初期配置される推薦アイコンの隣に第１の機能アイコンが配され
るようにアイコンの並び順が定められたアイコン表示ゾーンを表示させる構成であっても
よい。
【００２０】
　この構成によれば、アイコン表示ゾーンを立ち上げた利用者は前記機能アイコンよりも
前記推薦アイコンに示される推薦コンテンツを最初に確認する傾向にあるものの、前回選
択された機能アイコンは再度選択される可能性があることから、機能アイコンよりも推薦
アイコンを利用者の目につき易い位置（所定箇所）に初期配置させつつも、つぎに利用者
の目につき易い位置（所定箇所の隣）に前回選択された機能アイコン（第１の機能アイコ
ン）を初期配置させるようになっている。これにより利用者の利便性を高めているのであ
る。
【００２１】
　また、本発明のコンテンツ推薦装置は、前記抽出処理とは異なる手法にて定められる推
薦コンテンツを示す推薦コンテンツ情報を格納するサーバとネットワークを介して接続さ
れており、前記サーバから前記推薦コンテンツ情報を取得する取得手段を備え、前記表示
制御手段は、前記推薦コンテンツ情報に示される推薦コンテンツに対応する推薦アイコン
を前記表示部に表示させる構成であってもよい。
【００２２】
　この構成によれば、ネットワーク（インターネット）を介して外部から取得される推薦
コンテンツ情報に示される推薦コンテンツ（例えば視聴率ランキングに基づく推薦コンテ
ンツ等）利用者に知らしめることが可能になる。
【００２３】
　また、本発明は、前記のコンテンツ推薦装置と前記表示部とを備えているテレビジョン
受像機であってもよい。
【００２４】
　さらに、本発明は、利用者に推薦する推薦コンテンツを抽出する抽出処理を行う抽出手
段と、前記推薦コンテンツを特定するものであり且つ当該特定されている推薦コンテンツ
に関する操作指示を行うための推薦アイコンを表示部に表示させる表示制御手段とを含む
コンテンツ推薦装置の制御方法であって、前記表示制御手段が、前記抽出処理において第
１の母集団から抽出された推薦コンテンツに対応する推薦アイコンと、前記抽出処理にお
いて第１の母集団とは属性の異なる第２の母集団から抽出された推薦コンテンツに対応す
る推薦アイコンとを前記表示部に同時に表示させる工程を含むことを特徴とする。
【００２５】
　さらに、前記コンテンツ推薦装置は、コンピュータによって実現されてもよく、この場
合には、コンピュータを前記コンテンツ推薦装置の各手段として機能させるプログラム、
および、このプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範
疇に入る。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の構成によれば、利用者は、第１の母集団（例えば裏番組からなる母集団）から
抽出された推薦コンテンツの推薦アイコンと、第２の母集団（例えば未放送番組からなる
母集団）から抽出された推薦コンテンツの推薦アイコンとを同時に確認できるため、従来
のコンテンツ推薦機能において生じていた操作上の手間を抑制できるという効果を奏する
。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
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【図１】本発明の一実施形態のテレビおよび周辺機器のハードウェア構成を示すブロック
図である。
【図２】図１のテレビのディスプレイに表示されるメニュー画面の構成を示す画面構成図
である。
【図３】図１のテレビにおける画面遷移を示す画面遷移図である。
【図４】機能・レコメンドゾーンがフォーカス状態にされた場合のメニュー画面を示す図
である。
【図５】図１に示す抽出処理部にて抽出された推薦コンテンツに対応する推薦コンテンツ
パネルを説明するための図である。
【図６】メーカーサーバから取得した推薦コンテンツ情報に示される推薦コンテンツに対
応する推薦コンテンツパネルを説明するための図である。
【図７】機能・レコメンドゾーンの中央に初期配置される推薦コンテンツパネルを説明す
るための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　[テレビの構成]
　本発明の表示装置の一実施形態であるテレビジョン受像機（以下「テレビ」と称す）に
ついて、図に基づいて以下詳細に説明する。図１は、本実施形態のテレビ１および周辺機
器を示したブロック図である。
【００２９】
　テレビ１は、リモートコントローラ（以下、単にリモコンと称する）１０とともに使用
される。リモコン１０は、テレビ１と赤外線により無線通信を行い、ユーザの操作に応じ
テレビ１に対して各種の指示入力を行う。リモコン１０は、テレビ１のディスプレイにメ
ニュー画面を表示するためのホームボタンや、画面上の操作を行うための上ボタン、下ボ
タン、右ボタン、左ボタン、決定ボタン、戻るボタン、終了ボタンなどを有している。そ
して、リモコン１０は押下されたボタンを示す信号をテレビ１に送る。
【００３０】
　また、テレビ１はＵＳＢ（Universal Serial Bus）端子を有しており、当該ＵＳＢ端子
を介してＨＤＤ（ハードディスクドライブ）２０と接続することが可能である。ＨＤＤ２
０は、テレビ１が受信した放送番組を録画番組として記憶するためのものである。すなわ
ち、ＨＤＤ２０は、録画番組に対応するデータを記憶している。
【００３１】
　テレビ１は、図１に示すように、チューナ２０１、ビデオデコーダ２０２、映像処理部
２０３、ディスプレイコントローラ２０４、ディスプレイ２０５、オーディオデコーダ２
０６、音声処理部２０７、アンプ２０８、スピーカ２０９、ＨＤＭＩレシーバ２１０、Ｌ
ＡＮインタフェース２１１、赤外線受光部２１２、録画処理部２１３、および、制御装置
２２０を備えている。
【００３２】
　チューナ２０１は、地上波デジタル放送、ＢＳ放送、または、ＣＳ放送の放送波から符
号化映像信号と符号化音声信号とを復調する。ビデオデコーダ２０２は、チューナ２０１
にて復調された符号化映像信号を復号する。ビデオデコーダ２０２にて復号された映像信
号は、映像処理部２０３を介してディスプレイコントローラ２０４に供給される。ディス
プレイコントローラ２０４は、映像処理部２０３により処理された映像信号が表す映像を
表示するべく、ディスプレイ２０５を制御する。オーディオデコーダ２０６は、チューナ
２０１にて復調された符号化音声信号を復号する。オーディオデコーダ２０６にて復号さ
れた音声信号は、音声処理部２０７を介してアンプ２０８に供給される。アンプ２０８は
、音声処理部２０７により処理された音声信号が表す音声を出力すべく、スピーカ２０９
を駆動する。
【００３３】
　ＨＤＭＩレシーバ２１０は、ソース機器から供給された映像信号及び音声信号を受信す
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る。ＨＤＭＩレシーバ２１０により受信された映像信号及び音声信号は、それぞれ、映像
処理部２０３及び音声処理部２０７に供給され、チューナ２０１により復調された映像信
号及び音声信号と同様、ディスプレイ２０５及びスピーカ２０９から出力される。
【００３４】
　また、ＬＡＮインタフェース２１１は、ＷＥＢサーバ及びＶＯＤサーバから、それぞれ
、ＷＥＢコンテンツ及びＶＯＤコンテンツを取得する。これらのネットワークコンテンツ
は、何れも、制御装置２２０にてソフトウェア的にデコードされる。制御装置２２０にて
デコードされたネットワークコンテンツを表す映像信号及び音声信号は、それぞれ、映像
処理部２０３及び音声処理部２０７に供給され、チューナ２０１により復調された映像信
号及び音声信号と同様、ディスプレイ２０５及びスピーカ２０９から出力される。
【００３５】
　赤外線受光部２１２は、リモコン１０からの信号（リモコン信号）を受信し、制御装置
２２０に送る。
【００３６】
　録画処理部２１３は、制御装置２２０からの指示に従って、指定された放送番組につい
て、ビデオデコーダ２０２により復号された映像信号、オーディオデコーダ２０６により
復号化された音声信号、及び当該放送番組の番組情報とを対応付けてＨＤＤ２０に記録さ
せる処理を行う。なお、録画処理部２１３は、電子番組表から番組情報を取得すればよい
。また、録画処理部２１３によりＨＤＤ２０に録画された録画番組の映像信号及び音声信
号は、制御装置２２０からの指示により映像処理部２０３及び音声処理部２０７に入力さ
れることで、録画番組が再生される。
【００３７】
　制御装置２２０は、上述した機能に加えて、メニュー画面を表す映像信号を生成する機
能を有している。制御装置２２０にて生成されたメニュー画面を表す映像信号は、映像処
理部２０３に供給され、チューナ２０１により復調された映像信号と同様、ディスプレイ
２０５から出力される。なお、制御装置２２０は、メニュー画面を表す映像信号を生成す
るために必要となる各種情報を、ＬＡＮインタフェース２１１を介してメーカーサーバか
