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(57)【要約】
【課題】　使用者がディスプレイ装置を通じて多様なコ
ンテンツを活用しようとする場合、求めるコンテンツに
容易に接近することができるようになる環境を提供する
。
【解決手段】　本発明によるディスプレイ装置はコンテ
ンツの映像を表示するディスプレイ部と、前記コンテン
ツに関する情報を貯蔵する貯蔵部と、前記コンテンツに
関するＵＩを生成するＵＩ生成部と、第１コンテンツの
実行中前記第１コンテンツと違う第２コンテンツを実行
する場合、実行中である前記第１コンテンツの実行を終
了して、前記終了された第１コンテンツに関する情報を
前記貯蔵部に貯蔵するように制御して、前記終了された
第１コンテンツに関するＵＩを前記ディスプレイ部に表
示するように前記ＵＩ生成部を制御する制御部を含む。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ映像を表示するディスプレイ部；
　前記コンテンツに関する情報を貯蔵する貯蔵部；
　前記コンテンツに関するＵＩを生成するＵＩ生成部；
　第１コンテンツの実行中に前記第１コンテンツと違う第２コンテンツを実行する場合、
実行中である前記第１コンテンツの実行を終了して、前記終了された第１コンテンツに関
する情報を前記貯蔵部に貯蔵して、前記終了された第１コンテンツに対するＵＩを前記デ
ィスプレイ部に表示するように前記ＵＩ生成部を制御する制御部を含むことを特徴とする
ディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　使用者の入力によって前記終了された第１コンテンツに対するＵＩが選択されると、前
記第１コンテンツを実行することを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記第１コンテンツの終了時点で前記第１コンテンツの実行を再開することを特徴とす
る請求項２に記載のディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記第１コンテンツ及び前記第２コンテンツと違う第３コンテンツを前記第２コンテン
ツの実行中に実行する場合、前記第１コンテンツに対するＵＩ及び前記第２コンテンツに
対するＵＩを共に表示するように制御することを特徴をする請求項１に記載のディスプレ
イ装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　使用者の前記コンテンツの使用履歴に基づいて、前記コンテンツをカテゴリによって分
類して、前記カテゴリ各々に対するＵＩを前記ディスプレイ部に表示するように制御する
ことを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
実行終了された少なくとも一つのコンテンツ各々に対するＵＩを前記ディスプレイ部に表
示するように制御することを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記各々のＵＩは最近終了された順に表示されることを特徴とする請求項６に記載のデ
ィスプレイ装置。
【請求項８】
　前記各々のＵＩは実行された頻度によって順に表示されることを特徴をする請求項６に
記載のディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記ＵＩは前記終了された第１コンテンツの実行終了当時の画面に対応するサムネイル
の形態に表示されることを特徴とする請求項１に記載のディスプレイ装置。
【請求項１０】
　コンテンツの映像を表示するディスプレイ部；
　前記コンテンツに関する情報を貯蔵する貯蔵部；
　前記コンテンツに関するＵＩを生成するＵＩ生成部；
　使用者の前記コンテンツの使用履歴に基づいて、前記コンテンツをカテゴリによって分
類して、前記カテゴリ各々に対するＵＩを前記ディスプレイ部に表示するように制御する
制御部を含むことを特徴とするディスプレイ装置。
【請求項１１】
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　前記制御部は、
　第１コンテンツの実行中前記第１コンテンツと違う第２コンテンツが実行されると、前
記第１コンテンツの実行を終了することを特徴をする請求項１０に記載のディスプレイ装
