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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の機器に蓄積されている多数のコンテンツを管理するコンテンツ・マネジメント・
システムであって、
　ユーザ入力に応じて、５Ｗ１Ｈを手がかりとして所望のコンテンツへと導くビューイン
グ・スタイルとコンテンツの検索条件を指定するコマンド入力手段と、
　前記コマンド入力手段を介して指定されたビューイング・スタイルに応じて、５Ｗ１Ｈ
に従って各コンテンツを配置するための画面フォーマットを生成する画面フォーマット生
成手段と、
　前記コマンド入力手段を介して指定された検索条件に従って、コンテンツを蓄積する複
数の機器からなるコンテンツ提供空間を探索するコンテンツ探索手段と、
　前記コンテンツ探索手段により取り出された各コンテンツに関する情報を前記画面フォ
ーマットの上にそれぞれマッピングして表示出力するコンテンツ提示手段と、
を具備し、
　前記コマンド入力手段を介して、５Ｗ１ＨのうちＷｈｅｒｅを手がかりとして所望のコ
ンテンツへ導くビューイング・スタイルが指定されたことに応答して、
　前記コンテンツ探索手段は、地理的情報を属性に持つコンテンツを地理的情報に則って
分類し、
　前記画面フォーマット生成手段は、地図を準えたマップ・ビューを所定の緯度及び経度
毎に分割して得られる複数のセルで構成される画面フォーマットを生成し、
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　前記コンテンツ提示手段は、各コンテンツの代表フレームのアイコンを前記コンテンツ
探索手段により分類した結果に基づいて該当するセルにマッピングして提示し、ユーザに
よって選択されたセルを拡大し、該セルにマッピングされているアイコンが拡大して表示
するとともに、周辺のセルは縮小する、
ことを特徴とするコンテンツ・マネジメント・システム。
【請求項２】
　コンピュータを用いて構築されるコンテンツ・マネジメント・システム上で、複数の機
器に蓄積されている多数のコンテンツを管理するコンテンツ・マネジメント方法であって
、
　コンピュータが備えるコマンド入力手段が、ユーザ入力に応じて５Ｗ１Ｈを手がかりと
して所望のコンテンツへと導くビューイング・スタイルとコンテンツの検索条件を指定す
るコマンド入力ステップと、
　コンピュータが備える画面フォーマット生成手段が、前記コマンド入力ステップで指定
されたビューイング・スタイルに応じて、５Ｗ１Ｈに従って各コンテンツを配置するため
の画面フォーマットを生成する画面フォーマット生成ステップと、
　コンピュータが備えるコンテンツ探索手段が、前記コマンド入力ステップで指定された
検索条件に従って、コンテンツを蓄積する複数の機器からなるコンテンツ提供空間を探索
するコンテンツ探索ステップと、
　コンピュータが備えるコンテンツ提示手段が、前記コンテンツ探索ステップで取り出さ
れた各コンテンツに関する情報を前記画面フォーマットの上にそれぞれマッピングして表
示出力するコンテンツ提示ステップと、
を有し、
　前記コマンド入力ステップで、５Ｗ１ＨのうちＷｈｅｒｅを手がかりとして所望のコン
テンツへ導くビューイング・スタイルが指定されたことに応答して、
　前記コンテンツ探索ステップでは、地理的情報を属性に持つコンテンツを地理的情報に
則って分類し、
　前記画面フォーマット生成ステップでは、地図を準えたマップ・ビューを所定の緯度及
び経度毎に分割して得られる複数のセルで構成される画面フォーマットを生成し、
　前記コンテンツ提示ステップでは、各コンテンツの代表フレームのアイコンを前記コン
テンツ探索手段により分類した結果に基づいて該当するセルにマッピングして提示し、ユ
ーザによって選択されたセルを拡大し、該セルにマッピングされているアイコンが拡大し
て表示するとともに、周辺のセルは縮小する、
ことを特徴とするコンテンツ・マネジメント方法。
【請求項３】
　複数の機器に蓄積されている多数のコンテンツを管理するための処理をコンピュータ上
で実行するようにコンピュータ可読形式で記述されたコンピュータ・プログラムであって
、前記コンピュータを、
　ユーザ入力に応じて、５Ｗ１Ｈを手がかりとして所望のコンテンツへと導くビューイン
グ・スタイルとコンテンツの検索条件を指定するコマンド入力手段、
　前記コマンド入力手段を介して指定されたビューイング・スタイルに応じて、５Ｗ１Ｈ
に従って各コンテンツを配置するための画面フォーマットを生成する画面フォーマット生
成手段、
　前記コマンド入力手段を介して指定された検索条件に従って、コンテンツを蓄積する複
数の機器からなるコンテンツ提供空間を探索するコンテンツ探索手段、
　前記コンテンツ探索手段により取り出された各コンテンツに関する情報を前記画面フォ
ーマットの上にそれぞれマッピングして表示出力するコンテンツ提示手段、
として機能させ、
　前記コマンド入力手段を介して、５Ｗ１ＨのうちＷｈｅｒｅを手がかりとして所望のコ
ンテンツへ導くビューイング・スタイルが指定されたことに応答して、
　前記コンテンツ探索手段は、地理的情報を属性に持つコンテンツを地理的情報に則って
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分類し、
　前記画面フォーマット生成手段は、地図を準えたマップ・ビューを所定の緯度及び経度
毎に分割して得られる複数のセルで構成される画面フォーマットを生成し、
　前記コンテンツ提示手段は、各コンテンツの代表フレームのアイコンを前記コンテンツ
探索手段により分類した結果に基づいて該当するセルにマッピングして提示し、ユーザに
よって選択されたセルを拡大し、該セルにマッピングされているアイコンが拡大して表示
するとともに、周辺のセルは縮小する、
ことを特徴とするコンピュータ・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル化されたさまざまなメディアのコンテンツを好適に管理するコンテ
ンツ・マネジメント・システム及びコンテンツ・マネジメント方法、並びにコンピュータ
・プログラムに係り、特に、散在する膨大なコンテンツを好適に管理するコンテンツ・マ
ネジメント・システム及びコンテンツ・マネジメント方法、並びにコンピュータ・プログ
ラムに関する。
【０００２】
　さらに詳しくは、本発明は、さまざまな機器上に散在して蓄積されるコンテンツからユ
ーザが所望のものを探し出し易くするように好適に管理するコンテンツ・マネジメント・
システム及びコンテンツ・マネジメント方法、並びにコンピュータ・プログラムに係り、
さまざまなメディア種別のコンテンツがコンピューティング環境下で、所望のコンテンツ
へ辿り付くための手がかり若しくは道標をユーザに提供するコンテンツ・マネジメント・
システム及びコンテンツ・マネジメント方法、並びにコンピュータ・プログラムに関する
。
【背景技術】
【０００３】
　昨今の情報技術（ＩＴ）分野における急速な進歩とともに、さまざまな形態のコンピュ
ータ・システムが開発・製造され、大学やその他の研究機関、企業内のオフィス、さらに
は一般家庭内に広く普及している。コンピュータ上では、テキスト形式の文書ファイル以
外に、音声、画像、自然言語などさまざまなメディアをデジタル化して、数学的に取り扱
うことにより、情報の編集・加工、蓄積、管理、伝達、共有など高度な処理を行なうこと
が可能となっている。このようにコンピュータ・システム上では、さまざまなメディア種
別のコンテンツを取り扱うことができる。
【０００４】
　また、最近では、家庭内ＬＡＮなどのプライベートなネットワークからインターネット
などの広域ネットワークに至る情報通信網が張り巡らされている。例えば家庭内ＬＡＮに
は、ＰＣやＰＤＡを始め、カムコーダ、デジタルカメラ、ＴＶ受像機、ＤＶＤプレーヤ、
ＨＤレコーダなど、あらゆる機器が接続され、互いに生成又は取得したコンテンツを蓄積
、共有し、再生などコンテンツの利用を行なうことかできる。また、ユーザは、遠隔にあ
るコンテンツ・サーバから所望のコンテンツを取得することができる。要言すれば、あら
ゆる機器が接続されたネットワークでは、さまざまなメディア種別の厖大なコンテンツが
利用可能になる。
【０００５】
　厖大量の、さまざまなメディア・コンテンツを取り扱うことができるコンピューティン
