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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツサーバからコンテンツリストを受信する手段と、
　コンテンツを記憶するコンテンツ記憶部と、
　契約情報を記憶する契約情報記憶部と、
　視聴履歴情報を記憶する視聴履歴情報記憶部と、
　前記契約情報および前記視聴履歴情報に基づき、前記コンテンツリストから視聴可能な
コンテンツのリストまたは前記コンテンツ記憶部に記憶可能なコンテンツのリストである
おすすめコンテンツリストを生成する手段と、
　矩形の画面の中央の第１の領域とは重ならない領域であり、前記第１の領域よりも表示
面積が小さく、かつ、前記矩形の画面の一角部付近の第２の領域に対して、前記おすすめ
コンテンツリストから所定のコンテンツ数だけリスト形式で表示するように制御する手段
と、
　前記リスト形式で表示されたすすめコンテンツリストからコンテンツが選択された場合
に、該コンテンツが視聴可能または前記コンテンツ記憶部に記憶可能か判定し、該コンテ
ンツが視聴可能な場合には前記第２の領域への前記おすすめコンテンツリスト及び前記第
１の領域への視聴開始確認画面の表示を制御し、該コンテンツが記憶可能な場合には前記
第２の領域への前記おすすめコンテンツリストの表示及び前記第１の領域への記憶開始確
認画面の表示を制御する手段とを具備し、
　前記リスト形式で表示されるおすすめコンテンツリストは、当該コンテンツリストにリ
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ストされたコンテンツがおすすめ番組であることを示す項目の行及びその行と同じ行にボ
タンを有し、
　前記ボタンが押されたときには、前記おすすめコンテンツリストに表示すべきコンテン
ツのうち既に表示したコンテンツを除いた残りのコンテンツから所定のコンテンツを選択
し、選択されたコンテンツをおすすめコンテンツリストとして前記第２の領域にリスト形
式で表示する
　表示処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の表示処理装置であって、さらに、
　前記コンテンツリストに視聴可能なまたは記憶可能なコンテンツがない場合には、前記
コンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツがあるか判定し、前記コンテンツ記憶部に
記憶されているコンテンツがある場合には、前記記憶されているコンテンツが未試聴であ
るか判定し、未試聴のコンテンツがある場合には前記未試聴のコンテンツからおすすめコ
ンテンツリストを生成する手段
　を具備する表示処理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の表示処理装置であって、さらに、
　前記コンテンツ記憶部に記憶されているコンテンツがない場合または未試聴のコンテン
ツがない場合には、おすすめコンテンツリストをコンテンツサーバから受信する手段
　を具備する表示処理装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の表示処理装置であって、
　前記契約情報は、前記コンテンツサーバが提供するコンテンツを全て視聴可能または全
て前記コンテンツ記憶部に記憶可能であることを示す第１の契約情報、または前記コンテ
ンツサーバが提供するコンテンツを限定的に視聴可能または限定的に前記コンテンツ記憶
部に記憶可能であることを示す第２の契約情報を含む表示処理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の表示処理装置であって、
　前記おすすめコンテンツリストを生成する手段は、視聴中のコンテンツに関連するコン
テンツに基づき前記おすすめコンテンツリストを生成する表示処理装置。
【請求項６】
　表示処理装置でコンテンツリストを受信しおすすめコンテンツリストを生成し該おすす
めコンテンツリストを表示装置に出力する表示処理システムであって、
　コンテンツサーバからコンテンツリストを受信する手段と、コンテンツを記憶するコン
テンツ記憶部と、契約情報を記憶する契約情報記憶部と、視聴履歴情報を記憶する視聴履
歴情報記憶部と、前記契約情報および前記視聴履歴情報に基づき、前記コンテンツリスト
から視聴可能なコンテンツのリストまたは前記コンテンツ記憶部に記憶可能なコンテンツ
のリストであるおすすめコンテンツリストを生成する手段と、矩形の画面の中央の第１の
領域とは重ならない領域であり、前記第１の領域よりも表示面積が小さく、かつ、前記矩
形の画面の一角部付近の第２の領域に対して、前記おすすめコンテンツリストから所定の
コンテンツ数だけリスト形式で表示するように制御する手段と、前記リスト形式で表示さ
れたすすめコンテンツリストからコンテンツが選択された場合に、該コンテンツが視聴可
能または前記コンテンツ記憶部に記憶可能か判定し、該コンテンツが視聴可能な場合には
前記第２の領域への前記おすすめコンテンツリスト及び前記第１の領域への視聴開始確認
画面の表示を制御し、該コンテンツが記憶可能な場合には前記第２の領域への前記おすす
めコンテンツリストの表示及び前記第１の領域への記憶開始確認画面の表示を制御する手
