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(57)【要約】
【課題】表示装置の環境に対応し、ユーザーの満足度を
向上させる映像を表示装置に表示させることが可能なサ
ーバー装置を提供する。
【解決手段】映像配信サーバー１０は、表示装置１２の
環境に関する環境情報を取得する環境情報取得部３０ａ
と、検索条件に基づいて、インターネット１１上の機器
が有する画像情報、及び、文章情報を検索して取得し、
取得した画像情報、及び、文章情報に基づいて、これら
情報を組み合わせて表示させるための映像情報を生成し
、映像情報を表示装置１２に出力する情報処理部３０ｂ
と、を備え、情報処理部３０ｂは、環境情報取得部３０
ａにより取得された環境情報に基づいて、表示装置１２
の環境に対応させて、検索条件の内容を変更する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置にネットワークを介して接続されるサーバー装置において、
　前記表示装置の環境に関する環境情報を取得する環境情報取得手段と、
　検索条件に基づいて、前記ネットワーク上の機器が有する画像情報を検索して取得し、
取得した前記画像情報を表示させるための映像情報を生成し、生成した前記映像情報を前
記表示装置に出力する情報処理手段と、を備え、
　前記情報処理手段は、
　前記環境情報取得手段により取得された前記環境情報に基づいて、前記表示装置の環境
に対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とするサーバー装置。
【請求項２】
　前記情報処理手段は、
　前記検索条件に基づいて、前記ネットワーク上の機器が有する前記画像情報、及び、文
章情報を検索して取得し、取得した前記画像情報、及び、前記文章情報に基づいて、これ
ら情報を組み合わせて表示させるための前記映像情報を生成し、生成した前記映像情報を
前記表示装置に出力することを特徴とする請求項１に記載のサーバー装置。
【請求項３】
　前記検索条件とは、前記ネットワーク上の機器が有する各種情報に対応付けられたメタ
データの検索方法のことであり、
　前記情報処理手段は、
　前記環境情報取得手段により取得された前記環境情報に基づいて、前記メタデータの検
索方法を変更することを特徴とする請求項１又は２に記載のサーバー装置。
【請求項４】
　前記環境情報取得手段は、
　前記環境情報として、前記表示装置が設けられた位置を示す設置位置情報を取得し、
　前記情報処理手段は、
　前記環境情報取得手段により取得された前記設置位置情報に基づいて、又は、前記設置
位置情報と他の前記環境情報との組み合わせに基づいて、前記表示装置が設置された位置
に対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とする請求項１ないし３のいず
れかに記載のサーバー装置。
【請求項５】
　前記情報処理手段は、
　前記設置位置情報に基づいて、前記表示装置が設置された場所の属性を取得し、前記表
示装置が設置された場所の属性に対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴
とする請求項４に記載のサーバー装置。
【請求項６】
　前記表示装置は、自身の位置を示す情報を取得する機能を有し、
　前記環境情報取得手段は、
　前記表示装置から前記ネットワークを介した通信により、前記表示装置の位置を示す情
報を取得し、取得した情報に基づいて、前記設置位置情報を取得することを特徴とする請
求項４又は５に記載のサーバー装置。
【請求項７】
　前記表示装置の近傍に位置し、自身の位置を示す情報を取得する機能を有する外部機器
と、前記ネットワークを介して通信可能に構成され、
　前記環境情報取得手段は、
　前記外部機器から前記ネットワークを介した通信により、前記外部機器の位置を示す情
報を取得し、取得した情報に基づいて、前記設置位置情報を取得することを特徴とする請
求項４又は５に記載のサーバー装置。
【請求項８】
　前記環境情報取得手段は、
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　前記環境情報として、現在の日時に関する日時情報を取得し、
　前記情報処理手段は、
　前記環境情報取得手段により取得された前記日時情報に基づいて、又は、前記日時情報
と他の前記環境情報との組み合わせに基づいて、現在の日時に対応させて、前記検索条件