グ環境は、一見して便利なようにも思える。ところが、厖大なコンテンツをどのように管
理すればよいかが問題となる。極端に言えば、天文学的な数量のコンテンツが地球規模で
散在しているため、ユーザは、所望のメディアまで辿り付くことが困難であり、自分が所
望するコンテンツが何であるかを見失いがちである。
【０００６】
　現在、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｆａｃｅ）が提供されているデ
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スクトップ画面ではさまざまな資源オブジェクトがアイコンで表示され、直感的に入力操
作で取り扱うことができ、便利となっているが、所望のコンテンツへ辿り付くための手が
かりや道標を提供するものはない。この結果、ユーザは、利用可能なコンテンツを有効に
活用することができず、コンテンツの死蔵に至ってしまう。
【０００７】
　例えば、検索者がシステムに対して示す情報が蓄積情報のどの部分に該当するかを的確
にフィードバックする、検索のナビゲーションを提供する情報検索システムについて提案
がなされている（例えば、特許文献１を参照のこと）。この情報検索システムは、蓄積情
報を個別の固定した視点で分類し、視点毎にその各構成要素を表示するビューが用意され
る。このビューは、検索の過程において、検索結果の該当件数、及びユーザのビュー選択
処理に応答して、互いに連動しながら動的に変化する。また、検索者が絞り込んだ情報の
集合に対し、前回のビューを適用して検索された情報のフィードバックが行なわれ、新た
な絞込条件が与えられ。このフィードバックは、最初に予定していなかった絞込条件を見
つける手がかりになるので、当該技術分野に十分な専門知識を持たない検索者が、大まか
な検討で与えたキーワードに従い、所望の主題を見出す助けになる。
【０００８】
　しかしながら、この情報検索システムでは、どのようなメディア種別のコンテンツが利
用可能であるかなど、検索に関する指針を持たないユーザに対して、巨大なコンテンツ蓄
積空間の中から自分が利用したいコンテンツを見つけ出すための手がかりや道標を提供す
ることはできない。
【０００９】
　また、音声情報や画像情報などの入力情報を音声認識や画像認識して自動的にキーワー
ドを抽出して、所望の適切なコンテンツを効率的に検索するコンテンツ検索装置について
提案がなされている（例えば、特許文献２を参照のこと）。このコンテンツ検索装置は、
例えば、入力音声情報を音声認識してキーワードを取得し、キーワードとキーワード・コ
ンテンツ対応テーブル部にコンテンツに対応して記憶管理されているキーワードと比較し
て、音声認識結果のキーワードに対応するコンテンツを検索結果として出力する。
【００１０】
　しかしながら、このコンテンツ検索装置は、キーワード検索が基本的であることから、
検索に関する指針を持たない（すなわちキーワードすら指定する術を持たない）ユーザが
、巨大なコンテンツ蓄積空間の中から、自分が利用したいコンテンツを見つけ出すための
手がかりや道標を提供するものではない。また、検索対象となるコンテンツのキーワード
がキーワード・コンテンツ対応テーブルに登録されていることを前提とする。巨大なコン
テンツ蓄積空間に散在するすべてのコンテンツに対しキーワード登録処理を行なうことは
不可能であり、適用範囲が限定される。
【００１１】
【特許文献１】特開平８－４４７５９号公報
【特許文献２】特開２００１－２２９１８０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明の目的は、散在する膨大量のコンテンツを好適に管理することができる、優れた
コンテンツ・マネジメント・システム及びコンテンツ・マネジメント方法、並びにコンピ
ュータ・プログラムを提供することにある。
【００１３】
　本発明のさらなる目的は、さまざまなメディア種別のコンテンツがコンピューティング
環境下で、所望のコンテンツへ辿り付くための手がかり若しくは視覚的な道標をユーザに
提供することができる、優れたコンテンツ・マネジメント・システム及びコンテンツ・マ
ネジメント方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１４】
　本発明は、上記課題を参酌してなされたものであり、その第１の側面は、複数の機器に
蓄積されている多数のコンテンツを管理するコンテンツ・マネジメント・システムであっ
て、
　ユーザが所望のコンテンツへと導くビューイング・スタイルとコンテンツの検索条件を
指定するコマンド入力手段と、
　指定されたビューイング・スタイルに応じた画面フォーマットを生成する画面フォーマ
ット生成手段と、
　指定された検索条件に従って、コンテンツを蓄積する複数の機器からなるコンテンツ提
供空間を探索するコンテンツ探索手段と、
　前記コンテンツ探索手段により取り出された各コンテンツに関する情報を前記画面フォ
ーマットの上にそれぞれマッピングして表示出力するコンテンツ提示手段と、
を具備することを特徴とするコンテンツ・マネジメント・システムである。
【００１５】
　但し、ここで言う「システム」とは、複数の装置（又は特定の機能を実現する機能モジ
ュール）が論理的に集合した物のことを言い、各装置や機能モジュールが単一の筐体内に
あるか否かは特に問わない。
【００１６】
　家庭内ＬＡＮなどのプライベートなネットワークからインターネットなどの広域ネット
ワークに至る情報通信網が張り巡らされ、さまざまなメディア種別の厖大なコンテンツが
利用可能になる。このような場合、どのようなメディア種別のコンテンツが利用可能であ
るかなど、検索に関する指針を持たないユーザに対して、巨大なコンテンツ蓄積空間の中
から自分が利用したいコンテンツを見つけ出すための手がかりや道標を提供する必要があ
る。
【００１７】
　本発明者らは、コンテンツ毎に最適なビューイング・スタイルがある筈であると思料す
る。そこで、本発明では、従来のディレクトリ構造のように、コンテンツの所在に束縛さ
れた提示を行なうのではなく、コンテンツがそれぞれ持つ属性に応じて、見易くなるビュ
ーイング・スタイルをとることができるコンテンツ・マネジメント・システムを提案する
。
【００１８】
　例えば、前記コマンド入力手段を介して、５Ｗ１Ｈを手がかりとして所望のコンテンツ
へ導くビューイング・スタイルが指定されたことに応答して、前記画面フォーマット生成
手段は、５Ｗ１Ｈに従って各コンテンツを配置するための画面フォーマットを生成する。
そして、ユーザからコンテンツの閲覧要求がなされると、ユーザの思考やメディア種別、
あるいはユーザが入力したその他の検索条件に従って、利用可能なコンテンツ提供空間を
検索し、見つけ出された各コンテンツの代表フレームをユーザが指定した属性に対応する
フォーマット上にマッピングして、ユーザが所望のコンテンツを発見し易くする。人が文
脈解析などを行なうときには５Ｗ１Ｈを手がかりとすることから、５Ｗ１Ｈに基づく画面
フォーマット上にコンテンツをマッピングすると、ユーザが所望のコンテンツを発見し易
くすることがさらに期待される。
【００１９】
　例えば、カレンダ・ビューは、１月の日々を七曜によって配列した表形式でコンテンツ
を分類・整理して提示するビューイング・スタイルであり、各カラムには該当する日付に
関連するコンテンツのアイコンが配置される。関連する日付とは、例えば、コンテンツが
制作、編集、更新、あるいは複製された日付である。また、コンテンツのアイコンには、
例えば動画像コンテンツから抽出された代表フレームや、ＤＶＤタイトルのジャケットを
利用することができる。カレンダ・ビューによれば、ユーザは、５Ｗ１Ｈのうち特に“Ｗ
ｈｅｎ”という属性を手がかりに、所望のコンテンツに辿りつき易くなる。
【００２０】
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　また、コンテンツをマッピングする画面フォーマットの他の例は、マップ・ビューであ
る。マップ・ビューとは、世界地図や日本地図など地理的情報に則ってコンテンツを分類
・整理して提示するビューイング・スタイルであり、各コンテンツは地図上の関連する地
点又はその近傍にマッピングされる。関連する地点とは、コンテンツが制作・編集・更新