置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　使用者の入力によって前記カテゴリに関するＵＩが選択されると、前記カテゴリに含ま
れるコンテンツの中一番最近終了されたコンテンツを実行することを特徴とする請求項１
０に記載のディスプレイ装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、
使用者の入力によって前記カテゴリに関するＵＩが選択されると、前記カテゴリに含まれ
るコンテンツの中実行された頻度が一番高いコンテンツを実行することを特徴をする請求
項１０に記載のディスプレイ装置。
【請求項１４】
　コンテンツを実行して、前記コンテンツを含む映像を表示する段階；
　使用者の入力によって前記実行中である第１コンテンツと違う第２コンテンツを実行す
る段階；
　前記第１コンテンツの実行を終了する段階；
　前記終了された第１コンテンツに関する情報を貯蔵する段階；
　前記終了された第１コンテンツに対するＵＩを生成して表示する段階を含むことを特徴
とするディスプレイ装置の制御方法。
【請求項１５】
　使用者の入力によって前記終了された第１コンテンツに対するＵＩが選択されると、前
記第１コンテンツが実行されることを特徴とする請求項１４に記載のディスプレイ装置の
制御方法。
【請求項１６】
　前記第１コンテンツの終了時点で前記第１コンテンツの実行が再開されることを特徴と
する請求項１５に記載のディスプレイ装置の制御方法
【請求項１７】
　前記第１コンテンツ及び前記第２コンテンツと違う第３コンテンツを前記第２コンテン
ツの実行中実行する場合、前記第１コンテンツに対するＵＩ及び前記第２コンテンツに対
するＵＩを一緒に表示することを特徴とする請求項１４に記載のディスプレイ装置の制御
方法。
【請求項１８】
　使用者の前記コンテンツの使用履歴に基づいて、前記コンテンツをカテゴリによって分
類して、前記カテゴリ各々に対するＵＩを表示する段階を含むことを特徴とする請求項１
４に記載のディスプレイ装置の制御方法。
【請求項１９】
　前記表示する段階は、
　実行終了された少なくとも一つのコンテンツ各々に対するＵＩを表示することを特徴と
する請求項１４に記載のディスプレイ装置の制御方法。
【請求項２０】
　前記各々のＵＩは最近終了された順に表示されることを特徴とする請求項１９に記載の
ディスプレイ装置の制御方法。
【請求項２１】
　前記各々のＵＩは実行された頻度によって順に表示されることを特徴とする請求項１９
に記載のディスプレイ装置の制御方法。
【請求項２２】
　前記ＵＩは前記終了された第１コンテンツの実行終了当時の画面に対応するサムネイル
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の形態に表示されることを特徴とする請求項１４に記載のディスプレイ装置の制御方法。
【請求項２３】
　コンテンツを実行して、前記コンテンツを含む映像を表示する段階；
　使用者の前記コンテンツの使用履歴に基づいて、前記コンテンツをカテゴリによって分
類する段階；
　前記カテゴリ各々に対するＵＩを表示する段階を含むことを特徴とするディスプレイ装
置の制御方法。
【請求項２４】
　第１コンテンツの実行中前記第１コンテンツと違う第２コンテンツが実行されると、前
記第１コンテンツの実行を終了することを特徴とする請求項２３に記載のディスプレイ装
置の制御方法。
【請求項２５】
　使用者の入力によって前記カテゴリに関するＵＩが選択されると、前記カテゴリに含ま
れるコンテンツの中一番最近終了されたコンテンツを実行することを特徴とする請求項２
３に記載のディスプレイ装置の制御方法。
【請求項２６】
　使用者の入力によって前記カテゴリに関するＵＩが選択されると、前記カテゴリに含ま
れるコンテンツの中実行された頻度が一番高いコンテンツを実行することを特徴とする請
求項２３に記載のディスプレイ装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ装置及びその制御方法に関するものとして、より詳しくは多様
な種類のコンテンツを提供することができるディスプレイ装置及びその制御方法に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＴＶは放送チャンネルを選局して放送局から送出される放送信号を有線又は無線
で受信して出力することができる機能だけを遂行したが、多様なコンテンツを活用しよう
とする使用者の要求に対応して、最近のＴＶは放送視聴以外にも、外部映像ソースのマル