ら取得することができる。また、制御装置２２０は、赤外線受光部２１２が受信したリモ
コン信号に応じてメニュー画面を遷移させる。
【００３８】
　なお、制御装置２２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only M
emory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等を備えて構成されているコンピュータであ
って、ＲＯＭ、ＲＡＭ等に記録されているプログラムをＣＰＵが実行することにより、上
述した各機能を実現する。
【００３９】
　[メニュー画面]
　次に、ディスプレイ２０５にて表示されるメニュー画面１００について、図２を参照し
て説明する。図２は、テレビ１のディスプレイ２０５にて表示されるメニュー画面１００
の構成を示す画面構成図である。
【００４０】
　メニュー画面１００は、リモコン１０に設けられたホームボタンが押下されたときにテ
レビ１が表示する画面であり、図２に示すように、インフォゾーン１１０と、機能・レコ
メンドゾーン１２０と、ネットサービスゾーン１３０とを含む。以下、インフォゾーン１
１０、機能・レコメンドゾーン１２０、および、ネットサービスゾーン１３０について説
明する。
【００４１】
　　（インフォゾーン）
　インフォゾーン１１０は、各種情報を表示するための領域であり、情報表示領域と言い
換えることもできる。インフォゾーン１１０は、ユーザネーム表示領域１１１、お知らせ
一覧ボタン１１２ａ、ログインボタン１１２ｂ、設定ボタン１１２ｃ、時間表示領域１１
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３、天気表示領域１１４、ライブ映像表示領域１１５、バナー１１６ａ～１１６ｃ、バナ
ー詳細表示領域１１６ｄ、および、インフォメーション表示領域１１７を含む。
【００４２】
　ユーザネーム表示領域１１１は、ユーザネームを表示するための領域である。テレビ１
は、その製造メーカー等が提供する特定のサーバ（以下、「メーカーサーバ」と記載）に
ログインする機能を有しており、メーカーサーバへのログインを完了すると、ログインの
際に使用したユーザネームをユーザネーム表示領域１１１に表示する。なお、ログインを
完了するまでの間、テレビ１は、ログアウト状態であることを示す文字列（図１では「よ
うこそゲストさん」）をユーザネーム表示領域１１１に表示する。
【００４３】
　お知らせ一覧ボタン１１２ａは、お知らせ一覧画面を呼び出すためのボタンである。お
知らせ一覧ボタン１１２ａがフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下さ
れると、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００からお知らせ
一覧画面へと遷移させる。なお、お知らせ一覧ボタン１１２ａは、テレビ１がネットワー
クに接続されている場合にのみフォーカス可能となる。
【００４４】
　ログインボタン１１２ｂは、ログイン画面を呼び出すためのボタンである。ログインボ
タン１１２ｂがフォーカスされている状態でリモコン１０の決定ボタンが押下されると、
テレビ１は、ディスプレイ２０５に表示する画面を、メニュー画面１００からログイン画
面へと遷移させる。なお、ログインボタン１１２ｂは、テレビ１がネットワークに接続さ
れている場合にのみフォーカス可能となる。
【００４５】
　設定ボタン１１２ｃは、設定画面を呼び出すためのボタンである。設定ボタン１１２ｃ
がフォーカスされている状態でリモコン１０の決定ボタンが押下されると、テレビ１は、
ディスプレイ２０５に表示する画面を、メニュー画面１００から設定画面へと遷移させる
。なお、設定ボタン１１２ｃは、テレビ１がネットワークに接続されているか否かに拠ら
ずフォーカス可能である。
【００４６】
　時間表示領域１１３は、現在時刻を表示するための領域である。時間表示領域１１３に
おける現在時刻の表示形式は任意であるが、本実施形態においては、図２に示すように、
「午前＊＊：＊＊」「＊＊＊＊年＊＊月＊＊日＊曜日」という表示形式を採用している。
なお、時間表示領域１１３に表示する現在時刻は、例えば、テレビ１に内蔵された時計か
ら取得してもよいし、テレビ１に接続されたＮＴＰサーバから取得してもよい。
【００４７】
　天気表示領域１１４は、テレビ１が設置されている地域の天候情報を表示するための領
域である。天気表示領域１１４における天候情報の表示形式は任意であるが、本実施形態
においては、天気アイコン（図２の例では晴れのち曇りのアイコン）、地域名（図２の例
では「矢板市」）、及びコメント（図２の例では「関東北部は花粉飛散量大の見込み」）
を含む表示形式を採用している。なお、天気表示領域１１４に表示する天候情報は、メー
カーサーバ等から取得したものであってもよいし、データ放送から抽出したものであって
もよい。
【００４８】
　ライブ映像表示領域１１５は、メニュー画面１００に遷移する直前に全画面表示してい
た映像（動画像又は静止画像）を縮小表示するための領域である。例えば、メニュー画面
１００に遷移する直前にある放送番組が全画面表示されていた場合、ライブ映像表示領域
１１５には、その放送番組が引き続き縮小表示されることになる。また、メニュー画面１
００に遷移する直前にある録画番組が全画面表示されていた場合、ライブ映像表示領域１
１５には、その録画番組が引き続き表示されることになる。また、メニュー画面１００に
遷移する直前にあるウェブページが全画面表示されていた場合、ライブ映像表示領域１１
５には、そのウェブページが引き続き表示されることになる。なお、ライブ映像表示領域
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１１５は、テレビ１がネットワークに接続されているか否かに拠らずフォーカス可能であ
る。ライブ映像表示領域１１５がフォーカスされている状態でリモコン１０の決定ボタン
が押下されると、テレビ１は、メニュー画面１００の表示を終了すると共に、ライブ映像
の全画面表示を再開する。
【００４９】
　バナー１１６ａ～１１６ｃは、メーカーサーバから提供されたバナーであり、例えば、
メーカーサーバから提供されたバナー広告である。バナー１１６ａ～１１６ｃは、テレビ
１がネットワークに接続されるか否かに拠らずフォーカス可能であり、バナー詳細表示領
域１１６ｄには、フォーカスされているバナーに対応する詳細情報が表示される。バナー
１１６ａ～１１６ｃ、及び、バナー１１６ａ～１１６ｃの各々に対応する詳細情報は、テ
レビ１がネットワークに接続されているときにメーカーサーバからダウンロードされ、テ
レビ１に蓄積される。
【００５０】
　インフォメーション表示領域１１７は、メーカーサーバから提供された任意の文字列を
表示するための領域である。インフォメーション表示領域１１７に表示される文字列は、
インフォメーション表示領域１１７の右端から左端へと流れる。そして、最後の文字がイ
ンフォメーション表示領域１１７の左端からフレームアウトすると、最初の文字がインフ
ォメーション表示領域１１７の右端からフレームインする。
【００５１】
　なお、以下の説明においては、インフォゾーン１１０を構成するＵＩ（User Interface
）要素のうち、フォーカス可能なＵＩ要素のことを、メニュー項目と総称する。具体的に
は、お知らせ一覧ボタン１１２ａ、ログインボタン１１２ｂ、設定ボタン１１２ｃ、ライ
ブ映像表示領域１１５、及びバナー１１６ａ～１１６ｃがメニュー項目に該当する。
【００５２】
　　（機能・レコメンドゾーン）
　機能・レコメンドゾーン１２０は、各種機能に対応するパネル（以下、「機能パネル」
と記載）と、各種推薦コンテンツに対応するパネル（以下、「推薦コンテンツパネル」と
記載）とを表示するための領域であり、パネル表示領域と言い換えることもできる。
【００５３】
　図２において、符号１２１ａ、１２１ｂに示されるパネルが機能パネルであり、符号１
２２ａ、１２２ｂ、１２２ｃに示されるパネルが推薦コンテンツパネルである。なお、以
下の説明において、機能パネル１２１ａ，１２１ｂをまとめて指す場合には機能パネル１
２１と称し、推薦コンテンツパネル１２２ａ～１２２ｃをまとめて指す場合には推薦コン
テンツパネル１２２と称す。
【００５４】
　機能パネル１２１および推薦コンテンツパネル１２２は、機能・レコメンドゾーン１２
０内に横一列に並べられる。
【００５５】
　機能パネル１２１は、テレビ１が有する複数の機能の各々に対応するパネルである。あ
る機能パネル１２１がフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下されると
、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００から、フォーカスさ