・複製された地点、若しくはコンテンツの内容を表象する（纏わる）地点である。また、
コンテンツのアイコンには、例えば動画像コンテンツから抽出された代表フレームや、Ｄ
ＶＤタイトルのジャケットを利用することができる。マップ・ビューによれば、ユーザは
、５Ｗ１Ｈのうち特に“Ｗｈｅｒｅ”という属性を手がかりに、所望のコンテンツに辿り
つき易くなる。
【００２１】
　カレンダ・ビューやマップ・ビューでは、５Ｗ１ＨのうちＷｈｅｎやＷｈｅｒｅなどを
コンテンツの属性として扱い、日時や場所などの情報を視覚的に利用したコンテンツ・ビ
ューを提示した、ユーザが所望のコンテンツを探し出すための効果的な手がかりや道標を
与えるが、画面上のデッド・スペースが広くなるという問題がある。そこで、画面上にコ
ンテンツのアイコンを格子状に整然と配置するというマトリックス・ビューもビューイン
グ・スタイルの１つとして用意されている。このマトリックス・ビューによれば、画面上
により多くのアイコンを提示することができるとともに、画面上のデッド・スペースが狭
くなる。マトリックス・ビューは、例えば厖大な枚数の静止画を管理する場合に、サムネ
イルの表示だけで容易に探索することができるコンテンツの提示に向いている。
【００２２】
　また、映画のように、５Ｗ１Ｈよりも、コンテンツのタイトルなどの属性情報の方がユ
ーザにとってコンテンツを探す手がかりになる場合がある。リスト・ビューは、代表フレ
ームだけでなく、コンテンツのタイトルを併せて紹介する一覧表形式のビュー・スタイル
を持つ。
【００２３】
　ビュー・スタイル選択メニュー上でリストを選択し、さらにメディア種別で動画を選択
すると、コンテンツ提供空間上で抽出された動画コンテンツについてのリスト・ビューが
提示される。例えば、動画コンテンツ毎にバナーが設けられ、各バナーには、動画コンテ
ンツの代表フレーム、タイトル、日付などが表示される。また、新着映画の場合には、“
Ｎｅｗ”というマークを付し、ユーザの注意を喚起する。
【００２４】
　カレンダ・ビューやマップ・ビューでは、コンテンツを探索するユーザに対し、５Ｗ１
Ｈなど基に、所望のコンテンツを探し出すための効果的な手がかり又は道標を与えること
ができる。一方、既に幾つかのコンテンツ探索作業を終えたユーザにとっては、これまで
のコンテンツ探索で利用した検索条件が、以後のコンテンツ探索時においても有効な手が
かり又は道標となってくる。
【００２５】
　そこで、ユーザが指定した検索条件をシェルフ（ｓｈｅｌｆ：棚）毎に割り当てるとい
うビュー・スタイルであるシェルフ・ビューをさらに用意してもよい。すなわち、それぞ
れのシェルフには、コンテンツ提供空間から検索条件を基に抽出されたコンテンツ群が収
納され、棚から引き出すというメタファを利用している。各シェルフは、登録された検索
条件に基づいて抽出された（すなわちシェルフ内に仮想的に収納されている）コンテンツ
への参照情報を持つ。また、シェルフを開ける度に検索条件に従ったコンテンツ提供空間
の探索を行ない、コンテンツへの参照情報が更新される。
【００２６】
　また、本発明の第２の側面は、複数の機器に蓄積されている多数のコンテンツを管理す
るための処理をコンピュータ・システム上で実行するようにコンピュータ可読形式で記述
されたコンピュータ・プログラムであって、
　ユーザが所望のコンテンツへと導くビューイング・スタイルとコンテンツの検索条件を
指定するコマンド入力ステップと、
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　指定されたビューイング・スタイルに応じた画面フォーマットを生成する画面フォーマ
ット生成ステップと、
　指定された検索条件に従って、コンテンツを蓄積する複数の機器からなるコンテンツ提
供空間を探索するコンテンツ探索ステップと、
　前記コンテンツ探索ステップにおいて取り出された各コンテンツに関する情報を前記画
面フォーマットの上にそれぞれマッピングして表示出力するコンテンツ提示ステップと、
を具備することを特徴とするコンピュータ・プログラムである。
【００２７】
　本発明の第２の側面に係るコンピュータ・プログラムは、コンピュータ・システム上で
所定の処理を実現するようにコンピュータ可読形式で記述されたコンピュータ・プログラ
ムを定義したものである。換言すれば、本発明の第２の側面に係るコンピュータ・プログ
ラムをコンピュータ・システムにインストールすることによって、コンピュータ・システ
ム上では協働的作用が発揮され、本発明の第１の側面に係るコンテンツ・マネジメント・
システムと同様の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、散在する膨大量のコンテンツを好適に管理することができる、優れた
コンテンツ・マネジメント・システム及びコンテンツ・マネジメント方法、並びにコンピ
ュータ・プログラムを提供することができる。
【００２９】
　また、本発明によれば、さまざまなメディア種別のコンテンツがコンピューティング環
境下で、所望のコンテンツへ辿り付くための手がかり若しくは視覚的な道標をユーザに提
供することができる、優れたコンテンツ・マネジメント・システム及びコンテンツ・マネ
ジメント方法、並びにコンピュータ・プログラムを提供することができる。
【００３０】
　本発明のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する本発明の実施形態や添付する図面に
基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳解する。
【００３２】
Ａ．概要
　情報技術の発展とも相俟って、家庭内ＬＡＮなどのプライベートなネットワークからイ
ンターネットなどの広域ネットワークに至る情報通信網が張り巡らされている。例えば、
家庭内ＬＡＮには、ＰＣやＰＤＡを始め、カムコーダ、デジタルカメラ、ＴＶ受像機、Ｄ
ＶＤプレーヤ、ＨＤレコーダなど、あらゆる機器が接続され、互いに生成又は取得したコ
ンテンツを蓄積、共有し、再生などコンテンツの利用を行なうことかできる。また、ユー
ザは、遠隔にあるコンテンツ・サーバから所望のコンテンツを取得することができる。
【００３３】
　あらゆる機器が接続されたネットワークでは、さまざまなメディア種別の厖大なコンテ
ンツが利用可能になるが、コンテンツの有効利用を図るためには、厖大なコンテンツをど
のように管理すればよいかが問題となる。本発明に係るコンテンツ・マネジメント・シス
テムは、所望のコンテンツへ辿り付くための手がかり若しくは視覚的な道標をユーザに提
供し、コンテンツの有効利用を支援するものである。
【００３４】
　従来、コンテンツの管理はディレクトリを用いた階層構造を利用して行なわれるのが一
般的であった。コンテンツ管理手法若しくは管理ポリシーが反映されたディレクトリ構造
が理路整然と構築されている場合、いわゆる「エクスプローラ」などの閲覧画面上では、
１つのディレクトリ以下には属性を共有するコンテンツが配置されていることで、ユーザ
は所望のコンテンツを見つけ出すことが容易となる。ところが、ディレクトリ構造は、デ
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ィスク・ドライブという物理的な記憶空間毎にディレクトリという論理的な記憶空間が形
成されるため、その表示は物理的な配置に依存してしまう。利用可能なコンテンツがすべ
て単一のローカル・ディスクに蓄積されているような閉じたシステムはともかく、リモー
ト・ディスクがローカル・ディスクと透過的に接続されたシステムにおいて、家庭内ＬＡ
Ｎやインターネット上で利用可能なすべてのコンテンツをビューの対象とするときには、
関連する複数のコンテンツがディスク毎に分かれて（すなわちディレクトリにまたがって
）表示されるため、所望のコンテンツの探索が面倒になる。すなわち、複数の物理記憶空
間に散在する沢山のコンテンツを同時にビューの対象とすることはできない．
【００３５】
　本発明者らは、コンテンツ毎に最適なビューイング・スタイルがある筈であると思料す
る。本発明では、家庭内ＬＡＮやインターネットなどの広域ネットワーク上で利用可能な
すべてのコンテンツをビューの対象とするが、従来のディレクトリ構造のように、コンテ
ンツの所在に束縛された提示を行なうのではなく、コンテンツがそれぞれ持つ属性に応じ