チメディア再生、ゲーム/音楽などのアプリケーションの実行、インタネットの検索など
多様なコンテンツを実行することができる機能を具備するようになった。
【０００３】
　使用者が求めるコンテンツに接近するためには該当コンテンツを提供する特定のアプリ
ケーション（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）に進入することが必要だが、こういう機能を具備
する場合にも現在リリースされるＴＶの場合ハードウエア的制約などによって一つのコン
テンツだけを実行するしかない。
【０００４】
　故に、使用者は特定コンテンツを実行中他のコンテンツを実行する場合、以前に実行し
たコンテンツに戻ることに不便感かある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　故に、本発明の目的はＴＶなどのディスプレイ装置にあって、使用者が求めるコンテン
ツに容易に接近することが出来る環境を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的は本発明によって、ディスプレイ装置があって、コンテンツの映像を表示する
ディスプレイ部；前記コンテンツに関する情報を貯蔵する貯蔵部；前記コンテンツに関す
るＵＩを生成するＵＩ生成部；第１コンテンツの実行中前記第１コンテンツと違う第２コ
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ンテンツを実行する場合、実行中である前記第１コンテンツの実行を終了して、前記終了
された第１コンテンツに関する情報を前記貯蔵部に貯蔵して、前記終了された第１コンテ
ンツに対するＵＩを前記ディスプレイ部に表示するように前記ＵＩ生成部を制御する制御
部を含むことを特徴とするディスプレイ装置によって達成されることができる。
【０００７】
　ここで、前記制御部は、使用者の入力によって前記終了された第１コンテンツに対する
ＵＩが選択されると、前記第１コンテンツを実行することが出来る。
【０００８】
　ここで、前記制御部は、前記第１コンテンツの終了時点で前記第１コンテンツの実行を
再開することが出来る。ここで、前記制御部は、前記第１コンテンツ及び前記第２コンテ
ンツと違う第３コンテンツを前記第２コンテンツの実行中に実行する場合、前記第１コン
テンツに対するＵＩ及び前記第２コンテンツに対するＵＩを共に表示するように制御する
ことができる。
【０００９】
　ここで、前記制御部は、実行終了された少なくとも一つのコンテンツをカテゴリによっ
て分類して、前記カテゴリ各々に対するＵＩを前記ディスプレイ部に表示することができ
る。ここで、前記制御部は、実行終了された少なくとも一つのコンテンツ各々に対するＵ
Ｉを前記ディスプレイ部に表示するように制御することができる。
【００１０】
　ここで、前記各々のＵＩは最近終了された順に表示されることができる。ここで、前記
各々のＵＩは実行された頻度によって順に表示されることができる。ここで、前記ＵＩは
前記終了された第１コンテンツの実行終了当時の画面に対応するサムネイルの形態に表示
されることができる。
【００１１】
　又、前記の目的は、ディスプレイ装置にあって、コンテンツの映像を表示するディスプ
レイ部；前記コンテンツに関する情報を貯蔵する貯蔵部；前記コンテンツに関するＵＩを
生成するＵＩ生成部；前記コンテンツの実行が終了されると前記終了されたコンテンツに
関する情報を前記貯蔵部に貯蔵して、前記終了されたコンテンツをカテゴリによって分類
して前記カテゴリ各々に対するＵＩを前記ディスプレイ部に表示するように制御する制御
部を含むことを特徴とするディスプレイ装置によって達成されることもできる。
【００１２】
　ここで、前記制御部は、第１コンテンツの実行中前記第１コンテンツと違う第２コンテ
ンツが実行されると、前記第１コンテンツの実行を終了することができる。ここで、前記
制御部は、使用者の入力によって前記カテゴリに関するＵＩが選択されると、前記カテゴ
リに含まれるコンテンツの中一番最近終了されたコンテンツを実行することができる。
【００１３】
　ここで、前記制御部は、使用者の入力によって前記カテゴリに関するＵＩが選択される
と、前記カテゴリに含まれるコンテンツの中実行された頻度が一番高いコンテンツを実行
することができる。
【００１４】
　また、前記の目的は、ディスプレイ装置の制御方法にあって、コンテンツを実行して、