段とを具備し、前記リスト形式で表示されるおすすめコンテンツリストは、当該コンテン
ツリストにリストされたコンテンツがおすすめ番組であることを示す項目の行及びその行
と同じ行にボタンを有し、前記ボタンが押されたときには、前記おすすめコンテンツリス
トに表示すべきコンテンツのうち既に表示したコンテンツを除いた残りのコンテンツから
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所定のコンテンツを選択し、選択されたコンテンツをおすすめコンテンツリストとして前
記第２の領域にリスト形式で表示する表示処理装置と、
　前記おすすめコンテンツリストを前記画面に表示するための情報を受信する手段と、受
信した情報に基づき前記画面に前記おすすめコンテンツリスト、視聴開始確認画面及び記
憶開始確認画面を表示する手段とを有する表示装置と
　を具備する表示処理システム。
【請求項７】
　請求項６に記載の表示処理システムであって、
　前記契約情報は、前記コンテンツサーバが提供するコンテンツを全て視聴可能または全
て前記コンテンツ記憶部に記憶可能であることを示す第１の契約情報、または前記コンテ
ンツサーバが提供するコンテンツを限定的に視聴可能または限定的に前記コンテンツ記憶
部に記憶可能であることを示す第２の契約情報を含む表示処理システム。
【請求項８】
　コンテンツ、契約情報及び視聴履歴情報を記憶し、
　コンテンツサーバからコンテンツリストを受信し、
　前記契約情報および前記視聴履歴情報に基づき、前記コンテンツリストから視聴可能な
コンテンツのリストまたは前記コンテンツ記憶部に記憶可能なコンテンツのリストである
おすすめコンテンツリストを生成し、
　矩形の画面の中央の第１の領域とは重ならない領域であり、前記第１の領域よりも表示
面積が小さく、かつ、前記矩形の画面の一角部付近の第２の領域に対して、前記おすすめ
コンテンツリストから所定のコンテンツ数だけリスト形式で表示するように制御し、
　前記リスト形式で表示されたすすめコンテンツリストからコンテンツが選択された場合
に、該コンテンツが視聴可能または前記コンテンツ記憶部に記憶可能か判定し、該コンテ
ンツが視聴可能な場合には前記第２の領域への前記おすすめコンテンツリスト及び前記第
１の領域への視聴開始確認画面の表示を制御し、該コンテンツが記憶可能な場合には前記
第２の領域への前記おすすめコンテンツリストの表示及び前記第１の領域への記憶開始確
認画面の表示を制御する方法であって、
　前記リスト形式で表示されるおすすめコンテンツリストは、当該コンテンツリストにリ
ストされたコンテンツがおすすめ番組であることを示す項目の行及びその行と同じ行にボ
タンを有し、
　前記ボタンが押されたときには、前記おすすめコンテンツリストに表示すべきコンテン
ツのうち既に表示したコンテンツを除いた残りのコンテンツから所定のコンテンツを選択
し、選択されたコンテンツをおすすめコンテンツリストとして前記第２の領域にリスト形
式で表示する
　表示処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示処理装置、表示処理システムおよび表示処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターネットプロトコルテレビ（ＩＰＴＶ）の受信機には、ユーザがコンテン
ツの視聴中に別のコンテンツを選択することができるように、画面にコンテンツリストを
表示する機能が備えられている。コンテンツリストは、例えば電子コンテンツガイド（Ｅ
ＣＧ）などのコンテンツのタイトルを集約した画面である。このコンテンツリストには、
通常、コンテンツが最大限表示される。このため、ユーザが番組の視聴中にコンテンツリ
ストを表示しようとすると、視聴中のコンテンツの再生が一旦停止してコンテンツリスト
が表示され、ユーザの選択に応じて別の番組が表示される場合が多い。
【０００３】
　また、ＩＰＴＶの受信機には、ユーザの視聴履歴に基づくおすすめコンテンツリストを
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画面に表示する機能が備えられている。
【０００４】
　このおすすめコンテンツリストや情報量の多いリストを画面に表示する際、おすすめコ
ンテンツリストや情報量の多いリストを視聴画面に重ねて表示したり、視聴画面を縮小し
たりしている（例えば、特許文献１参照）。　
【特許文献１】特開２００６－４１６６８号公報（段落[００１９]、[００２０]、図２、
図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ＩＰＴＶでのコンテンツの視聴は、無料放送（Ｆｒｅｅ　ｔｏ　Ａｉｒ
）の放送番組の視聴と形態が異なり、視聴契約内容により視聴可能なコンテンツが限定さ
れており、おすすめコンテンツリスト中に表示されたコンテンツを必ずしも視聴できると
は限らず、ユーザはおすすめコンテンツリスト中のコンテンツが視聴可能か否かを別の画
面で確認しなければいけない、という問題がある。
【０００６】
　また、情報量の多いリストを表示するときに、視聴画面に重ねて表示したり視聴画面を
縮小したりする場合には、視聴画面の隠れる領域が多くなったり、視聴画面が見にくくな
ったりする、という問題がある。