て、見易くなるビューイング・スタイルをとる。すなわち、本発明では、複数の物理記憶
空間に散在する沢山のコンテンツを同時にビューの対象とする。
【００３６】
　具体的には、メディアの種別や５Ｗ１Ｈなど、それぞれの属性に応じてコンテンツを見
易く配置することができる画面フォーマットを用意しておく。そして、ユーザからコンテ
ンツの閲覧要求がなされると、ユーザの思考やメディア種別、あるいはユーザが入力した
その他の検索条件に従って、利用可能なコンテンツ提供空間を検索し、見つけ出された各
コンテンツの代表フレームをユーザが指定した属性に対応するフォーマット上にマッピン
グして、ユーザが所望のコンテンツを発見し易くする。
【００３７】
　コンテンツの属性は、一般には、コンテンツのタイトル、ファイル・タイプ（フォーマ
ット）若しくはメディアの種別、日付、コンテンツの概略（ａｂｓｔｒａｃｔ）などであ
るが、本実施形態ではさらにコンテンツに関連する５Ｗ１Ｈを属性として扱うようにして
いる。人が文脈解析などを行なうときには５Ｗ１Ｈを手がかりとすることから、５Ｗ１Ｈ
に基づく画面フォーマット上にコンテンツをマッピングすると、ユーザが所望のコンテン
ツを発見し易くすることがさらに期待される。
【００３８】
　ここで、コンテンツをマッピングする画面フォーマットの一例は、カレンダ・ビューで
ある。カレンダ・ビューとは、１月の日々を七曜によって配列した表形式でコンテンツを
分類・整理して提示するビューイング・スタイルであり、各カラムには該当する日付に関
連するコンテンツのアイコンが配置される。関連する日付とは、例えば、コンテンツが制
作・編集・更新・複製された日付である。また、コンテンツのアイコンには、例えば動画
像コンテンツから抽出された代表フレームや、ＤＶＤタイトルのジャケットを利用するこ
とができる。カレンダ・ビューによれば、ユーザは、５Ｗ１Ｈのうち特に“Ｗｈｅｎ”と
いう属性を手がかりに、所望のコンテンツに辿りつき易くなる。
【００３９】
　また、コンテンツをマッピングする画面フォーマットの他の例は、マップ・ビューであ
る。マップ・ビューとは、世界地図や日本地図など地理的情報に則ってコンテンツを分類
・整理して提示するビューイング・スタイルであり、各コンテンツは地図上の関連する地
点又はその近傍にマッピングされる。関連する地点とは、コンテンツが制作、編集、更新
、あるいは複製された地点、若しくはコンテンツの内容を表象する（纏わる）地点である
。また、コンテンツのアイコンには、例えば動画像コンテンツから抽出された代表フレー
ムや、ＤＶＤタイトルのジャケットを利用することができる。マップ・ビューによれば、
ユーザは、５Ｗ１Ｈのうち特に“Ｗｈｅｒｅ”という属性を手がかりに、所望のコンテン
ツに辿りつき易くなる。
【００４０】
　カレンダ・ビューやマップ・ビューなどの画面構成やその動作の詳細については後述に
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譲る。
【００４１】
Ｂ．システム構成
　図１には、コンテンツの利用が行なわれるネットワーク構成を模式的に示している。ホ
ーム・ネットワーク上には、ホーム・サーバと、１以上のクライアント端末が存在する。
ホーム・ネットワークは、ホーム・ルータ経由でインターネットなどの外部ネットワーク
に接続されている。
【００４２】
　ホーム・ネットワーク上のクライアントは、ＰＣやＰＤＡ、カムコーダ、デジタルカメ
ラ、ＴＶ受像機、ＤＶＤプレーヤ、ＨＤレコーダなどであり、コンテンツの生成や作成、
再生、閲覧、管理などを行なう。
【００４３】
　ホーム・サーバは、ホーム・ルータ経由で外部ネットワーク上のコンテンツ・サーバか
ら正当にコンテンツを取得し、蓄積し、家庭内でコンテンツを配信する。勿論、ホーム・
サーバは、パッケージ・メディアや放送受信など、ネットワーク以外の手段により、コン
テンツを取得することができる。
【００４４】
　各クライアント端末は、ホーム・サーバに所望のコンテンツを要求し、これを取得して
利用する。また、ＰＣ、カムコーダ、デジタルカメラ、ＴＶ受像機などのクライアント間
では、自ら生成・作成、受信したコンテンツをホーム・サーバ経由あるいは他のクライア
ントと直接交換する。
【００４５】
　クライアント端末は、ホーム・ネットワーク上で提供されるコンテンツ、あるいはルー
タ経由で接続される外部ネットワーク上のコンテンツ・サーバで提供されるコンテンツを
利用可能である。本実施形態に係るコンテンツ・マネジメントによれば、コンテンツ・エ
ンティティの現実の所在に拘らず、５Ｗ１Ｈなどコンテンツの属性に基づいてコンテンツ
のビュー画面が提示されるので、当てがなくコンテンツ探索を行なうユーザであっても、
広大なコンテンツ提供空間から興味を引くコンテンツを見つけ出し易くなる。
【００４６】
　図２には、コンテンツ・マネジメントを実現するシステムのハードウェア構成を模式的
に示している。このコンテンツ・マネジメント・システムは、実際には、ＰＣ若しくはＰ
ＤＡなど、ユーザがコンテンツのビューを行なう計算機システム上で所定のコンテンツ・
マネジメント・アプリケーションを起動するという形態で具現化される。
【００４７】
　図示のシステムは、プロセッサ１０を中心に構成されている。プロセッサ１０は、オペ
レーティング・システム（ＯＳ）が提供するプログラム実行環境下で、メモリに記憶され
たプログラムに基づいて各種の処理を実行する。また、プロセッサ１０は、外部バス・イ
ンターフェース１４及びバス３０を介して接続されている各種の周辺機器を制御している
。バス３０に接続された周辺機器は次のようなものである。
【００４８】
　メモリ２０は、例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ ＲＡＭ）などの半導体メモリで構成
され、プロセッサ１０において実行されるプログラム・コードをロードしたり、実行プロ
グラムの作業データを一時格納したりするために使用される。メモリ２０は、プロセッサ
１０のメモリ空間を構成する。本実施形態では、プロセッサ１０は、所定のコンテンツ・
マネジメント・アプリケーションをメモリ２０にロードしてこれを実行する。また、コン
テンツ・マネジメントに関する作業データをメモリ２０上に保管する。
【００４９】
　ディスプレイ・コントローラ２１は、プロセッサ１０から送られてくる描画命令に従っ
て表示画像を生成し、表示装置２２に送る。ディスプレイ・コントローラに接続された表
示装置２２は、ディスプレイ・コントローラ２１から送られた表示画像情報に従い、その
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画像を画面に表示出力する。
【００５０】
　入出力インターフェース２３は、キーボード２４やマウス２５が接続されており、キー
ボード２４やマウス２５などのユーザ入力装置からの入力信号をプロセッサ１０へ転送す
る。また、当該システムがタブレット式コンピュータやタッチパネルつきＰＤＡなどの場
合には、ユーザ入力装置として、キーボード２４やマウス２５に代えて、表示装置２２の
表示画面に重畳されたタッチセンサ（図示しない）であってもよい。
【００５１】
　入出力インターフェース２３は、例えばＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　
Ｂｕｓ）などの汎用インターフェースを備えており、さまざまな情報機器を図示の計算機
システムに接続することができる。
【００５２】
　ハード・ディスク装置（ＨＤＤ：Ｈａｒｄ Ｄｉｓｋ Ｄｒｉｖｅ）コントローラ２７に
は、ＨＤＤなどの大容量外部記憶装置２８が接続されており、ＨＤＤ コントローラ２７
が接続されたＨＤＤ２８へのデータの入出力を制御する。ＨＤＤ２８には、プロセッサが
実行すべきオペレーティング・システム（ＯＳ）のプログラム、アプリケーション・プロ
グラム、ドライバ・プログラム、さらにはプログラムによって参照又は再生などの処理が
行なわれるデータやコンテンツなどが格納されている。各プログラムは、ＨＤＤ２８上に
実行可能形式でインストールされる。ＨＤＤ２８は、ローカル・ディスクに相当し、そこ
に蓄積されたコンテンツは当該コンテンツ・マネジメント・システムの管理下に置かれる
。
【００５３】