前記コンテンツを含む映像を表示する段階；使用者の入力によって前記実行中である第１
コンテンツと違う第２コンテンツを実行する段階；前記第１コンテンツの実行を終了する
段階；前記終了された第１コンテンツに関する情報を貯蔵する段階；前記終了された第１
コンテンツに対するＵＩを生成して表示する段階を含むことを特徴とするディスプレイ装
置の制御方法によって達成されることもできる
【００１５】
　ここで、使用者の入力によって前記終了された第１コンテンツに対するＵＩが選択され
ると、前記第１コンテンツが実行されることができる。ここで、前記第１コンテンツの終
了時点で前記第１コンテンツの実行が再開されることができる。
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【００１６】
　ここで、前記第１コンテンツ及び前記第２コンテンツと違う第３コンテンツを前記第２
コンテンツの実行中に実行する場合、前記第１コンテンツに対するＵＩ及び前記第２コン
テンツに対するＵＩを共に表示することができる。
【００１７】
　ここで、実行終了された少なくとも一つのコンテンツをカテゴリによって分類する段階
と；前記カテゴリ各々に対するＵＩを表示する段階を更に含むことができる。ここで、前
記表示する段階は、実行終了された少なくとも一つのコンテンツ各々に対するＵＩを表示
することができる。
【００１８】
　ここで、前記各々のＵＩは最近終了された順に表示されることができる。ここで、前記
各々のＵＩは実行された頻度によって順に表示されることができる。ここで、前記ＵＩは
前記終了された第１コンテンツの実行終了当時の画面に対応するサムネイルの形態に表示
されることができる。
【００１９】
　又、前記の目的は、ディスプレイ装置の制御方法にあって、コンテンツを実行して、前
記コンテンツを含む映像を表示する段階；使用者の入力によって実行中であるコンテンツ
の実行を終了する段階；前記終了されたコンテンツに関する情報を貯蔵する段階；前記終
了されたコンテンツをカテゴリによって分類して前記カテゴリ各々に対するＵＩを表示す
る段階を含むことを特徴とするディスプレイ装置の制御方法によって達成されることもで
きる。
【００２０】
　ここで、第１コンテンツの実行中前記第１コンテンツと違う第２コンテンツが実行され
ると、前記第１コンテンツの実行を終了することができる。ここで、使用者の入力によっ
て前記カテゴリに関するＵＩが選択されると、前記カテゴリに含まれるコンテンツの中一
番最近終了されたコンテンツを実行することができる。
【００２１】
　ここで、使用者の入力によって前記カテゴリに関するＵＩが選択されると、前記カテゴ
リに含まれるコンテンツの中実行された頻度が一番高いコンテンツを実行することができ
る。
【発明の効果】
【００２２】
　以上説明したように、本発明によると、使用者がディスプレイ装置を通じて多様なコン
テンツを活用しようとする場合、求めるコンテンツに容易に接近することができるように
するディスプレイ装置及びその制御方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明によるディスプレイ装置の制御ブロック図である。
【図２】複数のＵＩがカテゴリによって表示されだ画面に関するものである。
【図３】複数のＵＩが最近終了された順序又は実行頻度によって表示された画面に関する
ものである。
【図４】本発明によるディスプレイ装置の第１制御流れ図である。
【図５】本発明によるディスプレイ装置の第２制御流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付した図面を参考として本発明の実施例について本発明が属する技術の分野に
おける通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。本発明はいろい
ろ相違な形態に具現されることができてここで説明する実施例に限定されない。本発明を
明確に説明するために説明と関係ない部分は省略して、明細書全体を通じて同一又は類似
な構成要素に対しては同一な参照符号を付けるようにする。
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【００２５】
　以下では本発明の第１実施例によるディスプレイ装置１００に対して説明する。
【００２６】
　図１は本発明によるディスプレイ装置１００の制御ブロック図である。図示されたよう
に、本発明によるディスプレイ装置１００はディスプレイ部１１０、貯蔵部１２０、ＵＩ
