
JP 6282793 B2 2018.2.21

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のオブジェクトを含むコンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を、前
記注視点の位置に表示されているオブジェクトを特定する情報と、当該オブジェクト内に
おける前記注視点の相対位置の情報とを含めて生成する注視点情報生成部と、
　前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前記コンテンツを取得するための情報と、を送
信する送信部と、
を備える、送信装置。
【請求項２】
　生成された前記注視点情報に対する更新情報を生成する更新情報生成部、
をさらに備え、
　前記送信部は、前記更新情報をさらに送信する、
請求項１に記載の送信装置。
【請求項３】
　前記更新情報生成部は、表示される前記注視点を擦る操作が検知されると、前記注視点
を消去する前記更新情報を生成する、
請求項２に記載の送信装置。
【請求項４】
　前記更新情報生成部は、前記コンテンツの再生開始から所定時間経過後に前記注視点を
更新する前記更新情報を生成する、
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請求項２に記載の送信装置。
【請求項５】
　前記注視点の上又は近傍に表示させる付加情報を生成する付加情報生成部、
をさらに備え、
　前記送信部は、前記付加情報をさらに送信する、
請求項１に記載の送信装置。
【請求項６】
　表示される前記コンテンツ上で指定される特定の点からのフリック操作が検出されると
、
　前記注視点情報生成部は、前記特定の点を前記注視点とする前記注視点情報を生成し、
　前記送信部は、前記フリック操作に応じて、前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前
記コンテンツを取得するための情報と、を送信する、
請求項１に記載の送信装置。
【請求項７】
　前記送信装置の筐体の傾きを検出する傾き検出部、
をさらに備え、
　前記送信部は、前記筐体の傾きが検出されると、前記注視点情報と、前記コンテンツ又
は前記コンテンツを取得するための情報と、を送信する、
請求項１に記載の送信装置。
【請求項８】
　前記オブジェクトは動画像オブジェクトであり、
　前記注視点情報生成部は、経時的に変化する前記注視点の位置を示す前記注視点情報を
生成する、
請求項１に記載の送信装置。
【請求項９】
　複数のオブジェクトを含むコンテンツと、前記コンテンツ内における注視点の位置を示
し、前記注視点の位置に表示されているオブジェクトを特定する情報及び当該オブジェク
ト内における前記注視点の相対位置の情報を含む注視点情報と、を受信する受信部と、
　前記注視点情報に従って、前記コンテンツと共に、前記オブジェクトを特定する情報と
前記オブジェクト内における前記注視点の相対位置の情報とにより決定される位置に前記
注視点を表示させる表示制御部と、
を備える、表示制御装置。
【請求項１０】
　前記表示制御部は、前記注視点が表示画面内に表示されるように前記コンテンツを表示
させる、
請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記表示制御部は、前記注視点が前記表示画面の中心となるように前記コンテンツを表
示させる、
請求項１０に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部は、前記コンテンツの表示領域を変更するスクロール操作に応じて、前
記注視点が前記オブジェクト上となるように、前記注視点の表示画面上の位置を変更する
、
請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　前記受信部は、前記注視点に対する付加情報をさらに受信し、
　前記表示制御部は、前記注視点の上又は近傍に前記付加情報を重畳して表示させる、
請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１４】
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　前記受信部は、前記注視点情報に対する更新情報をさらに受信し、
　前記表示制御部は、前記更新情報に基づいて前記注視点情報を更新する、
請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１５】
　前記更新情報は、前記コンテンツの表示開始から前記注視点を消去するまでの時間の情
報を含み、
　前記表示制御部は、前記更新情報に従って、所定時間経過後に前記注視点を消去する、
請求項１４に記載の表示制御装置。
【請求項１６】
　演算装置が、
　複数のオブジェクトを含むコンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を、前
記注視点の位置に表示されているオブジェクトを特定する情報と、当該オブジェクト内に
おける前記注視点の相対位置の情報とを含めて生成することと、
　前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前記コンテンツを取得するための情報と、を送
信することと、
を含む、コンテンツ送信方法。
【請求項１７】
　コンピュータを、
　複数のオブジェクトを含むコンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を、前
記注視点の位置に表示されているオブジェクトを特定する情報と、当該オブジェクト内に
おける前記注視点の相対位置の情報とを含めて生成する注視点情報生成部と、
　前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前記コンテンツを取得するための情報と、を送
信する送信部と、
を備える、送信装置として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
【請求項１８】
　コンピュータを、
　複数のオブジェクトを含むコンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を、前
記注視点の位置に表示されているオブジェクトを特定する情報と、当該オブジェクト内に
おける前記注視点の相対位置の情報とを含めて生成する注視点情報生成部と、
　前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前記コンテンツを取得するための情報と、を送
信する送信部と、
を備える、送信装置として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、送信装置、表示制御装置、コンテンツ送信方法、記録媒体、及びプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年のネットワーク関連技術の進歩に伴い、コンテンツの共有が盛んに行われるように
なっている。コンテンツ又はコンテンツの格納先アドレスを送信することによって、複数