　ネットワーク・インターフェース２６は、ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）やインターネットなどの外部ネットワークに接続されており、インターネットを介
したデータ通信を制御する。すなわち、プロセッサ１０から送られたデータをインターネ
ット上の他の装置へ転送するとともに、インターネットを介して送られてきたデータを受
け取りプロセッサ１０に渡す。例えば、プログラムやデータなどをネットワーク経由で外
部から受信することができる。本実施形態では、外部ネットワーク上には、コンテンツを
有償又は無償で提供するコンテンツ・サーバが散在している。これらコンテンツ・サーバ
は、リモート・ディスクとして作用し、そこに蓄積されたコンテンツは当該コンテンツ・
マネジメント・システムの管理下に置かれる。
【００５４】
　なお、パーソナル・コンピュータなどの情報処理装置を構成するためには、図２に示し
た以外にも多くの電気回路などが必要である。但し、これらは当業者には周知であり、ま
た、本発明の要旨を構成するものではないので、本明細書中では省略している。また、図
面の錯綜を回避するため、図中の各ハードウェア・ブロック間の接続も一部しか図示して
いない点を了承されたい。
【００５５】
　図３には、本実施形態に係るコンテンツ・マネジメント・システムの機能的構成を示し
ている。
【００５６】
　画面制御部１０１は、表示装置２２の画面上の表示内容を制御する機能モジュールであ
り、例えば、オペレーティング・システムのウィンドウ・マネージャに相当する。本実施
形態では、ツール・バー（後述）などのユーザからの指示を入力するコマンド入力部１０
１ａと、ユーザが所望のコンテンツを見つけ出すための手がかり又は道標となるビュー・
スタイルのコンテンツ閲覧画面を表示するコンテンツ・ビュー表示部１０１ｂで構成され
る。
【００５７】
　検索条件生成部１０２は、コマンド入力部１０１ａを介して入力された、コンテンツの
メディア種別やその他のコンテンツ属性に基づいて、巨大なコンテンツ提供空間からコン
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テンツを抽出（フィルタリング）するための検索条件を生成する。
【００５８】
　コンテンツ・アクセス制御部１０３は、ローカル・ディスクやリモート・ディスクなど
で構成される広大なコンテンツ提供空間１０４に対するアクセス動作を制御する機能モジ
ュールであり、例えばオペレーティング・システムのファイル・マネージャに相当する。
コンテンツ・アクセス制御部１０３は、パス名及びファイル名を指定したコンテンツ要求
に応答して該当するディスクからコンテンツを読み出す他、検索条件生成部１０２によっ
て生成された検索条件に従って、コンテンツ提供空間１０４上の探索を行なう。
【００５９】
　画面フォーマット生成部１０５は、コマンド入力部１０１ａを介してユーザから指定さ
れた、カレンダ・ビューやマップ・ビューなど（前述）のビュー・スタイルからなる画面
フォーマットを生成する。
【００６０】
　コンテンツ情報取得部１０６は、検索条件生成部１０２によって生成された検索条件に
従ってコンテンツ提供空間１０４を探索した結果として抽出された、さまざまなコンテン
ツに関する情報を取得する。
【００６１】
　コンテンツ・マッピング部１０７は、コンテンツ提供空間１０４を探索して抽出された
各コンテンツの情報を、画面フォーマット生成部１０５によって生成された画面フォーマ
ットのそれぞれの該当部位にマッピングする。そして、コンテンツ情報がマッピングされ
たビュー・スタイル画面は、ユーザが所望のコンテンツを見つけ出すための手がかり又は
道標として、コンテンツ・ビュー表示部１０１ｂによって画面表示される。
【００６２】
　ユーザは、コンテンツ・ビュー表示を介して、コンテンツを物色し、自分の所望するコ
ンテンツを特定することができる。コンテンツ取得部１０８は、指定されたコンテンツを
、コンテンツ・アクセス制御部１０３を介してコンテンツ提供空間１０４から読み出し、
コンテンツ利用部１０９へ渡す。コンテンツ利用部１０９は、動画や音声などのメディア
・コンテンツの再生や、コンテンツの複製など、コンテンツ取得部１０８で取得したコン
テンツの利用を行なう。
【００６３】
Ｃ．コンテンツ・ビュー
　本発明に係るコンテンツ・マネジメント・システムは、所望のコンテンツへ辿り付くた
めの手がかり若しくは道標となるようなコンテンツ・ビュー画面を提示して、ユーザによ
るコンテンツの有効利用を支援するものである。
【００６４】
　図４には、本実施形態に係るコンテンツ・ビュー画面の基本構成を模式的に示している
。同図に示すように、コンテンツ・ビュー画面は、ツール・バー領域と、ビュー領域で構
成される。
【００６５】
　ツール・バー領域は、上述したコマンド入力部１０１ａに相当し、ビュー領域における
ビュー・スタイルの指定、検索条件としてメディア種別などのコンテンツ属性の指定など
を行なう。
【００６６】
　また、ビュー領域は、上述したコンテンツ・ビュー表示部１０１ｂに相当し、コンテン
ツ提供空間１０４を探索して抽出された各コンテンツの情報は、画面フォーマット生成部
１０５によって生成された画面フォーマットのそれぞれの該当部位にマッピングされる。
そして、コンテンツ情報がマッピングされた画面は、コンテンツ毎に最適なビューイング
・スタイルユーザが所望のコンテンツを見つけ出すための有効な手がかり又は道標となり
得る。ユーザは、ビュー領域にマッピングされたコンテンツを、ビューが提示された画面
を介して直接操作することができる。
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【００６７】
　図４に示す例では、画面の左端縁に沿ってツール・バーが配設されている。例えばコン
テンツ・マネジメント・システムがタッチパネル式のタブレット・コンピュータで構成さ
れる場合には、ユーザは、コンピュータ本体を把持する左手の指を用いてツール・バー上
の各ボタンを操作しながら、ビュー領域上の各コンテンツを右手の指先で指示するという
操作様式が可能である。
【００６８】
Ｃ－１．ツール・バー
　ツール・バー上では、ビュー領域におけるビュー・スタイルの指定、検索条件としてメ
ディア種別などのコンテンツ属性の指定などを行なう。図５には、ツール・バーの構成例
を示している。
【００６９】
　ツール・バー先頭のボタンは、ビュー領域における画面フォーマットを指定するために
用いられるビュー・スタイル切り替えボタンである。本実施形態では、コンテンツ毎に最
適なビューイング・スタイルとなる画面フォーマットとして、「カレンダ・ビュー」、「
マップ・ビュー」、「リスト・ビュー」、「マトリックス・ビュー」、「シェルフ（Ｓｈ
ｅｌｆ）ビュー」などが用意されている。図６に示すように、ビュー・スタイル・ボタン
を押すと、各ビュー・スタイルを選択するためのメニュー・バー（以下、「ビュー・スタ
イル選択メニュー」とも呼ぶ）が出現し、所望のビュー・スタイルを選択することができ
る。各画面フォーマットの構成や動作については後に詳解する。
【００７０】
　ツール・バー２番目以降に配設された一塊のボタン群は、コンテンツ提供空間上を探索
する際の検索条件となるコンテンツ属性を指定するために用いられる。２番目～４番目の
ボタンは、それぞれ静止画、動画、音楽などメディア種別を特定する静止画指定ボタン、
動画指定ボタン、音楽指定ボタンである。また、５番目のボタンは、メディアの種別を限
定せずすべてのコンテンツを検索対象に指定する場合に使用される。
【００７１】
　また、虫眼鏡を準えた６番目のボタンは、キーワード若しくはキャラクタ入力によりコ
ンテンツ属性を指定するために使用される。このボタンを押すと、コンテンツのタイトル
、ファイル・タイプ、日付、場所、コンテンツの概要（ａｂｓｔｒａｃｔ）などを指定す
るためのダイアログ（図示しない）が開く。
【００７２】
　ツール・バー最下段のボタンは、ホーム・ネットワークの表示を指示するボタンである
。図１を参照しながら既に述べたように、ホーム・ネットワーク上には、コンテンツ提供
サービスを統括的に行なうホーム・サーバの他に、ＰＣやＰＤＡ、カムコーダ、デジタル
カメラ、ＴＶ受像機、ＤＶＤプレーヤ、ＨＤレコーダなどなどの不特定の機器が接続され
ている。これらホーム・ネットワーク上の機器は、コンテンツ・マネジメント・システム