生成部１３０、制御部１４０を含めて、ディスプレイ装置１００は多様なコンテンツを実
行することができるＴＶに具現されることが出来る。
【００２７】
　ディスプレイ部１１０には実行されるコンテンツの映像が表示される。ディスプレイ部
１１０には放送チャンネルの以外にもディスプレイ装置１００で実行する多様な種類のコ
ンテンツの映像が表示されることができて、後述する複数のＵＩを含むコンテンツバー（
ｃｏｎｔｅｎｔｓ　ｂａｒ）が表示されることもある。ディスプレイ部１１０は映像が表
示されるＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）、ＰＤＰ（Ｐｌａｓ
ｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ　Ｐａｎｅｌ）などのディスプレイパネル（図示せず）とディスプ
レイパネルに映像が表示されるように駆動するパネル駆動部(図示ぜず)を含むことができ
て、詳しい具現方式にあって限定されない。　
【００２８】
　貯蔵部１２０は後述する制御部１４０の制御によって、コンテンツに関する情報を貯蔵
する。貯蔵部１２０は第１コンテンツの実行中第２コンテンツを実行する場合、第一コン
テンツに関する情報を貯蔵することができて、貯蔵される情報は第一コンテンツの種類、
中断された再生時間、中断当時の画面などを含むことができる。貯蔵部１２０はディスプ
レイ装置１００の内部にＨＤＤ(Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ)などのような不揮発性
記憶装置を具備する貯蔵装置として設けられることができる。
【００２９】
　ＵＩ生成部１３０はコンテンツに関するＵＩを生成する。ＵＩ生成部１３０は特に、実
行終了された第１コンテンツに関するＵＩを生成してディスプレイ部１１０に表示するこ
とができる。ディスプレイ部１１０に表示されるＵＩは第１コンテンツ各々に対応する複
数にのＵＩを含むことができて、各コンテンツをカテゴリ別に分類して各々のカテゴリに
対応する複数のＵＩが表示されることができる。
【００３０】
　この時、複数のＵＩは第１コンテンツの実行終了当時の画面に対応するサムネイル（ｔ
ｈｕｍｂｎａｉｌ）の形態に表示されることができて、それによって使用者は各ＵＩに対
応するコンテンツの実行終了当時に表示された画面全体のレイアウト（ｌａｙｏｕｔ）を
容易に確認することができる。
【００３１】
　制御部１４０は本発明を構成するディスプレイ装置１００の全般的な動作制御を遂行す
る。制御部１４０は図示されないが、制御プログラムと、制御プログラムが貯蔵されるＲ
ＯＭ、フラッシュメモリーなどのような不揮発性記憶装置と、貯蔵された制御プログラム
の少なくとも一部がローディングされるＲＡＭのような揮発性メモリと、ローディングさ
れた制御プログラムを実行するＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）、ＭＣＵ（Ｍｉｃｒｏ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｕｎｉｔ）なとのようなマイクロプロセッ
サを含むことができる。
【００３２】
　制御部１４０は第１コンテンツの実行中第１コンテンツと違う第２コンテンツを実行し
ろという使用者の入力をディスプレイ装置１００の前面に設けられたキー入力部（図示せ
ず）又は遠隔制御装置（図示せず）を通じて受信すると、第２コンテンツを実行して実行
中である第１コンテンツは実行終了することができる。これによって、同時に一つのコン
テンツだけが実行されることができる。
【００３３】
　第１コンテンツの実行が終了されると、制御部１４０は終了された第１コンテンツに関
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する情報を貯蔵部１２０に貯蔵するように制御する。前記に説明したように、貯蔵部１２
０に貯蔵される情報は第１コンテンツの種類、中断された再生時間、中断当時の画面など
を含むことができる。
【００３４】
　又、制御部１４０は第１コンテンツの実行が終了だれると、終了された第１コンテンツ
に関するＵＩを生成してディスプレイ部１１０に表示するようにＵＩ生成部１３０を制御
することができる。第１コンテンツに関するＵＩは第１コンテンツの実行終了当時の画面
に対応するサムネイル（ｔｈｕｍｂｎａｉｌ）の形態に表示されることができて、コンテ