の内容を変更することを特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載のサーバー装置。
【請求項９】
　前記表示装置は、周辺を撮影して撮影画像を生成する撮影手段を備え、
　前記環境情報取得手段は、
　前記環境情報として、前記表示装置から前記ネットワークを介した通信により前記撮影
画像を取得し、
　前記情報処理手段は、
　前記環境情報取得手段により取得された前記撮影画像に基づいて、又は、前記撮影画像
と他の前記環境情報との組み合わせに基づいて、前記撮影画像が示す前記表示装置の環境
に対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とする請求項１ないし８のいず
れかに記載のサーバー装置。
【請求項１０】
　前記情報処理手段は、
　前記撮影画像に基づいて、前記表示装置の周辺の明るさを検出し、当該明るさに対応さ
せて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とする請求項９に記載のサーバー装置。
【請求項１１】
　前記情報処理手段は、
　前記撮影画像に基づいて、前記表示装置の周辺に存在する人間の多寡を検出し、当該人
間の多寡に対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とする請求項９又は１
０に記載のサーバー装置。
【請求項１２】
　前記表示装置は、音声を収音して収音情報を生成する収音手段を備え、
　前記環境情報取得手段は、
　前記環境情報として、前記表示装置から前記ネットワークを介した通信により前記収音
情報を取得し、
　前記情報処理手段は、
　前記環境情報取得手段により取得された前記収音情報に基づいて、又は、前記収音情報
と他の前記環境情報との組み合わせに基づいて、前記収音情報が示す前記表示装置の環境
に対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とする請求項１ないし１１のい
ずれかに記載のサーバー装置。
【請求項１３】
　前記情報処理手段は、
　前記収音情報に基づいて、前記表示装置が設置された場所に音楽が流れているか否かを
判別し、音楽が流れている場合は、音楽に対応させて、前記検索条件の内容を変更するこ
とを特徴とする請求項１２に記載のサーバー装置。
【請求項１４】
　前記環境情報取得手段は、
　前記環境情報として、前記表示装置が設置された場所の気象に関する気象情報を取得し
、
　前記情報処理手段は、
　前記環境情報取得手段により取得された前記気象情報に基づいて、又は、前記気象情報
と他の前記環境情報との組み合わせに基づいて、前記表示装置が設置された場所の気象に
対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とする請求項１ないし１３のいず
れかに記載のサーバー装置。
【請求項１５】
　端末と前記ネットワークを介して通信可能に構成され、
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　前記情報処理手段は、
　前記映像情報を前記表示装置に出力中、前記端末からの指示に応じて、前記表示装置に
出力した前記映像情報に含まれる前記文章情報に関連する情報を記憶する一方、
　前記端末からの要求に応じて、記憶した前記文章情報、及び、前記文章情報に関連する
情報を前記端末に出力することを特徴とする請求項１ないし１４のいずれかに記載のサー
バー装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置にネットワークを介して接続されるサーバー装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、表示パネルを有する表示装置（映像情報受信端末）と、この表示装置にインター
ネットを介して接続され、この表示装置に映像を配信するサーバー装置（映像配信管理サ
ーバー）とを備えたシステムが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２２１４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここで、上述した表示装置は、喫茶店や、バー等の飲食店、金融機関の待合室や、オフ
ィスビルの共用スペース等、様々な場所に設けることが可能であり、また、表示装置が設
置された空間の雰囲気や、当該空間に存在する人間の人数等は時間帯、天気、その他の要
因により変化し、一定ではない。すなわち、表示装置の環境は、様々な要因により変化す