にとっては、コンテンツ提供空間を構成するリモート・ディスクとして、あるいはコンテ
ンツを再生したり複製したりするためのターゲットデバイスとして動作することがある。
ホーム・ネットワーク表示ボタンを押すことにより、ホーム・ネットワーク上のすべての
機器がビュー領域上で可視化され、コンテンツの保管場所として、あるいはターゲット・
デバイスとして、画面を介して指定することができる。ホーム・ネットワークの表示につ
いては後に詳解する。
【００７３】
Ｃ－２．カレンダ・ビュー
　カレンダ・ビューとは、１月の日々を七曜によって配列した表形式でコンテンツを分類
・整理して提示するビューイング・スタイルであり、各カラムには該当する日付に関連す
るコンテンツのアイコンが配置される。関連する日付とは、例えば、コンテンツが制作、
編集、更新、あるいは複製された日付などである。また、コンテンツのアイコンには、例
えば動画像コンテンツから抽出された代表フレームや、ＤＶＤタイトルのジャケットを利
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用することができる。カレンダ・ビューによれば、ユーザは、５Ｗ１Ｈのうち特に“Ｗｈ
ｅｎ”という属性を手がかりに、所望のコンテンツに辿りつき易くなる。
【００７４】
　図７には、画面フォーマットとしてカレンダ・ビューが選択されているコンテンツ・ビ
ュー画面の構成例を示している。同図に示すように、１月の日々を七曜によって配列した
表形式で構成されている。
【００７５】
　各日付カラムには、該当する日付に関連するコンテンツのアイコンが配置される。コン
テンツのアイコンには、例えば動画像コンテンツから抽出された代表フレームや、ＤＶＤ
タイトルのジャケットを利用することができる。また、コンテンツのアイコンには、当該
コンテンツのメディア種別（静止画、動画、楽曲）を示すマークがそれぞれ付されている
。
【００７６】
　例えば１０月８日のように、同じ日に２以上のコンテンツが関連付けられている場合に
は、その日付カラムには、該当するすべてのコンテンツのアイコンを割り付けて配置する
。
【００７７】
　また、カレンダ・ビュー上で、特定の日付をタップするなどして選択すると、図８に示
すように、その日付のカラムが拡大され、コンテンツのアイコンが拡大して表示されるの
で、ユーザはコンテンツの内容を確認し易くなる。選択されたカラムが拡大される副作用
として、周辺のカラムは縮小する。この結果、周辺のカラムのコンテンツ・アイコンは単
にデータの存在のみをインジケートするドットへと縮退表示される。
【００７８】
　図８のように、指定された特定の日付カラムのみを拡大表示した画面を、本明細書では
「魚眼視ビュー」と呼ぶ。同図に示す例では、動画コンテンツがマッピングされた１０月
１７日の日付カラムが魚眼視されている。図７に示した通常のカレンダ・ビュー画面では
、コンテンツ毎に単一の代表フレームが表示されるが、魚眼視ビュー上では、例えばシー
ン切り替え毎に抽出された複数の代表フレームが時系列的に配置されている。また、魚眼
視ビュー内には時間スライダが用意されており、スライダを移動することにより、代表フ
レームを時間方向にコマ送りすることができる。そして、代表フレームをタップすると、
その時点から動画の再生が開始する（図９を参照のこと）。
【００７９】
　図７に示したカレンダ・ビュー画面では、メディア種別を限定しないで検索されたコン
テンツが各日付カラムにマッピングされているが、ツール・バーを介してメディア種別を
限定することができる。例えば、ツール・バー上で静止画ボタンを押すと、静止画コンテ
ンツのみがフィルタリングされ、図１０に示すように、静止画コンテンツのアイコンのみ
が表示される。
【００８０】
　本実施形態では、コンテンツ毎に最適なビューイング・スタイルとなる画面フォーマッ
トとして、「カレンダ・ビュー」、「マップ・ビュー」、「リスト・ビュー」、「マトリ
ックス・ビュー」、「シェルフ（Ｓｈｅｌｆ）ビュー」など、複数のビュー・スタイルが
用意されている。
【００８１】
　ビュー・スタイルは、ツール・バー先頭のビュー・スタイル・ボタンを押し、出現した
ビュー・スタイル・メニュー・バー（図６を参照のこと）から選択することができる。ビ
ュー・スタイルは、コンテンツ・マネージャの起動時だけでなく、一旦ビュー・スタイル
を指定しコンテンツ・ビューを表示した後も、切り替えることができる。
【００８２】
　但し、ビュー・スタイルを切り替えるときには、前ビュー領域に出現したコンテンツが
次のビュー領域でも可視化されるように、コンテキストを継承する。コンテキスト継承は
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、前の状態（検索条件）のプライオリティを上げてコンテンツ検索を行なうことで実現す
ることができる。
【００８３】
　図１１には、ビュー・スタイルを切り替えるときの処理手順をフローチャートの形式で
示している。
【００８４】
　例えば、ツール・バー中のビュー・スタイル・ボタンを介してビュー・スタイルを指定
すると（ステップＳ１）、メディア種別など指定された検索条件に従ってコンテンツ提供
空間を探索する（ステップＳ２）。
【００８５】
　そして、検索により抽出された各コンテンツの情報（代表フレームなど）を、指定され
たビュー・スタイルの画面フォーマット上にマッピングし、これをビュー領域上に表示す
る（ステップＳ３）。ユーザは、ビュー領域上で所望のコンテンツを視覚的に分かり易く
見つけ出すことができる。そして、ビュー領域を介して、コンテンツの再生や複製など、
コンテンツの利用を行なうことができる。
【００８６】
　ツール・バー中のビュー・スタイル・ボタンを介してビュー・スタイルの切り替えが行
なわれたならば（ステップＳ４）、前の状態（検索条件）のプライオリティを上げるなど
、コンテンツを継承して（ステップＳ５）、ステップＳ２に戻り、コンテンツの再建策と
新しいビュー・スタイルでのコンテンツ・ビュー表示が繰り返し行なわれる。
【００８７】
Ｃ－３．マップ・ビュー
　マップ・ビューは、世界地図や日本地図など地理的情報に則ってコンテンツを分類・整
理して提示するビューイング・スタイルであり、各コンテンツは地図上の関連する地点又
はその近傍にマッピングされる。関連する地点とは、コンテンツが制作、編集、更新、あ
るいは複製された地点、若しくはコンテンツの内容を表象する（纏わる）地点などである
。また、コンテンツのアイコンには、例えば動画像コンテンツから抽出された代表フレー
ムや、ＤＶＤタイトルのジャケットを利用することができる。マップ・ビューによれば、
ユーザは、５Ｗ１Ｈのうち特に“Ｗｈｅｒｅ”という属性を手がかりに、所望のコンテン
ツに辿りつき易くなる。
【００８８】
　図１２には、画面フォーマットとしてマップ・ビューが選択されているコンテンツ・ビ
ュー画面の構成例を示している。同図に示す例では、マップ・ビューは、世界地図を準え
た画面フォーマットで構成され、地理的情報を属性に持つ各コンテンツのアイコンが、日
本（Ｊａｐａｎ）、オーストラリア（Ａｕｓｔｒａｌｉａ）、ハワイ（Ｈａｗａｉｉ）の
３地点でマッピングされている。
【００８９】
　また、図示の例では、ビュー領域の下段には、マップ・ビュー上に出現するコンテンツ
の期間を指定するための、帯状の日時スクロール・バーが配設されている。日時スクロー
ル・バー上では、写真の撮影日時など、コンテンツの日付情報に該当する時点が表示され
る。
【００９０】
　世界地図を準えたマップ・ビューは、所定の緯度及び経度毎に分割した複数のセルで構
成される。各セルは、該当する地点に関連付けられたコンテンツを載せるアルバムの「台
座」として機能する。ある台座をタップするなどして選択すると、図１３に示すようにそ
の台座が拡大されるとともに、台座に載せられているアイコンが拡大して表示されるので
、ユーザはコンテンツの内容を確認し易くなる。選択された台座が拡大される副作用とし
て、周辺の台座は縮小する。この結果、周辺の台座のコンテンツ・アイコンは単にデータ
の存在のみをインジケートするドットへと縮退表示される。
【００９１】
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　台座をさらにタップすると、さらに台座が拡大するとともに、台座に載せられているア