の装置間でコンテンツの視聴体験を共有することができるようになっている。例えば、特
許文献１には、「スロー」操作によって、小型の２次ディスプレイで表示している画像を
大型の１次ディスプレイに表示させることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－００４６９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　このようにコンテンツの共有が一般的になっている状況において、単純に元のコンテン
ツだけではなく、コンテンツ中において注視すべき点の情報を共有したいという要求があ
る。そこで、本開示では、コンテンツ中の注視点の情報を共有することのできる、新規か
つ改良された送信装置、表示制御装置、コンテンツ送信方法、記録媒体、及びプログラム
を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示によれば、コンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を生成する注視
点情報生成部と、上記注視点情報と、上記コンテンツ又は上記コンテンツを取得するため
の情報と、を送信する送信部と、を有する送信装置が提供される。
【０００６】
　かかる構成によれば、コンテンツ及びコンテンツ中の注視すべき箇所の情報を伝えるこ
とができる。例えば送信装置のユーザが、受信する側のユーザに対してコンテンツ中の特
に注視しているポイントを共有したい場面に好適である。
【０００７】
　また、本開示によれば、コンテンツ、及び上記コンテンツ内における注視点の位置を示
す注視点情報を受信する受信部と、上記注視点情報に従って、上記コンテンツを上記注視
点と共に表示させる表示制御部と、を有する表示制御装置が提供される。
【０００８】
　また、本開示によれば、コンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を生成す
ることと、上記注視点情報と、上記コンテンツ又は上記コンテンツを取得するための情報
と、を送信することと、を含むコンテンツ送信方法が提供される。
【０００９】
　また、本開示によれば、コンピュータを、コンテンツ内における注視点の位置を示す注
視点情報を生成する注視点情報生成部と、上記注視点情報と、上記コンテンツ又は上記コ
ンテンツを取得するための情報と、を送信する送信部と、を有する送信装置として機能さ
せるためのプログラムを記録した記録媒体が提供される。
【００１０】
　また、本開示によれば、コンピュータを、コンテンツ内における注視点の位置を示す注
視点情報を生成する注視点情報生成部と、上記注視点情報と、上記コンテンツ又は上記コ
ンテンツを取得するための情報と、を送信する送信部と、を有する送信装置として機能さ
せるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本開示によれば、コンテンツ中の注視点の情報を共有することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本開示の第１～第３の実施形態に係るコンテンツ共有システムの構成例を示す説
明図である。
【図２】同実施形態に係るコンテンツ共有システムの概要を示す説明図である。
【図３】本開示の第１の実施形態に係る送信装置の機能構成を示すブロック図である。
【図４】同実施形態に係る送信装置の注視点指定操作の一例を示す説明図である。
【図５】同実施形態に係る送信装置の送信操作の一例を示す説明図である。
【図６】同実施形態に係る送信装置において、ＨＴＭＬコンテンツ中の静止画像オブジェ
クト上に注視点が指定された場合の注視点情報の一例を示す説明図である。
【図７】同実施形態に係る送信装置において、ＨＴＭＬコンテンツ中の動画像オブジェク
ト上に注視点が指定された場合の注視点情報の一例を示す説明図である。
【図８】同実施形態に係る送信装置において、ＨＴＭＬコンテンツ中のテキストオブジェ
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クト上に注視点が指定された場合の注視点情報の一例を示す説明図である。
【図９】同実施形態に係る再生装置の機能構成を示すブロック図である。
【図１０】同実施形態に係る再生装置が表示する注視点の一例を示す説明図である。
【図１１】同実施形態に係る再生装置が表示する注視点の他の一例を示す説明図である。
【図１２】同実施形態に係る再生装置のスクロール操作時の動作を示す説明図である。
【図１３】同実施形態に係る再生装置の拡大操作時の動作を示す説明図である。
【図１４】本開示の第２の実施形態に係る送信装置の機能構成を示すブロック図である。
【図１５】同実施形態に係る送信装置が消去コマンドを送信するときの操作について示す
説明図である。
【図１６】本開示の第３の実施形態に係る送信装置の機能構成を示すブロック図である。
【図１７】同実施形態に係る送信装置が送信する付加情報の一例について示す説明図であ
る。
【図１８】本開示の第４の実施形態に係るコンテンツ共有システムの概要を示す説明図で
ある。
【図１９】同実施形態に係る再生装置が表示する注視点情報の一例を示す説明図である。
【図２０】同実施形態に係る再生装置の動作例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．概要
　２．第１の実施形態
　　２－１．送信装置の機能構成
　　２－２．注視点情報
　　２－３．再生装置の機能構成
　３．第２の実施形態
　４．第３の実施形態
　５．第４の実施形態
【００１５】
＜１．概要＞
　まず、図１及び図２を参照しながら、本開示の第１～第３の実施形態に係るコンテンツ
共有システムの概要について説明する。図１は、本開示の第１～第３の実施形態に係るコ
ンテンツ共有システムの構成例を示す説明図である。図２は、同実施形態に係るコンテン
ツ共有システムの概要を示す説明図である。
【００１６】
　なお、以下本開示の第１～第３の実施形態に係るコンテンツ共有システムをまとめて本
開示の一実施形態に係るコンテンツ共有システムと称することがある。
【００１７】
　図１を参照すると、本開示の一実施形態に係るコンテンツ共有システム１は、送信装置
１０と再生装置２０とを主に有する。送信装置１０は、コンテンツ共有システム１のうち
コンテンツを送信する役割を担う情報処理装置である。再生装置２０は、コンテンツ共有
システム１のうち、コンテンツを受信して再生する機能を有する情報処理装置である。送
信装置１０と再生装置２０とは、ネットワークを介して接続されている。
【００１８】
　送信装置１０及び再生装置２０は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）、家
庭用映像処理装置（ＤＶＤレコーダ、ビデオデッキなど）、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、家庭用ゲーム機器、家電機器などの情報処理
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装置であってもよい。また、送信装置１０及び再生装置２０は、携帯電話、ＰＨＳ（Ｐｅ
ｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）、携帯用音楽再生装置、携帯用映
像処理装置、携帯用ゲーム機器、携帯用ナビゲーション装置などの情報処理装置であって
もよい。ここでは、送信装置１０が携帯電話であり、再生装置２０がテレビ受像機である
例を挙げて説明する。
【００１９】
　次に図２を参照すると、ユーザは、送信装置１０において送信するコンテンツが表示さ
れている状態において、コンテンツ中の注視点Ｐを指定することができる。このとき送信
装置１０は、指定された注視点Ｐを特定する注視点情報を生成する。そして、ユーザがコ
ンテンツを送信する操作を行うと、送信装置１０は、コンテンツとともに、注視点情報を
送信することができる。コンテンツ及び注視点情報を受信した再生装置２０は、受信した
コンテンツとともに注視点情報を再生する。例えば再生装置２０は、注視点情報に基づい
て、注視点を示すマークＭを表示させることができる。
【００２０】
　このように、本開示においては、コンテンツ中の注視点を送信側と受信側で共有するた
めの仕組みを提案する。例えば紙に印刷された地図に赤ペンで丸をつけて渡す感覚で、送
信側のユーザがコンテンツ中で注視している点を共有することができる。
【００２１】
　例えばコンテンツの実体を編集する、又は、コンテンツを別のドキュメント中に挿入し
て注釈データを加えるなどの編集を行えば、注視点を共有することは可能である。しかし
、本開示においては、より簡単な操作で注視点を共有することのできるコンテンツ共有シ
ステムを提案する。またさらに、本開示においては、送信側と受信側の画面解像度が異な
る場合や、送信側と受信側の描画環境によってレイアウトが変化する場合においても適切
に注視点を共有するための仕組みも提案する。
【００２２】
　なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を
、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、必要に応じてコンテンツ共有システム１ａ
、及びコンテンツ共有システム１ｂのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成
を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。
例えば、コンテンツ共有システム１ａ、及びコンテンツ共有システム１ｂなどを特に区別
する必要が無い場合には、単にコンテンツ共有システム１と称する。特に、以下の説明中
においては、第１の実施形態について述べる場合にコンテンツ共有システム１ａ、第２の
実施形態について述べる場合にコンテンツ共有システム１ｂのように区別する。
【００２３】
＜２．第１の実施形態＞
　［２－１．送信装置の機能構成］
　まず、本開示の第１の実施形態に係る送信装置１０ａの機能構成について図３～図５を
参照しながら説明する。図３は、同実施形態に係る送信装置の機能構成を示すブロック図
である。図４は、同実施形態に係る送信装置の注視点指定操作の一例を示す説明図である
。図５は、同実施形態に係る送信装置の送信操作の一例を示す説明図である。
【００２４】
　本開示の第１の実施形態に係る送信装置１０ａは、通信部１０５と、コンテンツ記憶部
１１０と、出力部１１５と、操作情報取得部１２０と、注視点情報生成部１２５と、を主
に有する。
【００２５】
　（通信部１０５ａ）
　通信部１０５ａは、ネットワークに接続するための通信デバイスであり、例えば、有線
又は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、光通
信用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は各種通信用のモデム等である。また、通信部１
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０５ａに接続されるネットワークは、有線又は無線により接続されたネットワークにより
構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、可視光通信、放送、又
は衛星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋの
略である。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの略である。そして、上
記のＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉ
ｎｅの略である。
【００２６】
　なお、ここでは通信部１０５ａは、ホームネットワークを介して再生装置２０ａと接続
するための接続インタフェースである。通信部１０５ａは、注視点情報生成部１２５が生
成する注視点情報を受け取ると、注視点情報と対応づけられたコンテンツを注視点情報と
ともに再生装置２０ａに送信する送信部として機能することができる。また通信部１０５
ａは、コンテンツを送信することに代えて、コンテンツを取得するための情報、例えばコ
ンテンツの格納された場所を特定するための格納先アドレスを送信してもよい。例えば通
信部１０５ａは、注視点情報と、上記注視点が付与されたコンテンツが格納されたＵＲＬ
（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）を再生装置２０ａに送信するこ
とができる。
【００２７】
　（コンテンツ記憶部１１０）
　コンテンツ記憶部１１０は、コンテンツデータを格納するデータ格納用の装置であり、
記憶媒体、記憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し
装置、および記憶媒体に記録されたデータを削除する削除装置などを含むことができる。
ここで記憶媒体としては、例えばフラッシュメモリ、ＭＲＡＭ（Magnetoresistive　Rand
om　Access　Memory）、ＦｅＲＡＭ（Ferroelectric　Random　Access　Memory）、ＰＲ
ＡＭ（Phase　change　Random　Access　Memory）、及びＥＥＰＲＯＭ（Electronically
　Erasable　and　Programmable　Read　Only　Memory）などの不揮発性メモリや、ＨＤ
Ｄ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）などの磁気記録媒体などが用いられてよい。
【００２８】
　コンテンツ記憶部１１０は、コンテンツを格納することができる。ここでコンテンツと
は、写真、文書、絵画および図表などの映像データ、ＨＴＭＬファイル、音楽、講演およ
びラジオ番組などの音楽データや、映画、テレビジョン番組、ビデオプログラム、などを
含む概念である。コンテンツ記憶部１１０は、例えば通信部１０５ａを介して取得したコ
ンテンツを記憶することができる。またコンテンツ記憶部１１０は、図示しない撮像部に
より生成されたコンテンツを記憶することもできる。またコンテンツ記憶部１１０は、図