る。そして、表示装置が表示する映像を、当該表示装置の環境に対応させることができれ
ば、映像を視認するユーザーの満足度を向上できる。
　また、表示装置が表示する映像を、ユーザーに飽きが来ず、かつ、ユーザーの感性に効
果的に訴えるものとすることができれば、ユーザーの満足度の向上につながり、さらに、
表示装置及びサーバー装置からなるシステムの商品としての魅力、価値を向上できる。
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、環境に対応し、ユーザーの満足
度を向上させる映像を表示装置に表示させることが可能なサーバー装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成するために、本発明は、表示装置にネットワークを介して接続されるサ
ーバー装置において、前記表示装置の環境に関する環境情報を取得する環境情報取得手段
と、検索条件に基づいて、前記ネットワーク上の機器が有する画像情報を検索して取得し
、取得した前記画像情報を表示させるための映像情報を生成し、生成した前記映像情報を
前記表示装置に出力する情報処理手段と、を備え、前記情報処理手段は、前記環境情報取
得手段により取得された前記環境情報に基づいて、前記表示装置の環境に対応させて、前
記検索条件の内容を変更することを特徴とする。
　ここで、画像情報とは、静止画ファイル、動画ファイル等の、所定の表示手段に静止画
や、動画としての画像を表示するための情報（データ、データ群）を指す。近年、インタ
ーネットの発達や、インターネットを介して利用可能なサービスの拡充に伴い、風景画や
、アニメーション、プロモーションビデオ等に係る静止画ファイルや、動画ファイル等の
画像情報がネットワーク上に無数に存在している、という現状がある。このことを踏まえ
、上記構成によれば、情報処理手段は、検索条件に基づいて、ネットワーク上の機器に記
憶された画像情報を検索して取得し、取得した画像情報に基づいて映像情報を生成し、映
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像情報を表示装置に出力する。このため、サーバー装置は、表示装置に、何らかの規則に
従って同様の映像を繰り返し表示させるのではなく、ネットワーク上に無数に存在する画
像情報を好適に活用して、非常に広大な選択肢の中からランダムに映像を表示させること
が可能となり、ユーザーを飽きさせず、ユーザーの満足度を向上させる映像を表示させる
ことが可能となる。
　さらに、上記構成によれば、環境情報取得手段は、表示装置が設置された環境に関する
環境情報を取得する一方、情報処理手段は、環境情報取得手段により取得された環境情報
に基づいて、表示装置が設置された環境に対応させて、検索条件の内容を変更する。この
ため、サーバー装置は、表示装置が設置された環境に対応する画像情報を検索、収集する
ことが可能となり、これにより、表示装置に、当該表示装置が設置された環境に対応した
映像を表示させることが可能となる。なお、環境情報取得手段が、環境情報を取得する方
法は、どのような態様であってもよく、例えば、サーバー装置に対して、直接、又は、ネ
ットワーク等を介して間接的に、人為的手段を含む手段により環境情報が入力されるよう
にしてもよく、また、人為的手段を介さず、オートマチックな手段により環境情報を検知
し、取得するようにしてもよい。
【０００６】
　また、本発明は、前記情報処理手段は、前記検索条件に基づいて、前記ネットワーク上
の機器が有する前記画像情報、及び、文章情報を検索して取得し、取得した前記画像情報
、及び、前記文章情報に基づいて、これら情報を組み合わせて表示させるための前記映像
情報を生成し、生成した前記映像情報を前記表示装置に出力することを特徴とする。
　ここで、文章情報とは、文字によって表現される情報であって、言語としての意味を持
った情報のことである。近年、インターネットの発達や、インターネットを介して利用可
能なサービスの拡充に伴い、ニュースや、気象情報、記事に係る文章、宣伝広告等に係る
文章情報がネットワーク上に無数に存在している、という現状がある。このことを踏まえ
、上記構成によれば、情報処理手段は、検索条件に基づいて、ネットワーク上の機器に記
憶された画像情報、及び、文章情報を検索して取得し、取得した画像情報、及び、文章情
報に基づいて、これら情報を組み合わせて表示させるための映像情報を生成し、映像情報
を表示装置に出力する。このため、サーバー装置は、表示装置に、何らかの規則に従って