イコンが拡大して表示される。このような台座の拡大操作は、多段で行なわれる。例えば
、コンテンツが複数の静止画のグループで構成される場合、図１４に示すように、台座が
ある程度まで拡大すると、数枚の画像フレームが積み重ねられた表示にし、コンテンツが
静止画グループからなることを提示する。そして、特定の静止画グループをタップするな
どして選択すると、図１５に示すように、台座上には選択されたグループの各静止画が展
開される。
【００９２】
　また、マップ・ビューでは、特定の台座をホームに登録して、ショートカットに用いる
ことができる。図１２に示したマップ・ビュー領域の右上には、日本の東京（Ｔｏｋｙｏ
　Ｊａｐａｎ）がホームに登録されていることを示している。ホームの台座へのショート
カットを用意することで、頻繁に使用するコンテンツ検索画面へ早く辿り付くことができ
る。
【００９３】
Ｃ－４．マトリックス・ビュー
　カレンダ・ビューやマップ・ビューでは、５Ｗ１ＨのうちＷｈｅｎやＷｈｅｒｅなどを
コンテンツの属性として扱い、日時や場所などの情報を視覚的に利用したコンテンツ・ビ
ューを提示した、ユーザが所望のコンテンツを探し出すための効果的な手がかりや道標を
与える。その反面、該当するコンテンツのない日付カラムや場所（台座）では、コンテン
ツのアイコンが配置されないため、画面上のデッド・スペースが広くなるという問題があ
る。一方、該当するコンテンツが多い日付カラムや地図上の地点には、縮退された複数の
アイコンが密集するため、見え辛い。
【００９４】
　マトリックス・ビューは、このような問題を考慮したビュー・スタイルであり、画面上
にコンテンツのアイコンを格子状に整然と配置することにより、画面上により多くのアイ
コンを提示することができるとともに、画面上のデッド・スペースが狭くなる。マトリッ
クス・ビューは、例えば厖大な枚数の静止画を管理する場合に、サムネイルの表示だけで
容易に探索することができるコンテンツの提示に向いている。
【００９５】
　図１６には、マトリックス・ビューの画面構成例を示している。図示の例では、ツール
・バー上で静止画が選択されているので、写真などの静止画コンテンツのサムネイルが、
撮影日時などの順によりソートされ、時間軸に沿って格子状に配置されている。マトリッ
クス・ビューの１ページには、載せられる最大限のサムネイルが表示される。
【００９６】
　同図に示す例では、マトリックス・ビューの上端並びに下端には矢印を準えたスクロー
ル・ボタンが配設されており、これらのボタン操作により、時間軸上の前方又は後方のペ
ージへマトリックス・ビューを切り替えることができる。
【００９７】
　マトリックス・ビュー上で、特定のサムネイルをタップするなどして選択すると、図１
７に示すように、そのサムネイルが拡大する（若しくは原画像サイズになる）。これに併
せて、周囲のサムネイルをグレー（淡色）表示することにより、選択したコンテンツを強
調して見せることができる。
【００９８】
Ｃ－５．リスト・ビュー
　カレンダ・ビューやマップ・ビューでは、５Ｗ１ＨのうちＷｈｅｎやＷｈｅｒｅなどを
コンテンツの属性として扱い、日時や場所などの情報を視覚的に利用したコンテンツ・ビ
ューを提示した、ユーザが所望のコンテンツを探し出すための効果的な手がかりや道標を
与える。このようなビュー・スタイルによれば、カレンダや地図上にマッピングされたコ
ンテンツ・アイコンを眺めながら、５Ｗ１Ｈを手がかりにして、動画、静止画、楽曲など
メディアの種別に関係なく、ユーザは自分の興味を引くコンテンツを探し当てることがで
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きる。
【００９９】
　ところが、映画のように、５Ｗ１Ｈよりも、コンテンツのタイトルなどの属性情報の方
がユーザにとってコンテンツを探す手がかりになる場合がある。リスト・ビューは、代表
フレームだけでなく、コンテンツのタイトルを併せて紹介する一覧表形式のビュー・スタ
イルを持つ。
【０１００】
　ビュー・スタイル選択メニュー上でリストを選択し、さらにメディア種別で動画を選択
すると、コンテンツ提供空間上で抽出された動画コンテンツについてのリスト・ビューが
提示される。図１８には、映画などの動画コンテンツを紹介するリスト・ビューの画面構
成例を示している。図示の例では、動画コンテンツ毎にバナーが設けられ、各バナーには
、動画コンテンツの代表フレーム、タイトル、日付などが表示される。また、新着映画の
場合には、“Ｎｅｗ”というマークを付し、ユーザの注意を喚起する。
【０１０１】
　バナーは、例えば日付順にソートされているが、これに限定されず、タイトルのアルフ
ァベット順、あるいはその他のルールに従ってソートしてもよい。
【０１０２】
　リスト・ビューの１ページには、載せられる最大限のバナーが表示される。図１８に示
す例では、リスト・ビューの上端並びに下端には矢印を準えたスクロール・ボタンが配設
されており、これらのボタン操作により、前方又は後方のページへリスト・ビューを切り
替えることができる。
【０１０３】
　リスト・ビュー上で、特定のバナーをタップするなどして選択すると、図１９に示すよ
うに、そのバナーが拡大する。これに併せて、同じページ内の他のバナー表示を縮小する
ことにより、選択したコンテンツを強調して見せることができる。
【０１０４】
　また、拡大されたバナー上では、映画の概要（あらすじ）や出演社名など、さらに詳細
な情報を表示する。ユーザは、このような詳細情報を基に、コンテンツの再生（若しくは
購入）を行なう前に、再度確認することができる。この状態でさらにバナーをタップする
と、コンテンツの再生や複製など、コンテンツを利用する処理、若しくはコンテンツの購
入処理が起動する。
【０１０５】
Ｃ－６．シェルフ・ビュー
　カレンダ・ビューやマップ・ビューでは、日時や場所などの情報を視覚的に利用したコ
ンテンツ・ビューを提示し、当てもなくコンテンツを探索するユーザに対し、５Ｗ１Ｈな
ど基に、所望のコンテンツを探し出すための効果的な手がかり又は道標を与えることがで
きる。
【０１０６】
　一方、既に幾つかのコンテンツ探索作業を終えたユーザにとっては、これまでのコンテ
ンツ探索で利用した検索条件が、以後のコンテンツ探索時においても有効な手がかり又は
道標となってくる。
【０１０７】
　シェルフ・ビューは、ユーザが指定した検索条件をシェルフ（ｓｈｅｌｆ：棚）毎に割
り当てるというビュー・スタイルである。すなわち、それぞれのシェルフには、コンテン
ツ提供空間から検索条件を基に抽出されたコンテンツ群が収納されているというメタファ
を利用している。各シェルフは、登録された検索条件に基づいて抽出された（すなわちシ
ェルフ内に仮想的に収納されている）コンテンツへの参照情報を持つ。また、シェルフを
開ける度に検索条件に従ったコンテンツ提供空間の探索を行ない、コンテンツへの参照情
報が更新される。
【０１０８】
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　図２０には、シェルフ・ビューの画面構成例を示している。図示の例では、シェルフの
前面には、シェルフ内に仮想的に収納されている（すなわち登録された検索条件に基づい
て抽出された）各コンテンツの代表フレームがマッピングされている。同図に示す例では
、「今日のニュース」、「未視聴のサッカー」、「今週のドラマ」、「ムービー・アクシ
ョン」、「ダーク・エンジェル」、「夏旅行　２０００－２００２」、「運動会　２００
０－２００２」というタイトルが付されたシェルフが登録され、シェルフ毎にそのタイト
ルに相応しいコンテンツを探索する検索条件や、シェルフに関連付けられたコンテンツへ
の参照情報を持つ。
【０１０９】
　シェルフを開けるという行為により、検索条件に従ったコンテンツの探索処理が起動す
るが、シェルフの更新を望まない場合には、検索処理をロックすることができる。図２０
に示す例では、「ムービー・アクション」シェルフには錠を準えたアイコンが付されてお
り、検索処理がロックされていることを示す。
【０１１０】
　所望のシェルフをタップするなどして選択すると、図２１に示すように、そのシェルフ
が拡大する。これに併せて、他のシェルフの表示を縮退させることにより、選択したシェ
ルフを強調して見せることができる。また、前面にマッピングされたコンテンツの代表フ