【０００７】
　以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、契約情報や視聴履歴情報に基づきユーザが
視聴可能なおすすめコンテンツリストを画面に比べて小さく表示するための表示処理装置
、表示処理システムおよび表示処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る表示処理装置は、コンテンツサーバからコン
テンツリストを受信する手段と、コンテンツを記憶するコンテンツ記憶部と、契約情報を
記憶する契約情報記憶部と、視聴履歴情報を記憶する視聴履歴情報記憶部と、前記契約情
報および前記視聴履歴情報に基づき、前記コンテンツリストから視聴可能なコンテンツの
リストまたは前記コンテンツ記憶部に記憶可能なコンテンツのリストであるおすすめコン
テンツリストを生成する手段と、前記おすすめコンテンツを表示可能な画面と、前記画面
の中央の領域とは異なる所定の領域に前記画面に比べて小さい前記おすすめコンテンツリ
ストを表示する手段とを具備する。
【０００９】
　ここで、所定の領域とは、例えば画面の角部に近い領域を含む。
【００１０】
　本発明では、契約情報に基づきユーザが視聴可能なコンテンツのリストまたはコンテン
ツ記憶部に記憶可能なコンテンツのリストであるおすすめコンテンツリストを生成するの
で、おすすめコンテンツリスト中のコンテンツを全てユーザが視聴または記憶することが
できるコンテンツにすることができる。この結果、ユーザは、おすすめコンテンツリスト
の各コンテンツを視聴できるか否かを確認することなく確実かつ容易にコンテンツを選択
することができる。また、従来、おすすめコンテンツリストが画面に比べて小さくない場
合には、おすすめコンテンツリストを表示すると視聴画面が隠れてしまうので、視聴画面
を停止しておすすめコンテンツリストを表示していた。本発明では、画面の中央の領域と
は異なる所定の領域に画面に比べて小さいおすすめコンテンツリストを表示するので、コ
ンテンツの視聴中に視聴画面がおすすめコンテンツリストに隠れて見え難くなることがな
く、視聴画面を見ながらコンテンツを容易に選択することができる。したがって、小さい
おすすめコンテンツリストによりユーザが気軽に他のコンテンツを選択する機会を増やす
ことができる。
【００１１】
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　前記おすすめコンテンツリストは、複数のコンテンツがリスト形式で表示され、一のコ
ンテンツを選択することで、該コンテンツが視聴開始可能または前記コンテンツ記憶部に
記憶開始可能になる。
【００１２】
　これにより、ユーザは、おすすめコンテンツリスト中の一のコンテンツを選択すること
で、容易に選択したコンテンツを視聴したりコンテンツ記憶部に記憶したりすることがで
きる。
【００１３】
　前記契約情報は、前記コンテンツサーバが提供するコンテンツを全て視聴可能または全
て前記コンテンツ記憶部に記憶可能であることを示す第１の契約情報、または前記コンテ
ンツサーバが提供するコンテンツを限定的に視聴可能または限定的に前記コンテンツ記憶
部に記憶可能であることを示す第２の契約情報を含む。
【００１４】
　これにより、第１の契約情報および第２の契約情報に基づき、ユーザにおすすめコンテ
ンツリストおよびコンテンツを提供することができる。
【００１５】
　前記おすすめコンテンツリスト中の一のコンテンツを選択することで、前記おすすめコ
ンテンツリストが表示された前記画面上の領域とは異なる該画面上の領域に、前記選択さ
れたコンテンツの詳細情報が表示される。
【００１６】
　これにより、ユーザがおすすめコンテンツリストで選択した一のコンテンツの詳細情報
をおすすめコンテンツリストとは異なる画面上の領域で見ることができる。おすすめコン
テンツリストと、詳細情報とを同時に見ることができるので、操作性を更に向上させるこ
とができる。
【００１７】
　前記おすすめコンテンツリストを生成する手段は、視聴中のコンテンツに関連するコン
テンツに基づき前記おすすめコンテンツリストを生成する。視聴中のコンテンツに関連す
るコンテンツとは、例えば視聴中のコンテンツのジャンルと同じジャンルのコンテンツの
ことである。
【００１８】
　これにより、視聴中のコンテンツに関連するおすすめコンテンツリストを得ることがで
きる。したがって、スポーツ番組を視聴中に他のスポーツ番組を容易に選択することがで
きる。
【００１９】
　本発明に係る他の表示処理装置は、コンテンツリストを受信しおすすめコンテンツリス
トを表示装置に出力する表示処理装置であって、コンテンツサーバからコンテンツリスト
を受信する手段と、コンテンツを記憶するコンテンツ記憶部と、契約情報を記憶する契約
情報記憶部と、視聴履歴情報を記憶する視聴履歴情報記憶部と、前記契約情報および前記
視聴履歴情報に基づき、前記コンテンツリストから視聴可能なコンテンツのリストまたは
前記コンテンツ記憶部に記憶可能なコンテンツのリストであるおすすめコンテンツリスト
を生成する手段と、前記表示装置の画面の中央の領域とは異なる所定の領域に該画面に比
べて小さい前記おすすめコンテンツリストを表示するための情報を前記表示装置に出力す
る手段とを具備する。
【００２０】