ンツの種類と題目など情報が共に表示されることができる。
【００３５】
　制御部１４０は、第２コンテンツの実行中に、第１コンテンツ及び第２コンテンツと違
う第３コンテンツを実行する場合、第１コンテンツに対するＵＩ及び第２コンテンツに対
するＵＩを共に表示するように制御することができる。それによって、ディスプレイ装置
１００を通じて実行されたコンテンツの履歴を容易に確認することができる。
【００３６】
　図３に図示されたように、実行終了されたコンテンツ各々に対するＵＩがコンテンツバ
ー３００に含まれて表示されていて、ＵＩ各々は最近終了された順に表示されることがで
きる。つまり、一番最近終了されたコンテンツの順にチャンネル７番３１０、チャンネル
８番３２０、ゲームＡ３３０、ＨＤＭＩで連結されたＤＶＤ３４０、チャンネル１２番３
５０などのＵＩが表示されることができる。
【００３７】
　使用者はキー入力部又は遠隔制御装置を通じて各コンテンツに対応するＵＩを選択して
各コンテンツを容易に実行することができて、また、本発明によるディスプレイ装置１０
０は使用者がキー入力部又は遠隔制御装置に含まれた特定のボタンを押すと、それによっ
て一番最近実行されたコンテンツ（図３でチャンネル７番）をすぐに実行するようにでき
る。これによって、現在実行中であるコンテンツ以外に従前実行したコンテンツを容易に
選択して実行することができて使用者に便宜を提供することができる。
【００３８】
　また他の実施例として、制御部１４０は複数のＵＩを実行された頻度によって順に表示
するように制御することができる。つまり、最近特定期間の間実行された頻度が高い順に
よって、図３に表示されたように各コンテンツに対応する複数のＵＩをコンテンツバー３
００に含めて表示することもできる。
【００３９】
　使用者がキー入力部又は遠隔制御装置を通じて複数のＵＩの中特定ＵＩを選択すると、
制御部１４０は使用者の入力によって選択された特定ＵＩに対応するコンテンツを実行す
るように制御して、この時、制御部１４０はコンテンツの終了時点で実行を再開すること
ができる。これによって使用者がコンテンツの転換の後従前使用したコンテンツをまた実
行する場合、終了当時に実行した部分から再開することができて使用者に便宜を提供する
。特に、ハードウエア的制約によって一つのコンテンツだけを実行することが出来る場合
にもコンテンツの転換を自由に遂行することができる。
【００４０】
　以下では本発明の第２実施例によるディスプレイ装置１００に対して説明して、先ず説
明した第１実施例と同一な特徴に対しては説明を省略する。
【００４１】
　制御部１４０は使用者のコンテンツの使用履歴に基づいて、コンテンツをカテゴリによ
って分類する。使用履歴はディスプレイ装置１００を通じて実行されたコンテンツのリス
トに該当する。制御部１４０は分類されたカテゴリ各々に対するＵＩをディスプレイ部１
１０に表示するように制御する。
【００４２】
　図２に図示されたように、各々のカテゴリに該当するＵＩがコンテンツバ２００に含ま
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れて表示されることが出来る。つまり、最近視聴したチャンネル２１０、最近連結したＡ
ｌｌｓｈａｒｅ２２０、最近使用したアプリケーション２３０、最近検索したウェブサイ
ト２４０、最近連結した映像ソース２５０など各々のカテゴリに分類されたＵＩが表示さ
れることが出来る。たとえば、放送チャンネルはチューナー（ｔｕｎｅｒ）によるチャン
ネルチューニングを基準として最後にチューニング完了されたチャンネルを表示して、Ａ
ｌｌｓｈａｒｅを通じたマルチメディアの場合最後の再生位置を表示して、ウェブサイト
はウェブブラウザのヒストリ目録で一番最近に検索されたサイトを表示する。
【００４３】
　図示されたように、コンテンツのカテゴリ名称、終了当時画面のサムネイル、コンテン
ツの細部名称を共に表示することができて、使用者が特定ＵＩを選択すると、カテゴリに
含まれるコンテンツの中一番最近終了されたコンテンツを実行することができて、以外に
カテゴリに含まれるコンテンツの中実行された頻度が一番高いコンテンツを実行すること
もできる。
【００４４】
　図４は本発明によるディスプレイ装置１００の第１制御流れ図である。本発明によるデ
ィスプレイ装置１００は放送視聴以外にも多様なコンテンツに活用されることができる。
ディスプレイ装置１００はコンテンツを実行して、コンテンツを含む映像を表示するＳ１