レームが拡大するので、ユーザは、選択したシェルフをより深く観察することができ、コ
ンテンツ選択の手がかりを得ることができる。上述したように、シェルフの選択によりコ
ンテンツの検索処理が起動するが、検索をロックすることもできる。
【０１１１】
　図２１に示したこの状態でさらにシェルフ内の代表フレームをタップすると、コンテン
ツの再生や複製など、該当するコンテンツを利用する処理、若しくはコンテンツの購入処
理が起動する。
【０１１２】
　次に、シェルフに検索条件を登録するための処理手順について説明する。
【０１１３】
　シェルフ・ビュー上で空のシェルフをタップするなどして指定すると、そのシェルフの
登録手続に移行する。この場合、登録のための操作ウィンドウがポップアップされ、ウィ
ザード形式でシェルフの登録作業が行なわれる。
【０１１４】
　シェルフ登録ウィザードの第１段階として、図２２に示すように、シェルフで取り扱う
メディアの種別が設定される。図示の例では、メディア種別として楽曲（ＭＵＳＩＣ）が
選択されている様子を示している。続いて、図２３に示すように、楽曲のカテゴリを設定
するためのウィザードが提示される。図示の例では、カテゴリとしてＪ－ＰＯＰが選択さ
れている様子を示している。
【０１１５】
　なお、楽曲シェルフにおいて、検索条件として指定可能な検索項目や、ウィザードの手
順に限定されない。また、動画や静止画など他のメディア種別の場合には、勿論、上記以
外の検索条件の設定手順となる。
【０１１６】
　そして、シェルフの検索条件の設定が終了すると、その検索条件に従ってコンテンツ提
供空間が探索され、該当するコンテンツが抽出されると、図２４に示すように、これらの
代表フレームが新規登録シェルフの前面にマッピングされ、登録手続が完了する。
【０１１７】
Ｃ－７．ホーム・ネットワークの表示
　図１を参照しながら既に述べたように、ホーム・ネットワーク上には、コンテンツ提供
サービスを統括的に行なうホーム・サーバの他に、ＰＣやＰＤＡ、カムコーダ、デジタル
カメラ、ＴＶ受像機、ＤＶＤプレーヤ、ＨＤレコーダなどなどの不特定の機器が接続され
ている。これらホーム・ネットワーク上の機器は、コンテンツ・マネジメント・システム
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にとっては、コンテンツ提供空間を構成するリモート・ディスクとして、あるいはコンテ
ンツを再生したり複製したりするためのターゲットデバイスとして動作することがある。
【０１１８】
　ツール・バー上でホーム・ネットワーク表示ボタン（図６を参照のこと）を押すと、コ
ンテンツ・アクセス制御部１０３は、コンテンツ提供空間１０４を参照し、同一のホーム
・ネットワーク内でアクセス可能なデバイスを特定する。その際、発見されたデバイスが
、コンテンツのソース、又はコンテンツのシンクとなりえるかも調査する。
【０１１９】
　そして、ホーム・ネットワーク上で検出されたすべての機器は、図２５に示すように、
ビュー領域上で可視化される。同図に示す例では、カレンダ・ビューの周縁に、ホーム・
ネットワーク上で検出された各機器が配置されている。ユーザは、このビュー領域のホー
ム・ネットワーク表示上で、コンテンツの保管場所などソースとなる機器、あるいはコン
テンツ再生やコンテンツ移動のターゲットとなる機器を、画面を介して直接指定すること
ができる。
【０１２０】
　ホーム・ネットワークの表示上での機器の指定動作に応答して、コンテンツ取得部１０
８は、指定されたコンテンツを、コンテンツ・アクセス制御部１０３を介してコンテンツ
提供空間１０４から読み出し、コンテンツ利用部１０９へ渡す。コンテンツ利用部１０９
は、動画や音声などのメディア・コンテンツの再生や、コンテンツの複製など、コンテン
ツ取得部１０８で取得したコンテンツの利用を行なう。
【０１２１】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本発明について詳解してきた。しかしながら、
本発明の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実施形態の修正や代用を成し得ることは自明
である。すなわち、例示という形態で本発明を開示してきたのであり、本明細書の記載内
容を限定的に解釈するべきではない。本発明の要旨を判断するためには、特許請求の範囲
を参酌すべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】図１は、コンテンツの利用が行なわれるネットワーク構成を模式的に示した図で
ある。
【図２】図２は、コンテンツ・マネジメントを実現するシステムのハードウェア構成を模
式的に示した図である。
【図３】図３は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ・マネジメント・システムの機能
的構成を示した図である。
【図４】図４は、本発明の一実施形態に係るコンテンツ・ビュー画面の基本構成を模式的
に示した図である。
【図５】図５は、ツール・バーの構成例を示した図である。
【図６】図６は、ビュー・スタイル選択メニューの構成例を示した図である。
【図７】図７は、画面フォーマットとしてカレンダ・ビューが選択されているコンテンツ
・ビュー画面の構成例を示した図である。
【図８】図８は、カレンダ・ビュー上で、特定の日付をタップするなどして選択したとき
の画面動作を説明するための図である。
【図９】図９は、代表フレームをタップしたことに応答して動画の再生が開始する様子を
示した図である。
【図１０】図１０は、ツール・バー上で静止画ボタンを押すと、静止画コンテンツのみが
フィルタリングされ、静止画コンテンツのアイコンのみが表示された様子を示した図であ
る。
【図１１】図１１は、ビュー・スタイルを切り替えるときの処理手順を示したフローチャ
ートである。
【図１２】図１２は、画面フォーマットとしてマップ・ビューが選択されているコンテン
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【図１３】図１３は、マップ・ビュー上で、選択された台座が拡大していく様子を示した
図である。
【図１４】図１４は、マップ・ビュー上で、選択された台座が拡大していく様子を示した
図である。
【図１５】図１５は、マップ・ビュー上で、選択された台座が拡大していく様子を示した
図である。
【図１６】図１６は、マトリックス・ビューの画面構成例を示した図である。
【図１７】図１７は、マトリックス・ビュー上で、特定のサムネイルを選択したときの画
面の動作を説明するための図である。
【図１８】図１８は、映画などの動画コンテンツを紹介するリスト・ビューの画面構成例
を示した図である。
【図１９】図１９は、リスト・ビュー上で、特定のバナーを選択したときの動作を説明す
るための図である。
【図２０】図２０は、シェルフ・ビューの画面構成例を示した図である。
【図２１】図２１は、所望のシェルフを選択したときの動作を説明するための図である。
【図２２】図２２は、シェルフの検索条件を登録するための操作手順を説明するための図
である。
【図２３】図２３は、シェルフの検索条件を登録するための操作手順を説明するための図
である。
【図２４】図２４は、シェルフの検索条件を登録するための操作手順を説明するための図
である。
【図２５】図２５は、ホームネットワークを表示した画面構成例を示した図である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１０…プロセッサ
　２０…メモリ
　２１…ディスプレイ・コントローラ
　２２…表示装置
　２３…入出力インターフェース
　２４…キーボード
　２５…マウス
　２６…ネットワーク・インターフェース
　２７…ＨＤＤコントローラ
　２８…ＨＤＤ
　３０…バス
　１０１…画面制御部
　１０１ａ…コマンド入力部
　１０１ｂ…コンテンツ・ビュー表示部
　１０２…検索条件生成部
　１０３…コンテンツアクセス制御部
　１０４…コンテンツ提供空間
　１０５…画面フォーマット生成部
　１０６…コンテンツ情報取得部
　１０７…コンテンツ・マッピング部
　１０８…コンテンツ取得部
　１０９…コンテンツ利用部
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