同様の映像を繰り返し表示させるのではなく、ネットワーク上に無数に存在する画像情報
、及び、文章情報を好適に活用して、非常に広大な選択肢の中からランダムに映像を表示
させることが可能となり、ユーザーを飽きさせず、ユーザーの満足度を向上させる映像を
表示させることが可能となる。
　さらに、情報処理手段は、検索条件に基づいて、ネットワーク上の機器に記憶された画
像情報、及び、文章情報を検索して取得し、取得した画像情報、及び、文章情報に基づい
て、これら情報を「組み合わせて」表示させるための映像情報を生成し、映像情報を表示
装置に出力する。このように、検索条件に基づいて、画像情報、及び、文章情報を検索す
ることにより、画像情報、及び、文章情報について、無秩序に収集するのではなく、何ら
かの統一性や、関連性を持たせて適切に検索し、収集可能である。そして、適切に検索し
、収集した画像情報と、文章情報とを組み合わせて表示させることにより、画像情報に基
づいて表示される画像（動画、静止画）によりユーザーの直感的な感性に訴えつつ、文章
情報に基づいて表示される文章によりユーザーの論理的な思考を刺激することができ、ユ
ーザーの感性に多面的、かつ、効果的に訴える映像を表示させることが可能となり、これ
に伴って、ユーザーの満足度を向上させる映像を表示させることが可能となる。
　特に、上記構成によれば、画像情報と、文章情報とを独立して検索し、収集した上で、
これら情報を組み合わせて映像情報を生成するため、画像情報に基づく画像と、文章情報
に基づく文章との多彩な組み合わせを映像として提供することができ、この点でも、ユー
ザーを飽きさせない。さらに、画像と文章とのランダムな組み合わせがユーザーの感性に
訴えるという点で、偶発的に予期せぬ相乗効果を生むことがあり、この点で、エンターテ
インメント性が高い映像を提供可能である。
【０００７】
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　また、本発明は、前記検索条件とは、前記ネットワーク上の機器が有する各種情報に対
応付けられたメタデータの検索方法のことであり、前記情報処理手段は、前記環境情報取
得手段により取得された前記環境情報に基づいて、前記メタデータの検索方法を変更する
ことを特徴とする。
　ここで、一般に、ネットワーク上の画像情報や、文章情報には、所定のフォーマットに
準拠して、メタデータが付与されており、このメタデータをキーとして検索が行われる。
そして、上記構成によれば、環境情報に基づいてメタデータの検索方法を変更する、とい
う簡易な手法により、表示装置の環境に対応する情報を検索し、収集可能である。
【０００８】
　また、本発明は、前記環境情報取得手段は、前記環境情報として、前記表示装置が設け
られた位置を示す設置位置情報を取得し、前記情報処理手段は、前記環境情報取得手段に
より取得された前記設置位置情報に基づいて、又は、前記設置位置情報と他の前記環境情
報との組み合わせに基づいて、前記表示装置が設置された位置に対応させて、前記検索条
件の内容を変更することを特徴とする。
　ここで、表示装置がどういう場所に設けられているのか、例えば、ビジネス街の喫茶店
に設けられているのか、繁華街の居酒屋に設けられているのか等に応じて、表示装置の環
境は異なる。そして、上記構成によれば、情報処理手段は、表示装置が設けられた位置を
示す設置位置情報に基づいて、検索条件を変更するため、表示装置が設けられた位置に対
応して適切な画像情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置に、当該表示装置の
環境に対応した映像を表示させることが可能となる。
【０００９】
　また、本発明は、前記情報処理手段は、前記設置位置情報に基づいて、前記表示装置が
設置された場所の属性を取得し、前記表示装置が設置された場所の属性に対応させて、前
記検索条件の内容を変更することを特徴とする。
　ここで、表示装置が設置された場所の属性とは、例えば、オフィス街や、繁華街、住宅
街といった区域の、特徴、性質に応じた区分や、喫茶店や、居酒屋、カラオケハウス等の
表示装置が設けられる空間の用途に応じた区分等、場所によって変化する属性のことであ
る。表示装置が設置された場所の属性に応じて、表示装置の環境は異なる。そして、上記
構成によれば、情報処理手段は、表示装置が設けられた場所の属性に対応して適切な画像
情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置に、当該表示装置の場所の属性に対応
した映像を表示させることが可能となる。