　本発明では、契約情報に基づきユーザが視聴可能なコンテンツのリストまたはコンテン
ツ記憶部に記憶可能なコンテンツのリストであるおすすめコンテンツリストを生成するの
で、おすすめコンテンツリスト中のコンテンツを全てユーザが視聴または記憶することが
できるコンテンツにすることができる。この結果、ユーザは、おすすめコンテンツリスト
の各コンテンツを視聴できるか否かを確認することなく確実かつ容易にコンテンツを選択
することができる。また、従来、おすすめコンテンツリストが画面に比べて小さくない場
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合には、おすすめコンテンツリストを表示すると視聴画面が隠れてしまうので、視聴画面
を停止しておすすめコンテンツリストを表示していた。本発明では、画面の中央の領域と
は異なる所定の領域に画面に比べて小さいおすすめコンテンツリストを表示するので、コ
ンテンツの視聴中に視聴画面がおすすめコンテンツリストに隠れて見え難くなることがな
く、視聴画面を見ながらコンテンツを容易に選択することができる。したがって、小さい
おすすめコンテンツリストによりユーザが気軽に他のコンテンツを選択する機会を増やす
ことができる。
【００２１】
　前記契約情報は、前記コンテンツサーバが提供するコンテンツを全て視聴可能または全
て前記コンテンツ記憶部に記憶可能であることを示す第１の契約情報、または前記コンテ
ンツサーバが提供するコンテンツを限定的に視聴可能または限定的に前記コンテンツ記憶
部に記憶可能であることを示す第２の契約情報を含む。
【００２２】
　これにより、第１の契約情報および第２の契約情報に基づき、ユーザにおすすめコンテ
ンツリストおよびコンテンツを提供することができる。
【００２３】
　本発明に係る表示処理システムは、表示処理装置でコンテンツリストを受信しおすすめ
コンテンツリストを生成し該おすすめコンテンツリストを表示装置に出力する表示処理シ
ステムであって、コンテンツサーバからコンテンツリストを受信する手段と、コンテンツ
を記憶するコンテンツ記憶部と、契約情報を記憶する契約情報記憶部と、視聴履歴情報を
記憶する視聴履歴情報記憶部と、前記契約情報および前記視聴履歴情報に基づき、前記コ
ンテンツリストから視聴可能なコンテンツのリストまたは前記コンテンツ記憶部に記憶可
能なコンテンツのリストであるおすすめコンテンツリストを生成する手段と、前記表示装
置の画面の中央の領域とは異なる所定の領域に該画面に比べて小さい前記おすすめコンテ
ンツリストを表示するための情報を前記表示装置に出力する手段とを有する表示処理装置
と、前記おすすめコンテンツリストを前記画面に表示するための情報を受信する手段と、
受信した情報に基づき前記画面に前記おすすめコンテンツを表示する手段とを有する表示
装置とを具備する。
【００２４】
　本発明では、契約情報に基づきユーザが視聴可能なコンテンツのリストまたはコンテン
ツ記憶部に記憶可能なコンテンツのリストであるおすすめコンテンツリストを生成するの
で、おすすめコンテンツリスト中のコンテンツを全てユーザが視聴または記憶することが
できる。この結果、ユーザは、おすすめコンテンツリストの各コンテンツを視聴できるか
否かを確認することなく確実かつ容易にコンテンツを選択することができる。また、従来
、おすすめコンテンツリストが画面に比べて小さくない場合には、おすすめコンテンツリ
ストを表示すると視聴画面が隠れてしまうので、視聴画面を停止しておすすめコンテンツ
リストを表示していた。本発明では、画面の中央の領域とは異なる所定の領域に画面に比
べて小さいおすすめコンテンツリストを表示するので、コンテンツの視聴中に視聴画面が
おすすめコンテンツリストに隠れて見え難くなることがなく、視聴画面を見ながらコンテ
ンツを容易に選択することができる。したがって、小さいおすすめコンテンツリストによ
りユーザが気軽に他のコンテンツを選択する機会を増やすことができる。
【００２５】
　前記契約情報は、前記コンテンツサーバが提供するコンテンツを全て視聴可能または全
て前記コンテンツ記憶部に記憶可能であることを示す第１の契約情報、または前記コンテ
ンツサーバが提供するコンテンツを限定的に視聴可能または限定的に前記コンテンツ記憶
部に記憶可能であることを示す第２の契約情報を含む。
【００２６】
　これにより、第１の契約情報および第２の契約情報に基づき、ユーザにおすすめコンテ
ンツリストおよびコンテンツを提供することができる。
【００２７】
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　本発明に係る表示処理方法は、コンテンツサーバからコンテンツリストを受信し、コン
テンツ、契約情報及び視聴履歴情報を記憶し、前記契約情報および前記視聴履歴情報に基
づき、前記コンテンツリストから視聴可能なコンテンツのリストまたは前記コンテンツ記
憶部に記憶可能なコンテンツのリストであるおすすめコンテンツリストを生成し、前記お
すすめコンテンツを表示可能な画面の中央の領域とは異なる所定の領域に前記画面に比べ
て小さい前記おすすめコンテンツリストを表示する。
【発明の効果】
【００２８】
　以上のように、本発明によれば、契約情報や視聴履歴情報に基づきユーザが視聴可能な