１０。使用者から実行中である第１コンテンツと違う第２コンテンツを実行しろと入力を
受信する場合Ｓ１２０、ディスプレイ装置１００は使用者の入力によって第２コンテンツ
を実行して表示して１３０、従前に実行中であった第１コンテンツの実行を終了する１４
０。これによって、同時に一つのコンテンツだけが実行されるようにすることができる。
【００４５】
　ディスプレイ装置１００は第１コンテンツの実行が終了されると、終了された第１コン
テンツに関する情報を貯蔵するＳ１５０。この時、貯蔵される情報は第１コンテンツの種
類、中断された再生時間、中断当時の画面などになることもあって、こういう情報はディ
スプレイ装置１００の内部にＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）なとのような不
揮発性記憶装置を具備する貯蔵装置に貯蔵されることができる。
【００４６】
　ディスプレイ装置１００は終了された第１コンテンツに関するＵＩを生成して表示する
Ｓ１６０。この時、表示されるＵＩは終了された第１コンテンツ各々に対応する複数のＵ
Ｉを含むことが出来て、複数のＵＩ各々は第１コンテンツの実行終了当時の画面に対応す
るサムネイル（ｔｈｕｍｂｎａｉｌ）の形態に表示されることができて、コンテンツの種
類と題目などの情報が一緒に表示されることが出来る。
【００４７】
　ディスプレイ装置１００は第１コンテンツ及び第２コンテンツと違う第３コンテンツを
、第２コンテンツの実行中に実行する場合、第１コンテンツに対するＵＩ及び第２コンテ
ンツに対するＵＩを共に表示することができる。それによって、ディスプレイ装置１００
を通じて実行されたコンテンツの履歴を容易に確認することができる。
【００４８】
　各々のＵＩは最近終了された順序又は実行された頻度によって順に表示されることが出
来て、これに対しては図３を通じて説明した通りである。
【００４９】
　使用者は表示された複数のＵＩの中特定ＵＩを選択して、選択された特定ＵＩに対応す
るコンテンツを実行するようにすることができて、この時ディスプレイ装置１００は選択
されたコンテンツの終了時点でコンテンツの実行を再開することができる。これによって
、使用者がコンテンツの転換後、従前に使用していたコンテンツをまた実行する場合、終
了当時に実行していた部分から再開することが出来て使用者に便宜を提供して、特にハー
ドウエア的制約によって一つのコンテンツだけを実行することができる場合にもコンテン
ツの転換を自由に遂行することが出来る。
【００５０】
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　図５は本発明によるディスプレイ装置１００の第２制御流れ図である。
【００５１】
　ディスプレイ装置１００はコンテンツを実行して、コンテンツを含む映像を表示する（
Ｓ２１０）。ディスプレイ装置１００は使用者のコンテンツ使用履歴に基づいてコンテン
ツをカテゴリによって分類するＳ２２０。使用履歴はディスプレイ装置（１００）を通じ
て実行されたコンテンツのリストに該当する。
【００５２】
　ディスプレイ装置１００は分類された各々のカテゴリに対するＵＩを表示する（Ｓ２３
０）、ＵＩが表示される例に対しては図２を通じて説明した通りである。
【００５３】
　使用者の入力によって特定カテゴリに関するＵＩが選択されると、選択されたカテゴリ
に含まれるコンテンツの中一番最近終了されたコンテンツが実行されることができる。他
の例として選択されたカテゴリに含まれるコンテンツの中実行された頻度が一番高いコン
テンツを実行することもできる。
【００５４】
　以上添付された図面を参照して本発明の実施例を説明したが、本発明が属する 技術の
分野における通常の知識を有するた当業者は、本発明のその技術的思想や必須的な特徴が
変更されずに他の具体的な形態に実施されることができることを理解できる。それ故に、
以上で技術した実施例は全て例示的なことで限定的ではないのを理解すべきである。本発
明の範囲は前記詳しい説明よりは後述する特許請求範囲によって表せられて、特許請求範
囲の意味及び範囲そしてその均等概念から導出される全ての変更または変更された形態が
本発明の範囲に含まれることに解析される。
【符号の説明】
【００５５】
　　１００　　ディスプレイ装置
　　１１０　　ディスプレイ部
　　１２０　　貯蔵部
　　１３０　　ＵＩ生成部
　　１４０　　制御部
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