【００１０】
　また、本発明は、前記表示装置は、自身の位置を示す情報を取得する機能を有し、前記
環境情報取得手段は、前記表示装置から前記ネットワークを介した通信により、前記表示
装置の位置を示す情報を取得し、取得した情報に基づいて、前記設置位置情報を取得する
ことを特徴とする。
　この構成によれば、環境情報取得手段は、表示装置の機能を利用して、確実に、設置位
置情報を取得可能である。
【００１１】
　また、本発明は、前記表示装置の近傍に位置し、自身の位置を示す情報を取得する機能
を有する外部機器と、前記ネットワークを介して通信可能に構成され、前記環境情報取得
手段は、前記外部機器から前記ネットワークを介した通信により、前記外部機器の位置を
示す情報を取得し、取得した情報に基づいて、前記設置位置情報を取得することを特徴と
する。
　この構成によれば、環境情報取得手段は、外部機器と通信可能であること、及び、外部
機器の機能を利用して、確実に、設置位置情報を取得可能である。
【００１２】
　また、本発明は、前記環境情報取得手段は、前記環境情報として、現在の日時に関する
日時情報を取得し、前記情報処理手段は、前記環境情報取得手段により取得された前記日
時情報に基づいて、又は、前記日時情報と他の前記環境情報との組み合わせに基づいて、
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現在の日時に対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とする。
　ここで、日時に関する日時情報とは、時刻や、年月日、時間帯、曜日、季節等、「時間
」の概念を含んだ情報を広く示している。そして、現在の日時によって、表示装置の環境
は異なる。例えば、朝と、夜とでは表示装置の環境は異なり、従って表示装置によって表
示すべき環境に応じた映像も異なる。そして、上記構成によれば、情報処理手段は、現在
の日時に対応した適切な画像情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置に、現在
の日時に対応した映像を表示させることが可能となる。
【００１３】
　また、本発明は、前記表示装置は、周辺を撮影して撮影画像を生成する撮影手段を備え
、前記環境情報取得手段は、前記環境情報として、前記表示装置から前記ネットワークを
介した通信により前記撮影画像を取得し、前記情報処理手段は、前記環境情報取得手段に
より取得された前記撮影画像に基づいて、又は、前記撮影画像と他の前記環境情報との組
み合わせに基づいて、前記撮影画像が示す前記表示装置の環境に対応させて、前記検索条
件の内容を変更することを特徴とする。
　この構成によれば、情報処理手段は、表示装置の周辺を撮影することによって生成され
た撮影画像に基づいて検索条件の内容を変更するため、撮影画像から分析される表示装置
の実際の環境に対応した適切な画像情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置に
、環境に対応した映像を表示させることが可能となる。
【００１４】
　また、本発明は、前記情報処理手段は、前記撮影画像に基づいて、前記表示装置の周辺
の明るさを検出し、当該明るさに対応させて、前記検索条件の内容を変更することを特徴
とする。
　ここで、表示装置の周辺の明るさによって、表示装置の周辺の雰囲気は異なり、従って
、表示装置によって表示すべき環境に応じた映像も異なる。そして、上記構成によれば、
情報処理手段は、表示装置の周辺の明るさに対応して適切な画像情報、文章情報を検索、
収集でき、かつ、表示装置に、当該表示装置の周辺の明るさに対応した映像を表示させる
ことが可能となる。
【００１５】
　また、本発明は、前記情報処理手段は、前記撮影画像に基づいて、前記表示装置の周辺
に存在する人間の多寡を検出し、当該人間の多寡に対応させて、前記検索条件の内容を変
更することを特徴とする。
　ここで、表示装置の周辺に存在する人間の人数により、表示装置の周辺の雰囲気は異な
り、従って、表示装置によって表示すべき環境に応じた映像も異なる。そして、上記構成
によれば、情報処理手段は、表示装置の周辺に存在する人間の人数に対応して適切な画像
情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置に、当該表示装置の周辺に存在する人
間の人数に対応した映像を表示させることが可能となる。
【００１６】
　また、本発明は、前記表示装置は、音声を収音して収音情報を生成する収音手段を備え