おすすめコンテンツリストを画面に比べて小さく表示することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【００３０】
　図１は本発明の一実施形態に係る表示処理スシテムのブロック図である。　
　図１に示すように、表示処理システム１は、インターネットプロトコルテレビジョン（
ＩＰＴＶ）などの受信機２、動画などを表示する表示装置３、インターネット４を介して
受信機２に接続されたコンテンツサーバ５および契約情報管理サーバ６を備えている。
【００３１】
　受信機２は、画像情報を受信するインターフェース（ＩＦ）１０、ＲＯＭ１１、ＣＰＵ
１２、コンテンツ記憶部１３、契約情報記憶部１４、視聴履歴情報記憶部１５、おすすめ
コンテンツリスト・電子コンテンツガイド（ＥＧＣ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏｎｔｅｎｔ
　Ｇｕｉｄｅ）記憶部１６およびリモートコントローラ受信処理部１７を備えている。
【００３２】
　ＲＯＭ１１には、ＣＰＵ１２が実行するプログラムや受信機２毎に予め設定された機器
ＩＤなどが記憶されている。
【００３３】
　ＣＰＵ１２は、例えばマイクロプロッセサであり、受信機２の各部を制御する。
【００３４】
　コンテンツ記憶部１３は、例えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）で構成さ
れ、コンテンツサーバ５からダウンロードされたコンテンツを記憶する。コンテンツ記憶
部１３は、記憶したコンテンツのメタデータ（例えばタイトルリスト）を記憶する。タイ
トルリストは、後述するおすすめコンテンツリストを生成するために用いられる。
【００３５】
　契約情報記憶部１４は、ユーザの契約情報を記憶する。ユーザの契約情報は、例えばコ
ンテンツサーバ５が提供するコンテンツを全て視聴可能であることを示したりまたは全て
コンテンツ記憶部１３にダウンロードして記憶可能であることを示したりする第１の契約
情報を含んでいる。また、ユーザの契約情報は、コンテンツサーバ５が提供するコンテン
ツを限定的に視聴可能であることを示したりまたは限定的にコンテンツ記憶部１３にダウ
ンロードして記憶可能であることを示したりする第２の契約情報を含んでいる。
【００３６】
　つまり、第１の契約情報は見放題（ダウンロードし放題）であることを示す情報であり
、第２の契約情報は例えば複数個（例えば５個）のコンテンツで構成されたパッケージや
ジャンルで区切られた所定の範囲から決められたコンテンツ数を選択して選択したコンテ
ンツを見ることができることを示す情報である。契約情報記憶部１４は、例えば書き込み
可能なＥＰ－ＲＯＭなどで構成され、ユーザＩＤなども記憶されている。
【００３７】
　視聴履歴情報記憶部１５は、ユーザの視聴履歴情報を蓄積して記憶する。ユーザの視聴
履歴情報は、例えばユーザが過去に視聴したニュース、スポーツ、映画、天気予報などの
ジャンル毎の視聴回数の情報やユーザが過去に視聴した番組毎の視聴回数の情報やユーザ
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により設定されたキーワードを含む番組の視聴回数の情報などである。
【００３８】
　おすすめコンテンツリスト・電子コンテンツガイド（ＥＣＧ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏ
ｎｔｅｎｔ　Ｇｕｉｄｅ）記憶部１６は、後述するおすすめコンテンツリストおよび電子
コンテンツガイドＥＣＧの情報を記憶する。
【００３９】
　リモートコントローラ受信処理部１７は、リモートコントローラ１８からの信号を受信
し処理する。
【００４０】
　図２は、視聴履歴情報の一例を示す図である。　
　図２に示すように、視聴履歴情報は、例えばユーザが所定期間内に視聴した番組のジャ
ンル名と、そのジャンルの番組の視聴回数という属性情報を含んでいる。図２は、例えば
所定期間に、スポーツが２０回、映画が１０回、ドラマが１５回および音楽が５回視聴さ
れたことを示している。
【００４１】
　図３は、契約により視聴可能なコンテンツの一例を示す図である。　
　図３に示すように、ユーザは、例えば上述した第２の契約情報（例えばスポーツ、映画
およびドラマのジャンルを視聴可能な契約情報）に基づき、スポーツａ、スポーツｂ、映
画ａ、映画ｂおよびドラマａをダウンロード可能である。
【００４２】
　図４はおすすめコンテンツリストの取得動作を説明するためのフローチャート、図５は
おすすめコンテンツリストの取得動作を説明するためのタイミングチャート、図６は嗜好
情報リストの一例を示す図、図７は嗜好度に基づきソートされたコンテンツリストの一例
を示す図である。　
　受信機２は、機器ＩＤをコンテンツサーバ５に送信し（ＳＴ４０１）、ユーザＩＤをコ
ンテンツサーバ５に送信する（ＳＴ４０２）。コンテンツサーバ５は、機器ＩＤおよびユ
ーザＩＤを受信し契約情報管理サーバ６に認証要求し、契約情報管理サーバ６は認証結果
をコンテンツサーバ５に送信する。
【００４３】
　受信機２は、契約情報更新要求を契約情報管理サーバ６に要求し、契約情報管理サーバ
６は契約情報更新結果を受信機２に送信する。これにより、契約状況が更新される（ＳＴ
４０３）。
【００４４】
　受信機２は、コンテンツサーバ５からコンテンツリスト（タイトルリスト）を取得しお