示しないリムーバブルディスクから送信装置１０内に取り込んだコンテンツを記憶するこ
ともできる。
【００２９】
　（出力部１１５）
　出力部１１５は、ユーザに情報を出力する機能を有する。出力部１１５は、例えば表示
画面を出力する表示部であってよい。また出力部１１５は、音声出力部の機能を有しても
よい。
【００３０】
　（操作情報取得部１２０）
　操作情報取得部１２０は、外部から入力される操作情報を取得する機能を有する。ここ
で取得される操作情報は、例えば注視点の指定操作に係る操作情報、コンテンツの送信操
作に係る操作情報などが挙げられる。例えば図４を参照すると、注視点の指定操作の一例
が示される。例えば注視点の指定は、タッチセンサが重畳された表示画面上で位置を指定
することにより行われてよい。また図５を参照すると、コンテンツ及び注視点情報を再生
装置２０に送信する送信操作の一例が示される。例えば送信操作は、注視点を指定する指
を画面から離すと表示される確認ウィンドウ中の送信決定ボタン３３を操作することによ
りなされてよい。なお、ここで用いられる操作は一例であり、その他種々の操作が用いら
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れてよい。例えば、図２に示したように、送信操作は、注視点を指定した位置からのフリ
ック操作であってもよい。或いは、操作情報取得部１２０が送信装置１０ａの傾きを検出
する検出部の機能を有し、送信操作は、筐体を傾ける操作であってもよい。操作情報取得
部１２０は、取得した操作情報を例えば注視点情報生成部１２５に供給することができる
。
【００３１】
　（注視点情報生成部１２５）
　注視点情報生成部１２５は、コンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を生
成する機能を有する。注視点情報生成部１２５は、コンテンツ上における特定の位置Ｐが
指定されると、この位置を注視点の位置とする注視点情報を生成することができる。例え
ば図２に示されるように、コンテンツ自体が１つの画像である画像コンテンツの場合には
、注視点情報生成部１２５は、画像コンテンツ中の注視点の相対位置により注視点の位置
を示す注視点情報を生成してもよい。また例えば図４に示されるＨＴＭＬコンテンツのよ
うに、コンテンツ中に複数のオブジェクトが含まれる場合には、注視点情報は、注視点の
位置に表示されるオブジェクトを特定する情報を含むことができる。例えば、オブジェク
トを特定する情報は、オブジェクトのファイル名であってよい。また同じファイル名を有
するオブジェクトが複数存在する場合にも対応するために、オブジェクトを特定する情報
は、同じファイル名を有するオブジェクト中の先頭からの順番を示す情報を含んでよい。
また、注視点情報は、注視点の位置に表示されるオブジェクトが画像オブジェクトである
場合に、この画像オブジェクト中における注視点の相対位置を示す情報をさらに含んでも
よい。注視点情報生成部１２５が生成する注視点情報の詳細について、以下に説明する。
【００３２】
　［２－２．注視点情報］
　次に、図６～図８を参照しながら、同実施形態に係る送信装置１０ａが生成して再生装
置２０に送信する注視点情報の詳細について説明する。図６は、同実施形態に係る送信装
置において、ＨＴＭＬコンテンツ中の静止画像オブジェクト上に注視点が指定された場合
の注視点情報の一例を示す説明図である。図７は、同実施形態に係る送信装置において、
ＨＴＭＬコンテンツ中の動画像オブジェクト上に注視点が指定された場合の注視点情報の
一例を示す説明図である。図８は、同実施形態に係る送信装置において、ＨＴＭＬコンテ
ンツ中のテキストオブジェクト上に注視点が指定された場合の注視点情報の一例を示す説
明図である。
【００３３】
　上述の通り、ＨＴＭＬコンテンツのようにコンテンツ中に複数のオブジェクトが含まれ
て配置されるコンテンツにおいては、コンテンツを表示する表示装置の環境によって配置
が異なる場合がある。このようなときに、送信装置１０ａにおいてコンテンツを表示した
ときの相対位置により注視点の位置を特定しようとすると、所望の位置を示すことができ
ない。そこで、本開示においては、このように表示装置の環境によって配置が異なる場合
であってもユーザの所望する注視点の位置を正確に再生装置２０に伝達するための注視点
情報の形式を提案する。
【００３４】
　送信側と受信側の装置環境によって、コンテンツ中のオブジェクトの配置が異なる可能
性のある環境において、正確に注視点の位置を伝達するために、送信装置１０ａは、オブ
ジェクトを特定する情報と、オブジェクト中の注視点の位置を特定する情報とにより注視
点の位置を示す注視点情報を生成することができる。ＨＴＭＬコンテンツは、テキストデ
ータ、静止画像ファイル、動画像ファイルなどのオブジェクトを含むことができる。そこ
で、注視点情報生成部１２５は、まずユーザが指定した注視点に表示されているオブジェ
クトを特定する情報を含むことができる。オブジェクト自体を特定することができれば、
オブジェクトの配置が変わっている場合であっても、再生装置２０は注視点が特定された
オブジェクト上であると認識することができる。オブジェクトの特定には、例えばオブジ
ェクトファイル名が用いられてよい。しかし、同じファイル名を有するオブジェクトが、
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同じコンテンツ中に複数含まれる場合には、ファイル名だけではオブジェクトを特定する
ことができない。このため、オブジェクトの特定には、さらにオブジェクトのコンテンツ
中の順番が用いられてよい。例えば「ｉｍａｇｅ．ｊｐｇ」というファイル名のオブジェ
クトが複数ある場合には、何番目の「ｉｍａｇｅ．ｊｐｇ」であるかの情報によってオブ
ジェクトを特定することができる。また、オブジェクトがテキストデータである場合には
、オブジェクトの特定に、そのテキストデータの文字列が用いられてよい。例えば「ノー
トパソコン」と表記されるテキストデータである場合には、この文字列「ノートパソコン
」をオブジェクトの特定に用いることができる。
【００３５】
　なお、オブジェクトが十分小さい場合には、注視点の位置はオブジェクトを特定するこ
とのみで十分な精度で特定されることもある。しかし、オブジェクト内の注視点の位置を
さらに特定することによりさらに詳細な注視点の位置を示すことができる。そこで、注視
点情報は、オブジェクト内の注視点の位置の情報を含むことができる。オブジェクト内の
注視点の位置は、例えばオブジェクトが画像オブジェクトである場合には、画像中の相対
位置により示されてよい。またオブジェクト内の注視点の位置は、例えばオブジェクトが
テキストオブジェクトである場合には、文字列中の先頭からの文字数により示されてよい
。例えば「ノートパソコン」中の「ソ」の文字の位置を注視点とする場合には、「ノート
パソコン」中の５文字目であるので、文字列中の先頭からの位置「５」をオブジェクト中
の注視点の位置を示す情報として用いることができる。以下、オブジェクトの種類別に注
視点情報の例を挙げて詳細を説明する。
【００３６】
　まず図６を参照すると、ＨＴＭＬコンテンツ中の静止画像オブジェクト上に注視点が指