れている機能パネル１２１に対応する機能を利用するための画面へと遷移させる。
【００５６】
　本実施形態においては、機能パネル１２１として、裏番組パネル、スマートサーチパネ
ル、録画リストパネル、入力切替パネル、番組表パネル、及びカレンダーパネルが用意さ
れる。例えば、裏番組パネルがフォーカスされている状態でリモコン１０の決定ボタンが
押下されると、制御装置２２０は、ディスプレイ２０５に表示する画面を、メニュー画面
１００から裏番組選択画面へと遷移させる。また、スマートサーチパネルがフォーカスさ
れている状態でリモコン１０の決定ボタンが押下されると、制御装置２２０は、ディスプ
レイ２０５に表示する画面を、メニュー画面１００からスマートサーチ画面へと遷移させ
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る。また、録画リストパネルがフォーカスされている状態でリモコン１０の決定ボタンが
押下されると、制御装置２２０は、ディスプレイ２０５に表示する画面を、メニュー画面
１００から、ＨＤＤ２０に記録されている録画番組のリストを示す録画リスト画面へと遷
移させる。
【００５７】
　推薦コンテンツパネル１２２は、テレビ１が選択（抽出）した複数の推薦コンテンツ（
裏番組、未放送番組、録画番組、又はウェブページ）の各々に対応するパネルである。あ
る推薦コンテンツパネル１２２がフォーカスされている状態でリモコン１０の決定ボタン
が押下されると、制御装置２２０は、対応する推薦コンテンツの全画面表示を開始するか
（推薦コンテンツが裏番組、録画番組、又はウェブページの場合）、又は、対応する推薦
コンテンツの録画予約を行うための録画予約画面の全画面表示を開始する（推薦コンテン
ツが未放送番組の場合）。
【００５８】
　なお、以下の説明においては、機能・レコメンドゾーン１２０を構成するＵＩ（User I
nterface）要素のうち、フォーカス可能なＵＩ要素のことを、メニュー項目と総称する。
具体的には、機能パネル１２１及び推薦コンテンツパネル１２２がメニュー項目に該当す
る。
【００５９】
　また、機能・レコメンドゾーン１２０に表示されるメニュー項目（特に推薦コンテンツ
パネル１２２）の詳細については後に詳述する。
【００６０】
　　（ネットサービスゾーン）
　ネットサービスゾーン１３０は、各種ネットサービスに対応するアイコン１３１を表示
するための領域である。アイコン１３１がフォーカスされている状態でリモコン１０の決
定ボタンが押下されると、制御装置２２０は、ディスプレイ２０５に表示する画面を、メ
ニュー画面１００から、フォーカスされている状態のアイコン１３１に対応するネットサ
ービスを利用するための画面へと遷移させる。
【００６１】
　本実施形態においては、アイコン１３１として、ＩＰＴＶアイコン、写真・マガジンア
イコン、ショッピングアイコン、検索・ＴＶポータルアイコン、ネット動画アイコン、コ
ミュニケーションアイコン、暮らしサポートアイコン、サービス一覧アイコン、及びブッ
クマークアイコンが用意される。
【００６２】
　なお、各種ネットサービスに対応するアイコン１３１は、テレビ１がＬＡＮインタフェ
ース２１１を介してネットワークに接続されているときに限って表示される。テレビ１が
ネットワークに接続されていない場合には、ネットワークに接続されていない旨を示すメ
ッセージ、ネットワーク接続を奨励する動画コンテンツを呼び出すためのボタン、ネット
ワーク設定画面を呼び出すためのボタンなどをネットサービスゾーン１３０に表示すると
よい。
【００６３】
　なお、以下の説明においては、ネットサービスゾーン１３０を構成するＵＩ（User Int
erface）要素のうち、フォーカス可能なＵＩ要素のことを、メニュー項目と総称する。具
体的には、アイコン１３１がメニュー項目に該当する。
【００６４】
　　（画面遷移）
　つぎに、テレビ１における画面遷移について、図３を参照して説明する。図３は、テレ
ビ１における画面遷移を示す画面遷移図である。
【００６５】
　放送番組等のライブ映像が全画面表示されているときにリモコン１０のホームボタンが
押下されると、制御装置２２０は、図３に示すように、ディスプレイ２０５に表示する画
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面を、ライブ映像（全画面表示）３００からメニュー画面１００へと遷移させる。
【００６６】
　メニュー画面１００の状態は、インフォゾーンフォーカス状態、機能・レコメンドゾー
ンフォーカス状態、および、ネットサービスゾーンフォーカス状態に大別される。ここで
、インフォゾーンフォーカス状態は、インフォゾーン１１０に含まれるメニュー項目の何
れか１つがフォーカスされている状態であり、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態は
、機能・レコメンドゾーン１２０に含まれるメニュー項目の何れか１つがフォーカスされ
ている状態であり、ネットサービスゾーンフォーカス状態は、ネットサービスゾーン１３
０に含まれるメニュー項目の何れか１つがフォーカスされている状態である。何れの状態
においても、フォーカスされているメニュー項目は、そのメニュー項目を取り囲むフォー
カス枠１４０によって、他のメニュー項目と識別可能になっている。
【００６７】
　インフォゾーンフォーカス状態においてリモコン１０の右ボタンが押下されると、制御
装置２２０は、フォーカスするメニュー項目を、現在フォーカスされているメニュー項目
の直ぐ右側に配置されたメニュー項目に変更する。同様に、インフォゾーンフォーカス状
態においてリモコン１０の左ボタンが押下されると、制御装置２２０は、フォーカスする
メニュー項目を、現在フォーカスされているメニュー項目の直ぐ左側に配置されたメニュ
ー項目に変更する。なお、インフォゾーンフォーカス状態におけるフォーカス移動は、メ
ニュー項目の位置を移動するのではなく、フォーカス枠１４０の位置を移動することによ
って実現される。
【００６８】
　インフォゾーンフォーカス状態においてリモコン１０の下ボタンが押下されると、制御
装置２２０は、図３に示すように、メニュー画面１００の状態を、インフォゾーンフォー
カス状態から機能・レコメンドゾーンフォーカス状態へと遷移させる。逆に、機能・レコ
メンドゾーンフォーカス状態においてリモコン１０の上ボタンが押下されると、制御装置
２２０は、メニュー画面１００の状態を、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態からイ
ンフォゾーンフォーカス状態へと遷移させる。
【００６９】
　機能・レコメンドゾーンフォーカス状態においてリモコン１０の右ボタンが押下される
と、制御装置２２０は、フォーカス枠１４０の位置を機能・レコメンドゾーン１２０の中
央に固定しつつ、機能・レコメンドゾーン１２０に表示されているメニュー項目の列を左
方向にスクロールさせる。これにより、フォーカス枠１４０に囲まれるメニュー項目は、
前記のスクロールの前にフォーカス枠１４０に囲まれていたメニュー項目より右側に配置
されているメニュー項目に変更される。同様に、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態
においてリモコン１０の左ボタンが押下されると、制御装置２２０は、フォーカス枠１４
０の位置を固定しつつ、機能・レコメンドゾーン１２０に表示されているメニュー項目の
列を右方向にスクロールさせる。これにより、フォーカス枠に囲まれるメニュー項目は、
前記のスクロールの前にフォーカス枠１４０に囲まれていたメニュー項目より左側に配置
されているメニュー項目に変更する。つまり、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態に
おけるフォーカス移動は、フォーカス枠の位置を移動するのではなく、フォーカス枠を機
能・レコメンドゾーンの中央に固定すると共にメニュー項目（機能パネル１２１および推
薦コンテンツパネル１２２）をスクロールさせることで実現される。
【００７０】
　機能・レコメンドゾーンフォーカス状態においてリモコン１０の下ボタンが押下される
と、制御装置２２０は、図３に示すように、メニュー画面１００の状態を、機能・レコメ
ンドゾーンフォーカス状態からネットサービスゾーンフォーカス状態へと遷移させる。逆
に、ネットサービスゾーンフォーカス状態においてリモコン１０の上ボタンが押下される
と、制御装置２２０は、メニュー画面１００の状態を、ネットサービスゾーンフォーカス
状態から機能・レコメンドゾーンフォーカス状態へと遷移させる。
【００７１】
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　ネットサービスゾーンフォーカス状態おいてリモコン１０の右ボタンが押下されると、
制御装置２２０は、フォーカスするメニュー項目を、現在フォーカスされているメニュー