すすめコンテンツリスト・ＥＣＧ記憶部１６に記憶する（ＳＴ４０４）。
【００４５】
　受信機２は、契約情報記憶部１４に記憶された契約情報に基づき、視聴可能またはダウ
ンロード可能なコンテンツを検索し（ＳＴ４０５）、視聴可能またはダウンロード可能な
コンテンツがあるか否かを判断する（ＳＴ４０６）。例えば第２の契約情報に基づき、図
３に示す各コンテンツを視聴可能またはダウンロード可能であると判断する。
【００４６】
　受信機２が視聴可能またはダウンロード可能なコンテンツがある場合には（ＳＴ４０６
でＹＥＳ）、受信機２は、契約により視聴可能またはダウンロード可能な図３に示した各
コンテンツに嗜好度を付与する（ＳＴ４０７）。具体的には、図６に示すように、例えば
図２に示したジャンル毎の視聴回数を、そのジャンルに属する図３に示したコンテンツの
嗜好度として付与する。例えば、図２に示すようにスポーツ（ジャンル）の視聴回数が２
０であるときは、図６に示すように契約に基づき視聴可能またはダウンロード可能なスポ
ーツａの嗜好度を２０とし、図２に示すように映画（ジャンル）の視聴回数が１０である
ときは、図６に示すように契約に基づき視聴可能またはダウンロード可能な映画ａの嗜好
度を１０とする。図６中の他のコンテンツについても同様である。
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【００４７】
　受信機２は、ステップ４０７で付与された図６に示す嗜好度に基づき、図７に示すよう
に嗜好度の高い順にソートする（ＳＴ４０８）。これにより、図７に示すように、１行目
に嗜好度が２０であるスポーツａ、２行目に嗜好度が２０であるスポーツｂ、３行目に嗜
好度が１５であるドラマａおよび４行目に嗜好度が１０である映画ａが順に並ぶ。
【００４８】
　受信機２は、例えばステップ４０８で得た図７に示すリスト中の上位１０件からランダ
ムに３件の番組名を取得し図７に示すようにおすすめコンテンツリスト２０とする（ＳＴ
４０９）。
【００４９】
　ステップ４０６で取得可能なコンテンツがないとき（ＳＴ４０６でＮＯのとき）には、
受信機２は、ダウンロードなどによりコンテンツ記憶部１３に既に記憶されているコンテ
ンツがあるか否かを判断する（ＳＴ４１０）。
【００５０】
　ステップ４１０でコンテンツが記憶されているとき（ＳＴ４１０でＹＥＳのとき）には
、未視聴のコンテンツがあるか否かを判断する（ＳＴ４１１）。
【００５１】
　未視聴のコンテンツがあるとき（ＳＴ４１１でＹＥＳ）のときには、未視聴のコンテン
ツからランダムに例えば３件のコンテンツを取得しおすすめコンテンツリストとする（Ｓ
Ｔ４１２）。
【００５２】
　コンテンツ記憶部１３に既に記憶されたコンテンツがないとき（ＳＴ４１０でＮＯ）お
よび未視聴のコンテンツがないとき（ＳＴ４１１でＮＯ）には、コンテンツホルダが提示
するおすすめコンテンツリストを取得する（ＳＴ４１３）。このコンテンツホルダは、例
えばダウンロードされたＥＣＧの情報に基づき、予めランダムに準備されているコンテン
ツのリストである。
【００５３】
　このおすすめコンテンツリストからランダムに例えば３件のコンテンツを取得する（Ｓ
Ｔ４１４）。
【００５４】
　このように、視聴履歴情報、契約情報およびコンテンツリストを用いて、おすすめコン
テンツリスト２０が生成される。これらのおすすめコンテンツリスト２０などは、後述す
るように表示装置３に、画面の中央の領域とは異なる所定の領域に画面に比べて小さく表
示される。
【００５５】
　図８は、図４に示したおすすめコンテンツリスト２０を画面に表示させてからコンテン
ツのダウンロードを終了するまでまたはコンテンツの視聴を終了するまでのフローチャー
ト、図９は図８のフローチャートの所定のステップにおける表示画面の図、図１０はおす
すめコンテンツリストの詳細を示す図である。
【００５６】
　ユーザが例えば図９（Ａ）に示すような番組を視聴しているときに、リモートコントロ
ーラ１８の所定のボタンが押されると、リモートコントローラ１８からおすすめコンテン
ツリスト２０の表示指示が出される。受信機２は、リモートコントローラ１８からの信号
を受信し、上述したように図４に示したフローチャートに基づいておすすめコンテンツリ
スト２０を取得する（ＳＴ８０１）。
【００５７】
　なお、コンテンツの視聴中にユーザによりリモートコントローラの別のボタンが押され
ると、同様に、受信機２は、図９（Ｃ）に示すように、画面３ａにメニューリストを表示
する。このメニューリストは、例えば「コンテンツリスト」やおすすめコンテンツリスト
を表示するための「おすすめ番組」や各種設定を行うための画面を表示するための「設定
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」などの項目を含んでいる。このメニューリスト中の「おすすめ番組」が選択されたとき
にも、受信機２は、図４に示したフローチャートに基づいておすすめコンテンツリスト２
０を取得（ＳＴ８０１）する。
【００５８】
　受信機２は、図９（Ｂ）に示すように表示装置３の画面３ａの中央の領域とは異なる角
部の近くの領域に画面３ａの大きさに比べて小さくおすすめコンテンツリスト２０を表示
する（ＳＴ８０２）。これにより、図９（Ｂ）に示すように、おすすめコンテンツリスト