定された場合の注視点情報の一例が示される。ここで、注視点情報は、ＩＤと、タイプと
、ファイル名と、ファイル名タグの先頭からの順番と、画像内での注視点の横方向の相対
位置と、画像内での注視点の縦方向の相対位置と、を含むことができる。ＩＤは、注視点
を識別するための識別情報であり、データ型は整数であってよい。タイプは、オブジェク
トの種類を示し、データ型は文字列であってよい。ファイル名は、オブジェクトのファイ
ルの名称であり、データ型は文字列であってよい。ファイル名タグの先頭からの順番は、
同じファイル名を有するオブジェクトがコンテンツ内に複数ある場合に、オブジェクトを
特定するための情報であり、コンテンツ内の先頭からの順番で示される。ファイル名タグ
の先頭からの順番のデータ型は、整数であってよい。画像内での注視点の横方向の相対位
置及び画像内での注視点の縦方向の相対位置は、特定されたオブジェクト中でさらに詳細
な注視点の位置を特定するための情報であり、データ型は浮動小数であってよい。
【００３７】
　ユーザにより指定された注視点の箇所に静止画像オブジェクトが表示されている場合に
は、注視点情報生成部１２５は、上記のような情報を含む注視点情報を生成することがで
きる。例えば注視点制御コマンドを文字列で示すと以下の通りである。
"poi={id='123',type:'image',file:'image.jpg',tag_index:'5',position_x:'0.75',pos
ition_y:'0.3'}"
【００３８】
　次に図７を参照すると、ＨＴＭＬコンテンツ中の動画像オブジェクト上に注視点が指定
された場合の注視点情報の一例が示される。ここで、注視点情報は、ＩＤと、タイプと、
ファイル名と、ファイル名タグの先頭からの順番と、画像内での注視点の横方向の相対位
置と、画像内での注視点の縦方向の相対位置と、注視点の設定が開始されたメディア時刻
と、注視点の設定が終了されたメディア時刻と、を含むことができる。つまり静止画像オ
ブジェクトの場合に加えて、注視点の設定が開始されたメディア時刻と、注視点の設定が
終了されたメディア時刻と、が含まれていてよい。注視点の設定が開始されたメディア時
刻及び注視点の設定が終了されたメディア時刻は、動画オブジェクト中において注視点が
設定された期間を特定する情報であり、データ型は浮動小数であってよい。例えば図７の
例では、先頭からの割合で開始時刻及び終了時刻が特定される。この場合、単位はパーセ
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ントである。なお、動画像オブジェクトについては、時系列で変化する注視点の位置が指
定されてもよい。このとき、ユーザが指定する位置の軌跡から注視点情報が生成される。
【００３９】
　ユーザにより指定された注視点の箇所に動画像オブジェクトが表示されている場合には
、注視点情報生成部１２５は、上記のような情報を含む注視点情報を生成することができ
る。例えば注視点制御コマンドを文字列で示すと以下の通りである。
"poi={id='123',type:'video',file:'movie.mpg',tag_index:'5',position_x:'0.75',pos
ition_y:'0.3',start_time='90.0',end_time='100.0'}"
【００４０】
　次に図８を参照すると、ＨＴＭＬコンテンツ中のテキストオブジェクト上に注視点が指
定された場合の注視点情報の一例が示される。ここで、注視点情報は、ＩＤと、タイプと
、注視点とその前後に含まれる文字列と、文字列の先頭からの順番と、文字列中の位置と
、を含むことができる。ＩＤは、注視点を識別するための識別情報であり、データ型は整
数であってよい。タイプは、オブジェクトの種類を示し、データ型は文字列であってよい
。注視点とその前後に含まれる文字列は、注視点の位置周辺に表示された文字列である。
文字列の先頭からの順番は、同じ文字列が同じコンテンツ中に複数含まれる場合に、文字
列を特定するために用いられる。例えば図８の例では、文字列の先頭からの順番は、何番
目の「ノートパソコン」であるかを示す情報である。また文字列中の位置は、文字列中の
注視点の位置をが文字列中の何番目の文字かを示す情報であり、データ型は整数であって
よい。例えば図８の例においては、「ノートパソコン」中の５番目の文字であることが示
されているので、「ソ」の位置が注視点である。
【００４１】
　ユーザにより指定された注視点の箇所にテキストオブジェクトが表示されている場合に
は、注視点情報生成部１２５は、上記のような情報を含む注視点情報を生成することがで
きる。例えば注視点制御コマンドを文字列で示すと以下の通りである。
"poi={id='123',type:'text',str:'ノートパソコン',tag_index:'3',position:'5'}"
【００４２】
　［２－３．再生装置の機能構成］
　次に図９～図１３を参照しながら、同実施形態に係る再生装置の機能構成について説明
する。図９は、同実施形態に係る再生装置の機能構成を示すブロック図である。図１０は
、同実施形態に係る再生装置が表示する注視点の一例を示す説明図である。図１１は、同
実施形態に係る再生装置が表示する注視点の他の一例を示す説明図である。図１２は、動
実施形態に係る再生装置のスクロール操作時の動作を示す説明図である。図１３は、同実
施形態に係る再生装置の拡大操作時の動作を示す説明図である。
【００４３】
　再生装置２０は、通信部２０５と、再生部２１０と、操作情報取得部２１５と、出力部
２２０とを主に有する。なお、再生装置２０は、ユーザにコンテンツを注視点と共に提供
する表示制御装置の一例である。
【００４４】
　（通信部２０５）
　通信部２０５は、ネットワークに接続するための通信デバイスであり、例えば、有線又
は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、光通信
用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は各種通信用のモデム等である。また、通信部２０
５に接続されるネットワークは、有線又は無線により接続されたネットワークにより構成
され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、可視光通信、放送、又は衛
星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略で
ある。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの略である。そして、上記の
ＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ
の略である。
【００４５】



(11) JP 6282793 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

　なお、ここでは通信部２０５は、ホームネットワークを介して送信装置１０と接続する
ための接続インタフェースである。通信部２０５は、送信装置１０からコンテンツ又はコ