項目の直ぐ右側に配置されたメニュー項目に変更する。同様に、ネットサービスゾーンフ
ォーカス状態においてリモコン１０の左ボタンが押下されると、制御装置２２０は、フォ
ーカスするメニュー項目を、現在フォーカスされているメニュー項目の直ぐ左側に配置さ
れたメニュー項目に変更する。ネットサービスゾーンフォーカス状態におけるフォーカス
移動は、メニュー項目の位置を移動するのではなく、フォーカス枠の位置を移動すること
によって実現される。
【００７２】
　なお、メニュー画面１００が表示されているときにリモコン１０の戻るボタン、ホーム
ボタン、又は終了ボタンが押下されると、制御装置２２０は、メニュー画面１００の表示
を終了すると共に、ライブ映像の全画面表示を再開する。
【００７３】
　また、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態において（何れかの機能パネル１２１が
フォーカスされている状態において）、リモコン１０の決定ボタンが押下されると、制御
装置２２０は、ディスプレイ２０５に表示する画面を、メニュー画面１００から、その機
能パネル１２１に対応する機能を利用するための画面へと遷移させる。例えば、裏番組パ
ネルがフォーカスされている状態でリモコン１０の決定ボタンが押下されると、制御装置
２２０は、ディスプレイ２０５に表示する画面を、メニュー画面１００から裏番組選択画
面へと遷移させる。また、スマートサーチパネルがフォーカスされている状態でリモコン
１０の決定ボタンが押下されると、制御装置２２０は、ディスプレイに表示する画面を、
メニュー画面１００からスマートサーチ画面へと遷移させる。
【００７４】
　なお、フォーカスされているメニュー項目の周囲に表示されるフォーカス枠は明滅させ
ることが好ましい。フォーカス枠の明滅周期は、例えば、０．５Ｈｚに設定すればよい。
これにより、メニュー項目がカラフルな場合であっても、どのメニュー項目がフォーカス
されているかをユーザが把握し易くなる。ただし、フォーカス移動が生じたときにフォー
カス枠が暗状態にあると、フォーカス移動が生じたことがユーザに伝わり難くなる。そこ
で、本実施形態においては、フォーカス移動が生じる度にフォーカス枠の状態を明状態に
リセットする構成を採用し、このような問題を回避している。また、フォーカス枠の色は
任意であるが、本実施形態においては黄色を用い、背景色が黒の場合にその視認性を高め
るように工夫している。
【００７５】
　[機能・レコメンドゾーンのメニュー項目]
　つぎに、機能・レコメンドゾーン１２０に表示されるメニュー項目について説明する。
機能・レコメンドゾーン１２０に表示されるメニュー項目としては、図２を用いて説明し
たように、テレビ１の機能を特定するものであり当該機能に関する操作指示（当該機能の
設定画面への遷移指示）を行うためのアイコンである機能パネル１２１と、利用者に推薦
する推薦コンテンツを特定する（利用者に識別させる）ものであり当該推薦コンテンツに
関する操作指示を行うためのアイコンである推薦コンテンツパネル１２２とがある。
【００７６】
　機能パネル１２１および推薦コンテンツパネル１２２に関するデータ処理は制御装置２
２０によって実行される。以下では当該データ処理を実行する制御装置２２０について詳
細に説明する。
【００７７】
　図１に示されるように、制御装置（コンテンツ推薦装置）２２０は、抽出処理部２２０
ａ、取得部２２０ｂ、表示制御部２２０ｃ、パネル選択部２２０ｄを備えている。
【００７８】
　抽出処理部（抽出手段）２２０ａは、ホームボタンが押されることによりメニュー画面
１００への遷移指示が入力されると、所定の母集団（コンテンツからなる母集団）から推
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薦コンテンツを抽出する抽出処理を行うブロックである。母集団としては、図５に示され
るように、裏番組からなる母集団、未来番組（未放送番組）からなる母集団、録画番組か
らなる母集団、Ｗｅｂサイトからなる母集団がある。
【００７９】
　また、抽出処理における抽出条件（コンテンツの推薦理由）は予め定められている。こ
の抽出条件としては、以下に示す「視聴履歴」「キーワード」「視聴番組関連」「未視聴
録画番組」がある。
【００８０】
　　（視聴履歴）
　視聴履歴を抽出条件とした抽出処理は、裏番組の母集団、および、未来番組の母集団の
各々について行われる。具体的には、抽出処理部２２０ａは、予め、テレビ１にて視聴さ
れた番組を示す履歴情報を記憶部（不図示）に保存しておく。そして、抽出処理部２２０
ａは、電子番組表の裏番組のリストから、履歴情報に示される番組と一致する裏番組を推
薦コンテンツとして抽出し、電子番組表の未来番組のリストから、履歴情報に示される番
組と一致する未来番組を推薦コンテンツとして抽出する。なお、裏番組とは、現時点にて
放送されている最中の番組のうちテレビ１にて視聴されている最中の番組以外の番組を指
す。また、未来番組とは、現時点では未放送であり未来の時間帯にて放送される番組を指
す。
【００８１】
　　（キーワード）
　キーワードを抽出条件とした抽出処理は、裏番組の母集団、および、未来番組の母集団
の各々について行われる。具体的には、抽出処理部２２０ａは、予め、利用者によって入
力されたキーワードを記憶部（不図示）に保存（登録）しておく。そして、抽出処理部２
２０ａは、電子番組表の裏番組のリストから、記憶部に保存されている登録キーワード（
番組のタイトル、出演者名）と一致するキーワードが番組情報に示されている裏番組を推
薦コンテンツとして抽出し、電子番組表の未来番組のリストから、記憶部に保存されてい
る登録キーワードと一致するキーワードが番組情報に示されている未来番組を推薦コンテ
ンツとして抽出する。
【００８２】
　　（視聴番組関連）
　視聴番組関連（視聴連動）を抽出条件とした抽出処理は、未来番組の母集団、録画番組
の母集団、ウェブサイトの母集団の各々について行われる。具体的には、抽出処理部２２
０ａは、現時点にてテレビ１にて視聴されている放送番組のキーワードを関連キーワード
として電子番組表の番組情報から取得する。そして、抽出処理部２２０ａは、電子番組表
の未来番組のリストから、関連キーワードと一致するキーワードが番組情報に示されてい
る未来番組を推薦コンテンツとして抽出し、ＨＤＤ２０に記録されている各録画番組のう
ち、関連キーワードと一致するキーワードが番組情報に示されている録画番組を推薦コン
テンツとして抽出する。また、抽出処理部２２０ａは、インターネット上のウェブサイト
を母集団として、現時点にてテレビ１にて視聴されている放送番組の番組情報に示されて
いるウェブサイトを推薦コンテンツとして抽出する。
【００８３】
　　（未視聴録画番組）
　未視聴録画番組を抽出条件とした抽出処理は録画番組の母集団について行われる。具体
的には、抽出処理部２２０ａは、ＨＤＤ２０に記録されている各録画番組のうち、未だ視
聴（再生）されていない録画番組を推薦コンテンツとして抽出する。
【００８４】
　ここで、以上にて示した抽出処理における抽出条件は、抽出された推薦コンテンツの推
薦理由（おすすめ理由）になる。すなわち、抽出処理部２２０ａが抽出処理を行うことに
より、下記の（１）～（８）の推薦コンテンツが抽出されることになる。
（１）利用者の視聴履歴に関係していることを推薦理由とする裏番組



(15) JP 2013-223150 A 2013.10.28

10

20

30

40

50

（２）利用者の視聴履歴に関係していることを推薦理由とする未来番組
（３）登録キーワードに関係していることを推薦理由とする裏番組
（４）登録キーワードに関係していることを推薦理由とする未来番組
（５）視聴中の番組に関連することを推薦理由とする未来番組
（６）視聴中の番組に関連することを推薦理由とする録画番組
（７）視聴中の番組に関連することを推薦理由とするウェブサイト
（８）未視聴であることを推薦理由とする録画番組
　後述するが、表示制御部２２０ｃは、図５に示すように、前記の（１）～（８）の推薦
コンテンツに対応する推薦コンテンツパネルを生成する。前記の（１）～（８）の推薦コ
ンテンツは、各々、図５の（１）～（８）の推薦コンテンツパネルに対応している。
【００８５】
　なお、抽出処理部２２０ａにおいて実行される全ての抽出処理は、周知の推薦番組抽出
手法を利用することで実現可能である。例えば、視聴履歴を抽出条件とする場合の抽出処
理の一例が特開２０１２－２３６８４号公報に示されている。
【００８６】
　つぎに、図１の取得部２２０ｂについて説明する。取得部２２０ｂは、メニュー画面１
００への遷移指示が入力されると、インターネット（ネットワーク）を介してメーカーサ
ーバ（不図示）から推薦コンテンツを示す推薦コンテンツ情報を取得するようになってい
る。メーカーサーバとはテレビ１のメーカーが運用しているサーバである。
【００８７】