２０が例えば視聴画面を妨げないように表示される。なお、例えば視聴画面を妨げなけれ
ば、おすすめコンテンツリスト２０が表示される大きさおよび位置は限定されない。
【００５９】
　受信機２は、おすすめコンテンツリスト２０中のコンテンツが選択されたか否かを判断
する（ＳＴ８０３）。
【００６０】
　おすすめコンテンツリスト２０中のコンテンツが選択されないとき（ＳＴ８０３のＮＯ
）には、図１０に示すボタン２１が押されたか否かに基づいて、おすすめコンテンツリス
ト２０中の他のコンテンツを見るか否かを判断する（ＳＴ８０４）。
【００６１】
　ボタン２１が押されたとき（ＳＴ８０４のＹＥＳ）には、例えば図４に示すステップ４
０８で取得した嗜好度の高い上位１０件のうち既に表示した３件を除いた７件からランダ
ムに３件のコンテンツを取得し（ＳＴ８１４）、ステップ８０２に戻りこの３件のおすす
めコンテンツを画面３ａに表示する（ＳＴ８０２）。
【００６２】
　ボタン２１が押されないとき（ＳＴ８０４でＮＯ）には、例えば所定時間経過後おすす
めコンテンツリストを消去し処理を終了する。
【００６３】
　ステップ８０３でおすすめコンテンツリスト２０中のコンテンツが選択されたとき（Ｓ
Ｔ８０３でＹＥＳ）には、選択されたコンテンツがダウンロード用のコンテンツか否かを
判断する（ＳＴ８０５）。
【００６４】
　選択されたコンテンツがダウンロード用のコンテンツのとき（ＳＴ８０５でＹＥＳ）に
は、図９（Ｄ）に示すようにダウンロード開始を確認するための詳細画面を表示する（Ｓ
Ｔ８０６）。
【００６５】
　受信機２は、図９（Ｄ）の「ダウンロード」が選択されたか否かを判断する（ＳＴ８０
７）。
【００６６】
　図９（Ｄ）の「ダウンロード」のボタンが選択されたとき（ＳＴ８０７でＹＥＳ）には
、受信機２は、コンテンツサーバ５にコンテンツの取得要求をしてダウンロードを開始す
る（ＳＴ８０８）。ダウンロード中には図９（Ｅ）に示すようにダウンロード中であるこ
とを示す画面を表示し、ダウンロード終了後、ダウンロードが終了したことを示す画面を
表示するなどして処理を終了する。
【００６７】
　図９（Ｄ）の「キャンセル」のボタンが選択されたとき（ＳＴ８０７でＮＯ）には、ダ
ウンロードを開始せず詳細画面を消去し（ＳＴ８０９）処理を終了する。
【００６８】
　ステップ８０３で選択されたコンテンツがダウンロード用のコンテンツでないとき（Ｓ
Ｔ８０５でＮＯ）、例えば視聴可能なコンテンツであるときには、図９（Ｆ）に示すよう
に視聴開始を確認するための詳細画面を表示する（ＳＴ８１０）。
【００６９】
　受信機２は、図９（Ｆ）の「視聴する」のボタンが選択されたか否かを判断する（ＳＴ
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８１１）。
【００７０】
　図９（Ｆ）の「視聴する」のボタンがクリックされたとき（ＳＴ８１１でＹＥＳ）には
、受信機２は、コンテンツサーバ５にコンテンツの取得要求をして視聴を開始する（ＳＴ
８１２）。視聴中には図９（Ｇ）に示すように視聴画面を表示し、視聴番組の終了後、番
組が終了したことを示す画面を表示するなどして処理を終了する。
【００７１】
　図９（Ｆ）に示す詳細画面の「キャンセル」ボタンが選択されたとき（ＳＴ８１１のＮ
Ｏ）には、視聴を開始せず詳細画面を消去し（ＳＴ８１３）処理を終了する。
【００７２】
　このように本実施形態によれば、ユーザがコンテンツの視聴中に他のコンテンツを選択
するときに、契約情報に基づき、複雑な課金が必要になったりライセンスの取得などの手
続きが必要になったりするコンテンツを除いて、視聴可能またはダウンロード可能なコン
テンツを取得する（ＳＴ４０５）と共に、視聴履歴情報に基づきユーザの嗜好に合うコン
テンツを取得しおすすめコンテンツリスト２０を生成し（ＳＴ４０７－ＳＴ４０９）、表
示装置３の画面３ａに表示する（ＳＴ８０２）。したがって、ユーザは、おすすめコンテ
ンツリスト２０の中から確実かつ容易に嗜好に合い見ることが可能なコンテンツを選択す
ることができる。また、画面３ａの中央の領域とは異なる角部の領域に画面３ａに比べて
小さいおすすめコンテンツリスト２０を表示するので、視聴画面を見ながらおすすめコン
テンツリスト２０中のコンテンツを１アクションで容易に選択することができる。
【００７３】
　つまり、コンテンツのメタデータの多様化で情報量が多くなってきおり、これらの多く
の情報を画面３ａに表示すると画面が見難くなったり視聴中の画面を停止したりする必要
がある。しかし、本実施形態では、コンテンツの視聴中に他のコンテンツを選択するとき
には、受信機２の重要な機能であるおすすめコンテンツリスト２０のコンパクトな表示機
能を用いてタイトルの情報を効率よく画面３ａ上に表示し容易に選択できるようにするこ
とができる。
【００７４】
　図１０に示すように、おすすめコンテンツリスト２０は、「おすすめ番組」の項目の行
と同じ行に設けられたボタン２１を備えおり、図８に示すように、ボタン２１が押された
とき（ＳＴ８０４のＹＥＳ）には、例えば図４に示すステップ４０８で取得した嗜好度の
高い上位１０件のうち既に表示した３件を除いた７件からランダムに３件のコンテンツを
取得し（ＳＴ８１４）、ステップ８０２に戻りこの３件のおすすめコンテンツを画面３ａ
に表示する（ＳＴ８０２）。これにより、おすすめコンテンツリスト２０中に表示するコ