ンテンツを取得するための情報（例えばＵＲＬ）を受信することができる。また通信部２
０５は、送信装置１０からコンテンツ中の注視点の位置を示す注視点情報を受信すること
ができる。また、通信部２０５は、コンテンツを取得するための情報に基づいて、コンテ
ンツを受信することができる。例えばコンテンツのＵＲＬを受信したとき、通信部２０５
は、このＵＲＬにアクセスしてコンテンツを取得することができる。
【００４６】
　（再生部２１０）
　再生部２１０は、コンテンツを再生する機能を有する。なお再生部２１０は、表示部と
して機能する出力部２２０の表示を制御する表示制御部の一例でもある。例えば再生部２
１０は、受信したコンテンツとともに注視点を再生することができる。再生部２１０は、
例えば図１０に示されるように、ＨＴＭＬコンテンツ上に注視点を示すマークＭ１を重畳
させることにより注視点を再生することができる。再生部２１０は、このマークＭ１の中
心が注視点の位置となるようにコンテンツ及び注視点を再生することができる。注視点を
示すときに、厳密に特定の点を示したい場合には図１０に示されたマークＭ１が用いられ
てよい。或いは、注視点の大まかな位置を示したい場合には、例えば図１１に示されるよ
うなマークＭ２が用いられてよい。このとき、再生部２１０は、マークＭ２の重心が注視
点の位置となるように表示させてよい。再生部２１０は、再生したコンテンツ及び注視点
を出力部２２０によりユーザに提供することができる。
【００４７】
　また再生部２１０は、コンテンツ中の注視点が表示画面内に表示されるようにコンテン
ツを再生することが望ましい。例えばＨＴＭＬコンテンツは、コンテンツの全体を一度に
表示画面内に表示することができず、スクロール操作により表示領域をスクロールさせる
ことが多い。通常はコンテンツの再生を開始した時点においては、ＨＴＭＬコンテンツの
上端が表示領域の上端と重なるように再生されることが多い。しかし、このときの表示領
域中に注視点が含まれていない場合には、受信した側のユーザはコンテンツとともに注視
点が送られてきていることを認識することが困難である。そこで、再生部２１０は、注視
点が表示領域内に含まれるように表示領域を制御することができる。このとき、注視点が
画面の中央付近となるように再生されると、さらにユーザが注視点を認識することが容易
となる。注視点が複数含まれる場合には、注視点の全て、又はなるべく多くの注視点が表
示領域に含まれるように再生されてよい。
【００４８】
　また、再生部２１０は、操作情報取得部２１５から供給される操作情報に基づいて再生
状態を変更することもできる。例えば、図１２に示されるように、リモートコントローラ
２２により入力される操作情報に基づいて、再生部２１０は、コンテンツの表示領域をス
クロールさせることができる。このとき、再生部２１０は、注視点を示すマークＭが注視
点が示すオブジェクト上に重なるようにマークＭの位置を変更することができる。ここで
用いる例においては、注視点は、ＤＶＤプレイヤーの画像上である。注視点情報は、この
画像オブジェクトを特定する情報を含むため、画像オブジェクトの配置が変わっても追従
してマークＭを画像オブジェクト上に表示させることができる。同様に、図１３に示され
るように、リモートコントローラ２２により入力される操作情報に基づいて、再生部２１
０は、コンテンツを拡大又は縮小表示させることができる。このときも再生部２１０は、
注視点を示すマークが同じオブジェクト上に重なるようにマークＭの位置を変更すること
ができる。
【００４９】
　（操作情報取得部２１５）
　操作情報取得部２１５は、ユーザが操作部を用いて所望の操作をするために生成した入
力信号を取得する機能を有する。操作部は、例えばタッチパネル、マウス、キーボード、
ボタン、マイク、スイッチ、レバー、及び各種センサ（例えば傾きを検知するセンサ）な



(12) JP 6282793 B2 2018.2.21

10

20

30

40

50

どであってよい。本実施形態においては、操作情報取得部２１５は、リモートコントロー
ラ２２から操作情報を取得することができる。再生装置２０は、操作情報取得部２１５に
より取得された操作情報に基づいて動作することができる。
【００５０】
　（出力部２２０）
　出力部２２０は、ユーザに情報を出力する機能を有する。出力部２２０は、例えば表示
画面を出力する表示部であってよい。出力部２２０は、表示制御部として機能する再生部
２１０の制御に従って表示画面を出力することができる。また出力部２２０は、音声出力
部の機能を有してもよい。出力部２２０は、再生部２１０により再生されたコンテンツ及
び注視点を出力することができる。
【００５１】
＜３．第２の実施形態＞
　次に、本開示の第２の実施形態に係るコンテンツ共有システムについて図１４及び図１
５を参照しながら説明する。図１４は、本開示の第２の実施形態に係る送信装置の機能構
成を示すブロック図である。図１５は、同実施形態に係る送信装置が消去コマンドを送信
するときの操作について示す説明図である。
【００５２】
　まず図１４を参照すると、本開示の第２の実施形態に係る送信装置１０ｂは、通信部１
０５と、コンテンツ記憶部１１０と、出力部１１５と、操作情報取得部１２０と、注視点
情報生成部１２５と、更新情報生成部１３０と、を主に有する。
【００５３】
　ここで、通信部１０５と、コンテンツ記憶部１１０と、出力部１１５と、操作情報取得
部１２０と、注視点情報生成部１２５との機能については、第１の実施形態と同様である
ためここでは説明を省略する。
【００５４】
　（更新情報生成部１３０）
　更新情報生成部１３０は、注視点情報生成部１２５により生成された注視点情報に対す
る更新情報を生成する機能を有する。更新情報は、例えば注視点情報が再生装置２０に送
信された後に、再生装置２０に別途送信されてもよい。送信側のユーザは、更新したいタ
イミングで更新情報を送信し、再生装置２０は、更新情報を受信したタイミングで注視点
情報を更新してもよい。また更新情報は、例えば注視点情報と同時に再生装置２０に送信
されてもよい。例えば注視点情報と同時に送信された更新情報が、所定時間の経過の後に
注視点情報を更新する旨の情報を含む場合、再生装置２０は、更新情報に従って所定時間
経過した後に注視点情報を更新してもよい。
【００５５】
　送信装置１０ｂが更新情報を再生装置２０に送信することにより、再生装置２０は、こ
の更新情報に従って注視点情報の再生状態を更新することができる。従って、送信側の意
図により一度送信した注視点情報を更新することができる。例えば、更新情報により注視
点が消去されてもよい。或いは、更新情報により注視点の表示される形状や色などの外観
が変化してもよい。
【００５６】
　例えば、図１５に示されるように、送信装置１０ｂのユーザが表示画面上の注視点の位
置に表示されたマークＭを擦る操作（消しゴムで消去するイメージ）を行った場合、送信
装置１０ｂの更新情報生成部１３０は、このマークＭにより示される注視点を消去する指
示を意味する更新情報を生成することができる。
【００５７】
　なお、本実施形態において、再生装置２０の機能構成は図９に示された第１の実施形態
の機能構成と同様であるため、ここでは図示しない。再生部２１０は、通信部２０５が受