　取得部２２０ｂによって取得される推薦コンテンツ情報とは、前記メーカーや前記メー
カーと提携している業者によって作成される番組ランキング（例えば週間ランキング等）
を示す情報、ＶＯＤの人気ランキングを示す情報、おすすめのＶＯＤ（またはウェブサイ
ト）を示す情報が挙げられる。
【００８８】
　表示制御部（表示制御手段）２２０ｃは、ホームボタンが押されることによりメニュー
画面１００への遷移指示が入力されると、図２に示したメニュー画面１００を示す画像デ
ータを生成し、この画像データを映像処理部２０３に送ることによってディスプレイ（表
示部）２０５にメニュー画面１００を表示させるようになっている。
【００８９】
　ここで、表示制御部２２０ｃは、図２および図４に示されるように、メニュー画面１０
０の機能・レコメンドゾーン１２０において、複数の機能パネル１２１および複数の推薦
コンテンツパネル１２２を表示するようになっている。なお、図４は、機能・レコメンド
ゾーン１２０がフォーカス状態にされた場合のメニュー画面１００を示す図である。
【００９０】
　機能パネル１２１は、テレビ１の各種機能を実行させる際の設定画面を表示させる操作
指示を行うためのアイコンである。
【００９１】
　これに対し、推薦コンテンツパネル１２２は、推薦コンテンツを特定する情報（コンテ
ンツのタイトル）を示すものであって、特定されている推薦コンテンツに関する操作指示
（視聴開始、当該推薦コンテンツの録画設定画面への移行）を行うためのアイコンである
。
【００９２】
　具体的には、表示制御部２２０ｃは、抽出部２２０ａにて抽出された推薦コンテンツ毎
に、各推薦コンテンツに対応する推薦コンテンツパネル１２２を機能・レコメンドゾーン
１２０に表示する。本実施形態において、表示制御部２２０ｃは、図５の（１）～（８）
に示されるような推薦コンテンツパネルを表示していることになる（説明の便宜上、図５
では（１）～（８）の符号が使用されているが、図５の（１）～（８）の推薦コンテンツ
パネルは図２または図４において推薦コンテンツパネル１２２として表示されるものであ
る）。
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【００９３】
　また、図５に示される推薦コンテンツパネル（１）～（６）（８）の「○○○」は推薦
コンテンツの番組タイトルであり、推薦コンテンツパネル（７）に示されるＵＲＬは推薦
コンテンツ（ウェブサイト）のＵＲＬである。つまり、抽出部２２０ａにて抽出された推
薦コンテンツに対応する推薦コンテンツパネルには、推薦コンテンツを特定する情報（利
用者に推薦コンテンツを識別させる情報）として番組タイトルまたはＵＲＬが表示されて
いるのである。
【００９４】
　また、表示制御部２２０ｃは、抽出部２２０ａにて抽出された推薦コンテンツに対応す
る推薦コンテンツパネルの各々において、推薦コンテンツの抽出元となった母集団の属性
（裏番組、未来番組等）を示す情報を表示する。例えば、図５の（１）（３）に示すよう
に、裏番組を母集団とする推薦コンテンツの推薦コンテンツパネルには、「おすすめ裏番
組」という情報（母集団の属性を示す情報）が付されている。図５の（２）（４）（５）
に示すように、未来番組を母集団とする推薦コンテンツの推薦コンテンツパネルには、「
おすすめ未来番組」という情報が付されている。図５の（６）（８）に示すように、録画
番組を母集団とする推薦コンテンツの推薦コンテンツパネルには、「おすすめ録画番組」
という情報が付されている。また、図５の（７）に示すように、ウェブサイトを母集団と
する推薦コンテンツの推薦コンテンツパネルには、「おすすめＷｅｂサイト」という情報
が付されている。
【００９５】
　さらに、表示制御部２２０ｃは、抽出部２２０ａにて抽出された推薦コンテンツに対応
する推薦コンテンツパネルの各々において、推薦理由を示す情報を表示する。具体的には
、各推薦コンテンツパネルに対して、推薦理由を識別する色のリボン（情報）が付されて
いる。また、各リボンには推薦理由を示す文字（情報）が示されている。
【００９６】
　例えば、図５に示すように、視聴履歴に関係することを推薦理由とする推薦コンテンツ
パネル（推薦アイコン）には、この推薦理由を意味する緑色のリボンが示され、この緑色
のリボン（符号ａ参照）には「視聴履歴」という文字が付されている。また、登録キーワ
ードに関係することを推薦理由とする推薦コンテンツパネルには、この推薦理由を意味す
るピンク色のリボンが示され、このピンク色のリボン（符号ｂ参照）には「キーワード」
という文字が付されている。また、視聴中の番組に関連することを推薦理由とする推薦コ
ンテンツパネルには、この推薦理由を意味するオレンジ色のリボンが示され、このオレン
ジ色のリボン（符号ｃ参照）には「関連情報」という文字が付されている。また、未視聴
録画であることを推薦理由とする推薦コンテンツパネルには、この推薦理由を意味する赤
色のリボンが付され、この赤色のリボン（符号ｄ参照）には「録画ＮＥＷ」という文字が
付されている。
【００９７】
　また、表示制御部２２０ｃは、取得部２２０ｂにて取得される推薦コンテンツ情報に示
される推薦コンテンツについても、推薦コンテンツパネル１２２を機能・レコメンドゾー
ン１２０に表示する。但し、取得部２２０ｂにて取得される推薦コンテンツ情報に示され
る推薦コンテンツについてはコンテンツ毎に推薦コンテンツパネルが示されるのではなく
、取得された推薦コンテンツ情報毎に推薦コンテンツパネルが生成される。例えば、ラン
キングの上位３番組を示すランキング情報が推薦コンテンツ情報として取得されると、図
６の（９）に示すように、１つの推薦コンテンツパネルにおいてランキングの上位３番組
が推薦コンテンツとして示されることになる。
【００９８】
　なお、本実施形態では、表示制御部２２０ｃは、取得部２２０ｂにて取得される推薦コ
ンテンツ情報について、図６の（９）～（１３）に示されるような推薦コンテンツパネル
を表示していることになる。図６の（９）は、番組ランキング（ベスト３）にランクイン
された番組を推薦コンテンツとした推薦コンテンツパネルであり、図６の（１０）は、Ｖ
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ＯＤランキング（ベスト３）にランクインされたＶＯＤを推薦コンテンツとした推薦コン
テンツパネルである。また、図６の（１１）は、特定業者（例えばレンタルビデオ店）が
勧めているＶＯＤを推薦コンテンツとした推薦コンテンツパネルである。また、図６の（
１２）、（１３）は、特定業者（たとえばメーカー）が勧めているウェブサイトを推薦コ
ンテンツとした推薦コンテンツパネルである。
【００９９】
　さらに、表示制御部２２０ｃは、インターネットを介して取得される推薦コンテンツ情
報に基づく推薦コンテンツパネル（図６）の各々においても、推薦理由を示す情報(リボ
ン）を表示する。但し、インターネット系の各推薦コンテンツパネル（図６）のリボンは
、図５の推薦コンテンツパネルのリボンと若干異なる性質を有している。具体的には、図
６の各推薦コンテンツパネルのリボンは２つの推薦理由を示している。つまり、図６の各
推薦コンテンツパネルの各リボンの色は１つめの推薦理由を示す色になっており、各リボ
ンに示される文字は２つめの推薦理由を示す内容になっている。
【０１００】
　具体的には、図６に示される推薦コンテンツパネル（９）～（１３）は、インターネッ
トを介して取得された情報に基づいて推薦されたものであることから、インターネット上
の情報が推薦理由であることを示す青色のリボンが付されている。また、推薦コンテンツ
パネル（９）および（１０）のリボンには、ランキングのベスト３が推薦理由であること
を示す文字（ベスト３）が示されている。また、推薦コンテンツパネル（１１）には、人
気が高い事が推薦理由であることを示す文字（人気コンテンツ）が示されている。
【０１０１】
　表示制御部２２０ｃは、図２に示すように、以上にて説明した各推薦コンテンツパネル
１２２と、機能パネル１２１とを一列に並べて機能・レコメンドゾーン１２０に表示して
いる。
【０１０２】
　ここで、表示制御部２２０ｃは、図２および図４に示すように、裏番組から抽出された
推薦コンテンツの推薦コンテンツパネル１２２ａと、未来番組から抽出された推薦コンテ
ンツの推薦コンテンツパネル１２２ｂとが隣り合うように配置し、裏番組から抽出された
推薦コンテンツに対応する推薦コンテンツパネル１２２ａと未来番組から抽出された推薦
コンテンツの推薦コンテンツパネル１２２ｂとを同時に表示させるようになっている。こ
れにより、利用者は、互いに母集団の属性が異なる複数の推薦コンテンツを同時に確認で
き、母集団毎に異なる画面で推薦コンテンツが表示されていた従来構成よりも操作上の手
間を抑制できるのである。
【０１０３】
　また、図２に示すメニュー画面１００が表示されている状態でリモコン１０の下ボタン
を押すと、機能・レコメンドゾーン１２０の中央に位置している推薦コンテンツパネル１