ンテンツの行数を例えば３行と少なくしつつ他のおすすめコンテンツを容易に表示するこ
とができる。したがって、視聴中の画面を停止することなく見たいコンテンツをより容易
に選択することができる。
【００７５】
　おすすめコンテンツリスト２０は、図１０に示すように、複数のコンテンツがリスト形
式で表示され、例えば「スポーツａ」を選択することで、図９（Ｄ）または図９（Ｆ）に
示すように、選択されたコンテンツの詳細情報が表示される。この結果、見たいコンテン
ツを視聴したり、記憶したいコンテンツをコンテンツ記憶部１３に記憶したりすることが
容易になる。
【００７６】
　図１１は第１の変形例の画面３ａに詳細画面を表示したときの図である。　
　本変形例以降では、上記実施形態と同様の構成には同じ符号を付しその説明を省略し異
なる箇所を説明する。
【００７７】
　本変形例では、図１１に示すように、図９（Ｂ）においてコンテンツが選択されて詳細
画面が表示される位置が図９（Ｄ）および図９（Ｆ）の場合と異なる。
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【００７８】
　図１１に示すように、おすすめコンテンツリスト２０中のコンテンツが選択されたとき
に、おすすめコンテンツリスト２０が表示された画面３ａ上の領域とは異なる画面３ａ上
の領域に、選択されたコンテンツの詳細情報を示す詳細画面３０が表示される。これによ
り、ユーザは選択したコンテンツの詳細情報と、おすすめコンテンツリスト２０とを同時
に画面３ａ上で見ることができるようになり、より操作性が向上する。
【００７９】
　なお、本発明は以上説明した実施の形態には限定されるものではなく、本発明の技術思
想の範囲内で種々の変形が可能である。
【００８０】
　受信機２は、例えば視聴中のコンテンツに関連するコンテンツに基づきおすすめコンテ
ンツリスト２０を生成するようにしてもよい。視聴中のコンテンツに関連するコンテンツ
とは、例えば、ユーザがスポーツ番組を視聴しているときには、他のスポーツ番組のこと
である。例えばスポーツ番組には、ジャンルを区別するための固有の番号が付されており
、この番号を比較することで、スポーツ番組かどうかを判断している。これにより、例え
ばスポーツ番組を視聴していると判断したときには、スポーツに関連するおすすめコンテ
ンツリストを得ることができる。より適切なコンテンツをおすすめすることができる。
【００８１】
　上記実施形態では、電子コンテンツガイド（ＥＣＧ）をコンテンツサーバ５からおすす
めコンテンツリスト・電子コンテンツガイド（ＥＧＣ）記憶部１６に記憶して用いる例を
示した。しかし、受信機２が必要なときにコンテンツサーバ５から電子コンテンツガイド
（ＥＣＧ）をダウンロードするようにしてもよい。
【００８２】
　上記実施形態では、図１に示すように、受信機２と、表示装置３とが別々に構成されて
いる例を示した。しかし、受信機２が表示部を備えるようにしてもよい。また、リモート
コントローラ１８から信号を受信機２が受信する例を示した。しかし、例えば他の入力装
置である例えばキーボードやマウスなどから信号を受信機２側に出力するようにしてもよ
い。
【００８３】
　上記実施形態では、コンテンツリスト（タイトルリスト）をコンテンツ記憶部１３に記
憶する例を示した。しかし、コンテンツリスト（タイトルリスト）を受信機２に外部接続
された記録装置に記憶するようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示処理スシテムのブロック図である。
【図２】視聴履歴情報の一例を示す図である。
【図３】契約により視聴可能なコンテンツの一例を示す図である。
【図４】おすすめコンテンツリストの取得動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】おすすめコンテンツリストの取得動作を説明するタイミングチャートである。
【図６】嗜好情報リストの一例を示す図である。
【図７】嗜好度に基づきソートされたコンテンツリストの一例を示す図である。
【図８】図４に示したおすすめコンテンツリストを画面に表示させてからコンテンツのダ
ウンロードを終了するまでまたはコンテンツの視聴を終了するまでのフローチャートであ
る。
【図９】図８のフローチャートの所定のステップにおける表示画面の図である。
【図１０】おすすめコンテンツリストの詳細を示す図である。
【図１１】第１の変形例の画面に詳細画面を表示したときの図である。
【符号の説明】
【００８５】
　１　表示処理システム
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　２　受信機
　３　表示装置
　４　インターネット
　５　コンテンツサーバ
　６　契約情報管理サーバ
　１０　インターフェース
　１２　ＣＰＵ
　１３　コンテンツ記憶部
　１４　契約情報記憶部
　１５　視聴履歴情報記憶部
　１６　おすすめコンテンツリスト・ＥＣＧ記憶部
　２０　おすすめコンテンツリスト
　２１　ボタン
　３０　詳細画面

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】
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