信する更新情報に従って注視点情報を再生することができる。
【００５８】
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＜４．第３の実施形態＞
　次に、本開示の第３の実施形態に係るコンテンツ共有システムについて図１６及び図１
７を参照しながら説明する。図１６は、本開示の第３の実施形態に係る送信装置の機能構
成を示すブロック図である。図１７は、同実施形態に係る送信装置が送信する付加情報の
一例について示す説明図である。
【００５９】
　まず図１６を参照すると、本開示の第３の実施形態に係る送信装置１０ｃは、通信部１
０５と、コンテンツ記憶部１１０と、出力部１１５と、操作情報取得部１２０と、注視点
情報生成部１２５と、更新情報生成部１３０と、付加情報生成部１３５と、を主に有する
。
【００６０】
　ここで、通信部１０５と、コンテンツ記憶部１１０と、出力部１１５と、操作情報取得
部１２０と、注視点情報生成部１２５と、更新情報生成部１３０との機能については、第
１の実施形態又は第２の実施形態と同様であるためここでは説明を省略する。
【００６１】
　（付加情報生成部１３５）
　付加情報生成部１３５は、コンテンツに対する付加情報を生成する機能を有する。付加
情報生成部１３５は、通信部１０５に生成した付加情報を送信させることができる。例え
ば付加情報は、注視点に対するメモであってもよい。例えば図１７に示されるように、送
信装置１０ｃは、再生装置２０ｃに対して付加情報としてメモコマンドを送信することが
できる。再生装置２０ｃの再生部２１０は、受信したメモコマンドに従って、注視点の位
置にメモを表示させることができる。例えばこのときメモコマンドの一例は下記の通りで
ある。
"memo={text:'お買い得',size:'10',fontcolor:'black',bgcolor:'orange',poi_id:'123'
}"
　ここで、sizeは、メモのフォントサイズを示し、fontcolorは、メモの文字色を示し、b
gcolorは、メモの背景色を示し、poi_idは、メモを付与する注視点を特定するＩＤを示す
。
【００６２】
　なお、本実施形態において、再生装置２０の機能構成は図９に示された第１の実施形態
の機能構成と同様であるため、ここでは図示しない。再生部２１０は、通信部２０５が受
信する付加情報とともに注視点情報を再生することができる。
【００６３】
＜５．第４の実施形態＞
　次に、本開示の第４の実施形態に係るコンテンツ共有システムについて、図１８～図２
０を参照しながら説明する。図１８は、本開示の第４の実施形態に係るコンテンツ共有シ
ステムの概要を示す説明図である。図１９は、同実施形態に係る再生装置が表示する注視
点情報の一例を示す説明図である。図２０は、同実施形態に係る再生装置の動作例を示す
フローチャートである。
【００６４】
　第４の実施形態では、複数のユーザによって１つのコンテンツを共有することを前提と
した場合の注視点の共有について考える。図１８を参照すると、再生装置２０は、複数の
送信装置１０から注視点情報を受信することができる。そして再生装置２０は、受信した
注視点情報をユーザ毎に異なる表現で表示させてもよい。かかる構成により、共有してい
るコンテンツを視聴するユーザは、誰が書き込んだ注視点であるか見た目で判定すること
ができる。
【００６５】
　なお、送信装置１０－１，送信装置１０－２，送信装置１０－３はそれぞれ同じコンテ
ンツを共有して表示することができる。送信装置１０－１，送信装置１０－２，送信装置
１０－３のユーザは、それぞれ送信装置１０の画面を見ながら注視点を指定することがで
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きる。
【００６６】
　なお、注視点の表現については、例えば再生装置２０がユーザ毎に異なるマークＭを選
択して用いてもよい。例えば再生装置２０は、送信装置１０－１から送信された注視点情
報をバツ印のマークＭ－１で示してよい。再生装置２０は、注視点情報を受信すると、注
視点情報を指定したユーザを特定してユーザ毎に異なるマークＭを選択することができる
。再生装置２０は、送信装置１０－２から送信された注視点情報を三角印のマークＭ－２
で示してよい。また再生装置２０は、送信装置１０－３から送信された注視点情報を丸印
のマークＭ－３で示してよい。
【００６７】
　また再生装置２０は、ユーザ毎に異なる色のマークＭを選択して用いてもよい。例えば
再生装置２０は、図１９に示されるように、送信装置１０－１から送信された注視点を示
すマークＭ－１と、送信装置１０－２から送信された注視点を示すマークＭ－２と、送信
装置１０－３から送信された注視点を示すマークＭ－３とを異なる色で示すことができる
。
【００６８】
　次に、図２０を参照しながら、複数の送信装置１０から注視点情報を受信する再生装置
２０の動作例を説明する。再生装置２０の通信部２０５が注視点情報を受信する（Ｓ１０
０）と、再生部２１０は、注視点情報に基づいて注視点を示すマークＭの表示位置を決定
する（Ｓ１０５）。
【００６９】
　そして再生部２１０は、注視点を指定したユーザ毎に注視点を示すマークＭの形状及び
色を決定する（Ｓ１１０）。そして再生部２１０は、コンテンツ及び注視点を示すマーク
を出力部２２０に表示させる。
【００７０】
　なお、ここでは再生装置２０は、ユーザ毎に異なる表現で注視点を示すこととしたが、
送信装置１０毎に異なる表現で注視点を示してもよい。
【００７１】
　また、上記の例では再生装置２０がマークＭの表現を決定する構成としたが、本技術は
かかる例に限定されない。例えば送信装置１０側でユーザが共有される画面を見ながらマ
ークＭの表現を選択することができるようにしてもよい。この場合、再生装置２０は、送
信装置１０において指定されたマークを用いて注視点を表示することができる。
【００７２】
　以上、本実施形態に係る送信装置１０及び再生装置２０の機能の一例を示した。上記の
各構成要素は、汎用的な部材や回路を用いて構成されていてもよいし、各構成要素の機能
に特化したハードウェアにより構成されていてもよい。また、各構成要素の機能を、ＣＰ
Ｕ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）などの演算装置がこれらの機能
を実現する処理手順を記述した制御プログラムを記憶したＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　
Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などの記憶媒体
から制御プログラムを読出し、そのプログラムを解釈して実行することにより行ってもよ
い。従って、本実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用する構成を変
更することが可能である。
【００７３】
　なお、上述のような本実施形態に係る送信装置１０及び再生装置２０の各機能を実現す
るためのコンピュータプログラムを作成し、パーソナルコンピュータ等に実装することが
可能である。また、このようなコンピュータプログラムが格納された、コンピュータで読