２２ａを囲う位置にフォーカス枠１４０が移動し、図４に示すように、機能・レコメンド
ゾーンフォーカス状態（図３参照）になる。
【０１０４】
　機能・レコメンドゾーンフォーカス状態において、利用者がリモコン１０の左ボタンを
押すと、表示制御部２２０ｃは、機能・レコメンドゾーン１２０にて一列に並べられてい
る各パネル１２１・１２２を右側にスクロールさせ（前記一列の方向の一方の側から他方
の側へスクロールさせ）、これにより、フォーカス枠１４０に囲まれるパネルが、前記の
スクロールの前にフォーカス枠１４０に囲まれていたパネルより左側に配置されているパ
ネルに変更される。これに対し、利用者がリモコン１０の右ボタンを押すと、表示制御部
２２０ｃは、機能・レコメンドゾーン１２０にて一列に並べられている各パネル１２１・
１２２を左側にスクロールさせ（前記一列の方向の他方の側から一方の側へスクロールさ
せ）、これにより、フォーカス枠１４０に囲まれるパネルが、前記のスクロールの前にフ
ォーカス枠１４０に囲まれていたパネルより右側に配置されているパネルに変更される。
【０１０５】
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　つまり、このスクロールによって、フォーカス枠１４０に囲われる箇所（機能・レコメ
ンドゾーン１２０の中央）に位置するパネルが順次切り替わるようになっている。具体的
には、図４の状態において左ボタンを押すと、フォーカス枠１４０に囲われるパネルが、
推薦コンテンツパネル１２２ａから機能パネル１２１ｂに切り替わる。また、図４の状態
において右ボタンを押すと、フォーカス枠１４０に囲われるパネルが、推薦コンテンツパ
ネル１２２ａから、推薦コンテンツパネル１２２ｂへ切り替わる。
【０１０６】
　また、表示制御部２２０ｃは、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態において、図４
に示すように、フォーカス枠１４０に囲われるパネルを他のパネルよりも大きく表示させ
ている。すなわち、フォーカス枠１４０に囲われるパネルは、機能・レコメンドゾーン１
２０の中央に位置しており、且つ、他のパネルよりも大きく表示されるため、他のパネル
よりも目立つように表示されることになる。
【０１０７】
　さらに、表示制御部２２０ｃは、図４に示されるように、表示中である機能パネル１２
１および推薦コンテンツパネル１２２の位置を示すためのスクロールインジケータ４００
を表示して利用者の利便性を高めている。このスクロールインジケータ４００において太
線で示されている位置が表示中の機能パネル１２１および推薦コンテンツパネル１２２の
位置を表している。
【０１０８】
　また、表示制御部２２０ｃは、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態において、フォ
ーカス枠１４０に囲われるパネル（機能パネル１２１または推薦コンテンツパネル１２２
）のみ、パネルの下方に示されているコンテンツのタイトルまたはＵＲＬをテロップさせ
る。図４については、フォーカス枠１４０に囲われている推薦コンテンツパネル１２２ａ
に示される「○○○」というタイトル文字がテロップされている。
【０１０９】
　つぎに、図１のパネル選択部２２０ｄについて説明する。パネル選択部２２０ｄは、機
能・レコメンドゾーンフォーカス状態において、フォーカス枠１４０に囲われる箇所に位
置しているパネル（機能パネル１２１または推薦コンテンツパネル１２２）を選択候補と
して認識している。そして、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態においてリモコン１
０の決定ボタンが押されると、利用者によるパネル選択命令がパネル選択部２２０ｄに入
力され、パネル選択部（アイコン選択手段）２２０ｄは、この入力時点で選択候補となっ
ているパネル（機能パネル１２１または推薦コンテンツパネル１２２）を選択するように
なっている。
【０１１０】
　そして、パネル選択部２２０ｄは、機能パネル１２１または推薦コンテンツパネル１２
２を選択すると、選択したパネルに対応する機能・操作・処理を実行するようになってい
る。
【０１１１】
　例えば、機能パネル１２１のうちスマートサーチパネル（図４の検索と記されているパ
ネル）は、メニュー画面１００からスマートサーチ画面へ遷移させる処理を実行するため
のアイコンであり、パネル選択部２２０ｄは、スマートサーチパネルを選択すると、メニ
ュー画面１００からスマートサーチ画面へ遷移する処理を行う。
【０１１２】
　また、パネル選択部２２０ｄは、図５に示す推薦コンテンツパネル（１）や（３）を選
択すると、選択された推薦コンテンツパネルに対応する番組を全画面表示するようになっ
ている。また、パネル選択部２２０ｄは、図５に示す推薦コンテンツパネル（２）や（４
）を選択すると、選択された推薦コンテンツに対応する番組を録画予約するための設定画
面へ遷移する処理を行う。さらに、パネル選択部２２０ｄは、図５に示す推薦コンテンツ
パネル（６）や（８）を選択すると、選択された推薦コンテンツに対応する録画番組を再
生し、図５に示す推薦コンテンツパネル（７）を選択すると、選択された推薦コンテンツ
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パネル（７）に示されているＵＲＬのウェブサイトにアクセスしてディスプレイ２０５に
表示する。
【０１１３】
　パネル選択部２２０ｄは、図６に示す推薦コンテンツパネル（９）や（１０）が選択さ
れると、選択された推薦コンテンツに対応するランキングに関する詳細な情報をメーカー
サーバから取り寄せてディスプレイ２０５に表示させる。パネル選択部２２０ｄは、図５
に示す推薦コンテンツパネル（１１）を選択すると、推薦コンテンツパネル（１１）に示
されているＶＯＤを紹介する画像をメーカーサーバから取り寄せてディスプレイ２０５に
表示させる。また、推薦コンテンツパネル（１０）や（１１）が選択された場合、対応す
るＶＯＤの視聴を行うための設定画面が表示されるようになっていてもよい。
【０１１４】
　また、パネル選択部２２０ｄは、図６に示す推薦コンテンツパネル（１２）または（１
３）が選択された場合、選択された推薦コンテンツパネル（１２）または（１３）にて推
薦されているウェブサイトにアクセスしてディスプレイ２０５に表示させるようになって
いる。
【０１１５】
　以上示したように、本実施形態の構成では、表示制御部２２０ｃは、抽出処理部２２０
ａの抽出処理において裏番組の母集団（第１の母集団）から抽出された推薦コンテンツに
対応する推薦コンテンツパネル（推薦アイコン）１２２ａと、抽出処理部２２０ａの抽出
処理において未来番組の母集団（第２の母集団）から抽出された推薦コンテンツに対応す
る推薦コンテンツパネル（推薦アイコン）１２２ｂとをディスプレイ（表示部）２０５に
同時に表示させている。これにより、利用者は、ある母集団から抽出された推薦コンテン
ツの推薦コンテンツパネル１２２ａと、別の母集団から抽出された推薦コンテンツの推薦
コンテンツパネル１２２ｂとを同時に確認できるため、従来のコンテンツ推薦機能におい
て生じていた操作上の手間を抑制できるという効果を奏する。
【０１１６】
　また、本実施形態において、表示制御部２２０ｃは、推薦コンテンツパネル１２２に対
応する推薦コンテンツの抽出元となった母集団の属性を示す情報（例えば図５の（１）の
「おすすめ裏番組」という文字）を推薦コンテンツパネル１２２に付すことにより、推薦
コンテンツパネル１２２の表示形態を、当該推薦コンテンツパネル１２２に対応する推薦
コンテンツの抽出元となった母集団の属性に応じて変更している。それゆえ、利用者から
すれば、表示されている推薦コンテンツの属性（裏番組，未放送番組）を一目で把握でき
るというメリットを有する。
【０１１７】
　さらに、本実施形態において、表示制御部２２０ｃは、推薦コンテンツパネル１２２に
対応する推薦コンテンツの推薦理由を示す情報（リボン）を推薦コンテンツパネル１２２
に示すことにより、推薦コンテンツパネル１２２の表示形態を、当該推薦コンテンツパネ
ル１２２に対応する推薦コンテンツの推薦理由に応じて変更している。それゆえ、利用者
からすれば、表示されている推薦コンテンツの推薦事由（例えば利用者の視聴履歴に基づ
く推薦等）を一目で把握できるというメリットを有する。
【０１１８】
　また、本実施形態において、表示制御部２２０ｃは、複数個の推薦コンテンツパネル１
２２とテレビ１の制御装置２２０に操作指示を行うための複数個の機能パネル１２１とが
一列に並べられた機能・レコメンドゾーン（アイコン表示ゾーン）１２０をディスプレイ
２０５に表示させている。そして、表示制御部２２０ｃは、利用者の操作（リモコン１０
の操作）に応じて、機能・レコメンドゾーン１２０に示されるパネル（機能パネル１２１
または推薦コンテンツパネル１２２）をスクロールさせることで、フォーカス枠１４０に