み取り可能な記録媒体も提供することができる。記録媒体は、例えば、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、フラッシュメモリなどである。また、上記のコンピュータプ
ログラムは、記録媒体を用いずに、例えばネットワークを介して配信してもよい。
【００７４】
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　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【００７５】
　例えば、上記実施形態では、携帯電話とテレビ受像機が例に挙げられたが、本技術はか
かる例に限定されない。コンテンツを共有できる環境を有するあらゆる情報処理装置に適
用することが可能である。
【００７６】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　コンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を生成する注視点情報生成部と、
　前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前記コンテンツを取得するための情報と、を送
信する送信部と、
を備える、送信装置。
（２）
　生成された前記注視点情報に対する更新情報を生成する更新情報生成部、
をさらに備え、
　前記送信部は、前記更新情報をさらに送信する、
前記（１）に記載の送信装置。
（３）
　前記更新情報生成部は、表示される前記注視点を擦る操作が検知されると、前記注視点
を消去する前記更新情報を生成する、
前記（２）に記載の送信装置。
（４）
　前記更新情報生成部は、前記コンテンツの再生開始から所定時間経過後に前記注視点を
更新する前記更新情報を生成する、
前記（２）または（３）のいずれかに記載の送信装置。
（５）
　前記注視点の上又は近傍に表示させる付加情報を生成する付加情報生成部、
をさらに備え、
　前記送信部は、前記付加情報をさらに送信する、
前記（１）～（４）のいずれかに記載の送信装置。
（６）
　前記コンテンツは、複数のオブジェクトを含み、
　前記注視点情報は、指定される前記注視点に表示された前記オブジェクトを特定する情
報を含む、
前記（１）～（５）のいずれかに記載の送信装置。
（７）
　前記注視点情報は、前記オブジェクト内における前記注視点の相対位置の情報をさらに
含む、
前記（６）に記載の送信装置。
（８）
　表示される前記コンテンツ上で指定される特定の点からのフリック操作が検出されると
、
　前記注視点情報生成部は、前記特定の点を前記注視点とする前記注視点情報を生成し、
　前記送信部は、前記フリック操作に応じて、前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前
記コンテンツを取得するための情報と、を送信する、
前記（１）～（７）のいずれかに記載の送信装置。
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（９）
　前記送信装置の筐体の傾きを検出する傾き検出部、
をさらに備え、
　前記送信部は、前記筐体の傾きが検出されると、前記注視点情報と、前記コンテンツ又
は前記コンテンツを取得するための情報と、を送信する、
前記（１）～（８）のいずれかに記載の送信装置。
（１０）
　前記オブジェクトは動画像オブジェクトであり、
　前記注視点情報生成部は、経時的に変化する前記注視点の位置を示す前記注視点情報を
生成する、
前記（１）～（９）のいずれかに記載の送信装置。
（１１）
　コンテンツ、及び前記コンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を受信する
受信部と、
　前記注視点情報に従って、前記コンテンツを前記注視点と共に表示させる表示制御部と
、
を備える、表示制御装置。
（１２）
　前記表示制御部は、前記注視点が表示画面内に表示されるように前記コンテンツを表示
させる、
前記（１１）に記載の表示制御装置。
（１３）
　前記表示制御部は、前記注視点が前記表示画面の中心となるように前記コンテンツを表
示させる、
前記（１１）～（１２）のいずれかに記載の表示制御装置。
（１４）
　前記注視点情報は、前記コンテンツ内の注視点に表示されたオブジェクトを特定する情
報を含み、
　前記表示制御部は、前記コンテンツの表示領域を変更するスクロール操作に応じて、前
記注視点が前記オブジェクト上となるように、前記注視点の表示画面上の位置を変更する
、
前記（１１）～（１３）のいずれかに記載の表示制御装置。
（１５）
　前記受信部は、前記注視点に対する付加情報をさらに受信し、
　前記表示制御部は、前記注視点の上又は近傍に前記付加情報を重畳して表示させる、
前記（１１）～（１４）のいずれかに記載の表示制御装置。
（１６）
　前記受信部は、前記注視点情報に対する更新情報をさらに受信し、
　前記表示制御部は、前記更新情報に基づいて前記注視点情報を更新する、
前記（１１）～（１５）のいずれかに記載の表示制御装置。
（１７）
　前記更新情報は、前記コンテンツの表示開始から前記注視点を消去するまでの時間の情
報を含み、
　前記表示制御部は、前記更新情報に従って、所定時間経過後に前記注視点を消去する、
前記（１６）に記載の表示制御装置。
（１８）
　コンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を生成することと、
　前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前記コンテンツを取得するための情報と、を送
信することと、
を含む、コンテンツ送信方法。
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（１９）
　コンピュータを、
　コンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を生成する注視点情報生成部と、
　前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前記コンテンツを取得するための情報と、を送
信する送信部と、
を備える、送信装置として機能させるためのプログラムを記録した記録媒体。
（２０）
　コンピュータを、
　コンテンツ内における注視点の位置を示す注視点情報を生成する注視点情報生成部と、
　前記注視点情報と、前記コンテンツ又は前記コンテンツを取得するための情報と、を送
信する送信部と、
を備える、送信装置として機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【００７７】
　１０　　　送信装置
　１０５　　通信部
　１１０　　コンテンツ記憶部
　１１５　　出力部
　１２０　　操作情報取得部
　１２５　　注視点情報生成部
　１３０　　更新情報生成部
　１３５　　付加情報生成部
　２０　　　再生装置
　２０５　　通信部
　２１０　　再生部
　２１５　　操作情報取得部
　２２０　　出力部
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