囲われる箇所（所定箇所）に位置するパネルを順次切り替えるようになっている。そして
、パネル選択部２２０ｄは、フォーカス枠１４０に囲われる箇所に位置しているパネルを
選択候補として認識し、利用者によって選択命令が入力されると、前記選択候補のアイコ
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ンを選択するようになっている。したがって、利用者は、スクロールという簡易な操作に
よって選択候補のアイコンを順次切り替えることが可能になっており、利用者にとってア
イコンの選択が容易であるというメリットがある。
【０１１９】
　また、同じ利用者によって選択される各推薦コンテンツパネル１２２は推薦理由が共通
する傾向にあるため、利用者に選択される傾向のある推薦理由の推薦コンテンツパネル１
２２を、利用者が直ぐに選択できる位置（フォーカス枠１４０に囲われる箇所）に初期配
置させることが好ましい。
【０１２０】
　そこで、本実施形態の表示制御部２２０ｃは、以下のような表示制御を行うようになっ
ていてもよい。
【０１２１】
　まず、表示制御部２２０ｃは、推薦コンテンツパネル１２２を推薦理由毎のグループに
分類している。例えば、図７に示す例では、推薦コンテンツパネル１２２は、インターネ
ットから取得した情報に基づく事を推薦理由とするグループ（ネット系Ｇｒ.）と、視聴
履歴に関係する事を推薦理由とするグループ（履歴Ｇｒ．）と、登録キーワードに関係す
る事を推薦理由とするグループ（キーワードＧｒ．）とに分類される。また、機能パネル
１２１は機能パネルのみからなるグループ（機能系Ｇｒ．）に分類される。なお、図７で
は、説明の便宜上、推薦コンテンツパネル１２２をＡ－１，Ａ－２，Ｂ－１，Ｂ－２，Ｃ
－１，Ｃ－２として示し、機能パネル１２１をＫ－１，・・・として示している。
【０１２２】
　例えば、ネット系Ｇｒ．の推薦コンテンツパネルＡ－１から履歴Ｇｒ．の推薦コンテン
ツパネルＢ－２に選択候補が変更されると、表示制御部２２０ｃは、機能・レコメンドゾ
ーン１２０を図７（ａ）に示される状態から図７（ｂ）に示される状態に遷移させる。そ
して、図７（ｂ）に示される状態で利用者が決定ボタンを押すと、パネル選択部２２０ｄ
は推薦コンテンツパネルＢ－２を選択して推薦コンテンツパネルＢ－２に対応する機能を
実行することになり、機能・レコメンドゾーン１２０（メニュー画面１００）の表示が終
了する。
【０１２３】
　以上のようにして推薦コンテンツパネルＢ－２が選択された後に、利用者によって機能
・レコメンドゾーン１２０（メニュー画面１００）の表示を開始させるコマンドが入力さ
れると（ホームボタンが押されると）、パネル選択部２２０ｄに過去に選択された推薦コ
ンテンツパネルのうち、選択時点が現時点から最も近い推薦コンテンツパネルに属するグ
ループ（Ｇｒ.）のなかのいずれか１つの推薦コンテンツパネルが機能・レコメンドゾー
ン１２０の中央（機能・レコメンドゾーンフォーカス状態でフォーカス枠１４０に囲われ
る箇所）に初期配置されるように表示制御部２２０ｃは機能・レコメンドゾーン１２０の
表示を開始するようになっている。つまり、過去に選択された推薦コンテンツパネルのう
ち選択時点が現時点から最も近いのは、図７（ｂ）に示されるように、推薦コンテンツパ
ネルＢ－２であるため、推薦コンテンツパネルＢ－２が属する履歴Ｇｒ.のなかのいずれ
かの推薦コンテンツパネルが機能・レコメンドゾーン１２０の中央に初期配置される。本
実施形態では、図７（ｃ）に示されるように、推薦コンテンツパネルＢ－１が機能・レコ
メンドゾーン１２０の中央に初期配置される。勿論、推薦コンテンツパネルＢ－２が機能
・レコメンドゾーン１２０の中央に初期配置されてもよい。
【０１２４】
　また、図７（ｃ）に示される機能・レコメンドゾーン１２０が表示された後、図７（ｄ
）に示されるように選択候補（中央に位置するパネル）が機能パネルＫ－３に切り替わり
、パネル選択部２２０ｄが機能パネルＫ－３を選択して機能パネルＫ－３に対応する機能
を実行し、機能・レコメンドゾーン１２０（メニュー画面１００）の表示が終了したもの
とする。この直後に、利用者によって機能・レコメンドゾーン１２０（メニュー画面１０
０）の表示を開始させるコマンドが入力されると、図７（ｅ）に示すように、機能パネル
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Ｋ－３が中央に初期配置されるのではなく、過去に選択された推薦コンテンツパネルのう
ち選択時点が現時点から最も近い推薦コンテンツパネル（図７（ｂ）のＢ－２）の属する
グループ（つまり履歴Ｇｒ）のなかの推薦コンテンツパネルＢ－１が中央に初期配置され
るようになっている。
【０１２５】
　以上の構成によれば、同じ利用者によって選択される各推薦コンテンツパネル１２２は
推薦理由が共通する傾向にあるため、利用者に選択される可能性の高い推薦コンテンツパ
ネル１２２を、利用者が直ぐに選択できる位置（機能・レコメンドゾーン１２０の中央）
に初期配置させることで利用者の利便性を高めている。さらに、以上の構成によれば、機
能パネル１２１が選択された直後に機能・レコメンドゾーン１２０（メニュー画面１００
）の表示指示が利用者から入力されたとしても、機能・レコメンドゾーン１２０の中央に
初期配置されるのは機能パネル１２１ではなく推薦コンテンツパネル１２２になる。機能
・レコメンドゾーン１２０（メニュー画面１００）を立ち上げた利用者は、まず機能パネ
ル１２１よりも推薦コンテンツパネル１２２に示される推薦コンテンツを確認する傾向に
あるため、機能パネル１２１よりも推薦コンテンツパネル１２２を利用者の目につき易い
位置（機能・レコメンドゾーン１２０の中央）に初期配置させることで利用者の利便性を
高めているのである。
【０１２６】
　また、表示制御部２２０ｃは、利用者によって機能・レコメンドゾーン１２０（メニュ
ー画面１００）の表示を開始させるコマンドが入力されると、パネル選択部２２０ｄによ
って過去に選択された機能パネル１２１および推薦コンテンツパネル１２２のうち現時点
から最も近い時点で選択されたのが機能パネル１２１の場合には、中央に初期配置される
推薦コンテンツパネル１２２の隣に現時点から最も近い時点で選択された機能パネル１２
１が配置されるようにパネルの並び順が定められた機能・レコメンドゾーン１２０を表示
させるようになっている。つまり、パネル選択部２２０ｄによって機能パネルＫ－３が選
択され（図７（ｄ））、機能パネルＫ－３に対応する機能が実行され、機能・レコメンド
ゾーン１２０（メニュー画面１００）の表示が終了した後、利用者によって機能・レコメ
ンドゾーン１２０（メニュー画面１００）の表示を開始させるコマンドが入力されると、
図７（ｅ）に示すように、機能・レコメンドゾーン１２０においては、中央に初期配置さ
れる推薦コンテンツパネルＢ－１の隣に機能パネルＫ－３が配置されるようになっている
。以上の構成によれば、機能・レコメンドゾーン１２０（メニュー画面１００）を立ち上
げた利用者は機能パネル１２１よりも推薦コンテンツパネル１２２に示される推薦コンテ
ンツを最初に確認する傾向にあるものの、前回選択された機能パネル１２１は再度選択さ
れる可能性があることから、機能パネル１２１よりも推薦コンテンツパネル１２２を利用
者の目につき易い位置（機能・レコメンドゾーン１２０の中央）に初期配置させつつも、
つぎに利用者の目につき易い位置（前記の中央の隣）に前回選択された機能アイコン（第
１の機能アイコン）１２１を初期配置させるようになっている。これにより利用者の利便
性がより高められるのである。
【０１２７】
　また、制御装置２２０の各部の機能は、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによっ
て実現してもよい。
【０１２８】
　すなわち、制御装置２２０は、制御装置２２０の各部の機能を実現する制御プログラム
の命令を実行するＣＰＵ、前記プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory）、前記
プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、前記プログラムおよび各種デー
タを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本実施形態の
目的は、上述した機能を実現する上記制御プログラムのプログラムコード（実行形式プロ
グラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記
録した記録媒体をテレビ１に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録
媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成可能で
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【０１２９】
　記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピー（
登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ／Ｄ
ＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む）／
光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッシュ
ＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０１３０】
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１３１】
　本発明のコンテンツ推薦装置は、テレビ放送を受信して表示するテレビジョン受像機に
利用可能である。
【符号の説明】
【０１３２】
　　　１　　テレビ（テレビジョン受像機）
　　１０　　リモコン
　　２０　　ＨＤＤ
　１００　　メニュー画面
　１２０　機能・レコメンドゾーン（アイコン表示ゾーン）
　１２１　機能パネル（機能アイコン）
　１２２　推薦コンテンツパネル（推薦アイコン）
　１２２ａ～１２２ｃ　推薦コンテンツパネル（推薦アイコン）
　２０５　ディスプレイ（表示部）
　２２０　制御装置（コンテンツ推薦装置）
２２０ａ　抽出処理部（抽出手段）
２２０ｂ　取得部（取得手段）
２２０ｃ　表示制御部（表示制御手段）
２２０ｄ　パネル選択部（アイコン選択手段）
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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月24日(2013.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者に推薦する推薦コンテンツを抽出する抽出処理を行う抽出手段と、前記推薦コン
テンツを特定するものであり且つ当該特定されている推薦コンテンツに関する操作指示を
行うための推薦アイコンを表示部に表示させる表示制御手段とを備えたコンテンツ推薦装
置であって、
　前記表示制御手段は、
　　前記抽出処理において第１の母集団から抽出された推薦コンテンツに対応する推薦ア
イコンと、前記抽出処理において第１の母集団とは属性の異なる第２の母集団から抽出さ
れた推薦コンテンツに対応する推薦アイコンとを前記表示部に同時に表示させるようにな
っており、
　さらに、前記表示制御手段は、
　　(ａ）複数個の前記推薦アイコンと、前記推薦アイコンとは異なるものであり前記コ
ンテンツ推薦装置に対する操作指示を行うための複数個の機能アイコンとを一列に並べた
アイコン表示ゾーンを前記表示部に表示させ、（ｂ）利用者の操作に応じて、前記アイコ
ン表示ゾーンに示されるアイコンをスクロールさせることで、前記アイコン表示ゾーンの
うちの所定箇所に位置するアイコンを順次切り替えるようになっており、
　前記コンテンツ推薦装置は、
　　前記所定箇所に位置しているアイコンを選択候補として認識し、利用者からアイコン
選択命令が入力されると前記選択候補のアイコンを選択するアイコン選択手段を備え、
　さらに、前記表示制御手段は、
　　前記推薦アイコンを、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの推薦理由毎のグ
ループに分類しており、前記アイコン表示ゾーンの表示を開始するためのコマンドが利用
者から入力されると、前記アイコン選択手段に過去に選択された推薦アイコンのうち選択
時点が現時点から最も近い推薦アイコンの属するグループのなかのいずれかの推薦アイコ
ンが前記所定箇所に初期配置されるように前記アイコン表示ゾーンの表示を開始すること
を特徴とするコンテンツ推薦装置。
【請求項２】
　前記表示制御手段は、前記推薦アイコンの表示形態を、当該推薦アイコンに対応する推
薦コンテンツの抽出元となった母集団の属性に応じて変更することを特徴とする請求項１
に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの抽出元となった母
集団の属性を示す情報を前記推薦アイコンに付すことにより、前記推薦アイコンの表示形
態を、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテンツの抽出元となった母集団の属性に応じ
て変更していることを特徴とする請求項２に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記推薦アイコンの表示形態を、前記推薦理由に応じて変更する
ことを特徴とする請求項１に記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記推薦理由を示す情報を前記推薦アイコンに示すことにより、
前記推薦アイコンの表示形態を、前記推薦理由に応じて変更していることを特徴とする請
求項４に記載のコンテンツ推薦装置。
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【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記コマンドが利用者によって入力されると、前記アイコン選択
手段に過去に選択された機能アイコンおよび推薦アイコンのうち現時点から最も近い時点
で選択されたのが第１の機能アイコンの場合には、前記所定箇所に初期配置される推薦ア
イコンの隣に第１の機能アイコンが配されるようにアイコンの並び順が定められたアイコ
ン表示ゾーンを表示させることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載のコン
テンツ推薦装置。
【請求項７】
　前記抽出処理とは異なる手法にて定められる推薦コンテンツを示す推薦コンテンツ情報
を格納するサーバとネットワークを介して接続されており、
　前記サーバから前記推薦コンテンツ情報を取得する取得手段を備え、
　前記表示制御手段は、前記推薦コンテンツ情報に示される推薦コンテンツに対応する推
薦アイコンを前記表示部に表示させることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に
記載のコンテンツ推薦装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載のコンテンツ推薦装置と、前記表示部とを備えて
いることを特徴とするテレビジョン受像機。
【請求項９】
　利用者に推薦する推薦コンテンツを抽出する抽出処理を行う抽出手段と、前記推薦コン
テンツを特定するものであり且つ当該特定されている推薦コンテンツに関する操作指示を
行うための推薦アイコンを表示部に表示させる表示制御手段とを備えたコンテンツ推薦装
置の制御方法であって、
　前記表示制御手段が、前記抽出処理において第１の母集団から抽出された推薦コンテン
ツに対応する推薦アイコンと、前記抽出処理において第１の母集団とは属性の異なる第２
の母集団から抽出された推薦コンテンツに対応する推薦アイコンとを前記表示部に同時に
表示させる工程と、
　前記表示制御手段が、(ａ）複数個の前記推薦アイコンと、前記推薦アイコンとは異な
るものであり前記コンテンツ推薦装置に対する操作指示を行うための複数個の機能アイコ
ンとを一列に並べたアイコン表示ゾーンを前記表示部に表示させ、（ｂ）利用者の操作に
応じて、前記アイコン表示ゾーンに示されるアイコンをスクロールさせることで、前記ア
イコン表示ゾーンのうちの所定箇所に位置するアイコンを順次切り替える工程と、
　前記コンテンツ推薦装置が備えるアイコン選択手段が、前記所定箇所に位置しているア
イコンを選択候補として認識し、利用者からアイコン選択命令が入力されると前記選択候
補のアイコンを選択する工程と、
　前記表示制御手段が、前記推薦アイコンを、前記推薦アイコンに対応する推薦コンテン
ツの推薦理由毎のグループに分類しており、前記アイコン表示ゾーンの表示を開始するた
めのコマンドが利用者から入力されると、前記アイコン選択手段に過去に選択された推薦
アイコンのうち選択時点が現時点から最も近い推薦アイコンの属するグループのなかのい
ずれかの推薦アイコンが前記所定箇所に初期配置されるように前記アイコン表示ゾーンの
表示を開始する工程とを含むことを特徴とするコンテンツ推薦装置の制御方法。
【請求項１０】
　コンピュータを請求項１～７のいずれか１項に記載の各手段として機能させるプログラ
ム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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