、前記環境情報取得手段は、前記環境情報として、前記表示装置から前記ネットワークを
介した通信により前記収音情報を取得し、前記情報処理手段は、前記環境情報取得手段に
より取得された前記収音情報に基づいて、又は、前記収音情報と他の前記環境情報との組
み合わせに基づいて、前記収音情報が示す前記表示装置の環境に対応させて、前記検索条
件の内容を変更することを特徴とする。
　ここで、表示装置の周辺の音声、例えば、環境音の状況により、表示装置の周辺の雰囲
気は異なり、従って、表示装置によって表示すべき環境に応じた映像も異なる。そして、
上記構成によれば、情報処理手段は、表示装置の周辺の音声の状況に対応して適切な画像
情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置に、当該表示装置の周辺の音声の状況
に対応した映像を表示させることが可能となる。
【００１７】
　また、本発明は、前記情報処理手段は、前記収音情報に基づいて、前記表示装置が設置
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された場所に音楽が流れているか否かを判別し、音楽が流れている場合は、音楽に対応さ
せて、前記検索条件の内容を変更することを特徴とする。
　ここで、表示装置が設置された場所にどのような音楽が流れているか否かによって、表
示装置によって表示すべき環境に応じた映像も異なる。そして、上記構成によれば、情報
処理手段は、表示装置が設置された場所に流れている音楽に対応して適切な画像情報、文
章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置に、当該表示装置が設置された場所に流れてい
る音楽に対応した映像を表示させることが可能となる。
【００１８】
　また、本発明は、前記環境情報取得手段は、前記環境情報として、前記表示装置が設置
された場所の気象に関する気象情報を取得し、前記情報処理手段は、前記環境情報取得手
段により取得された前記気象情報に基づいて、又は、前記気象情報と他の前記環境情報と
の組み合わせに基づいて、前記表示装置が設置された場所の気象に対応させて、前記検索
条件の内容を変更することを特徴とする。
　ここで、表示装置が設置された場所の気象によって、表示装置の周辺の雰囲気は異なり
、従って、表示装置によって表示すべき環境に応じた映像も異なる。そして、上記構成に
よれば、情報処理手段は、表示装置が設置された場所の気象に対応して適切な画像情報、
文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置に、当該表示装置の周辺の気象に対応した映
像を表示させることが可能となる。
【００１９】
　また、本発明は、端末と前記ネットワークを介して通信可能に構成され、前記情報処理
手段は、前記映像情報を前記表示装置に出力中、前記端末からの指示に応じて、前記表示
装置に出力した前記映像情報に含まれる前記文章情報に関連する情報を記憶する一方、前
記端末からの要求に応じて、記憶した前記文章情報、及び、前記文章情報に関連する情報
を前記端末に出力することを特徴とする。
　この構成によれば、ユーザーは、以下のような動作を行うことができる。すなわち、表
示装置が表示する映像を視認していたユーザーは、表示された文章に気になるものがあっ
たときに、自身が所有する端末を操作する。すると、端末からサーバー装置に対して所定
のデータが出力され、サーバー装置の情報処理手段は、当該文章に係る文章情報、及び、
文章情報に関連する情報を記憶する。そして、ユーザーは、気になった文章について詳細
に知りたい場合、サーバー装置にアクセスして、文章情報や、文章情報に関連する情報を
取得する。
　これにより、ユーザーは、単に、文章情報に基づく文章を視認するだけでなく、自身に
必要な文章や、着目すべき文章があった場合は、積極的に、当該文章や、当該文章に関連
する情報を取得することができ、より利便性が向上する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、環境に対応し、ユーザーの満足度を向上させる映像を表示装置に表示
させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態に係る映像配信システムの構成を示す図である。
【図２】映像配信サーバー、及び、表示装置の機能的構成を示すブロック図である。
【図３】表示装置に表示される映像の一例を示す図である。
【図４】映像配信サーバーの動作を示すフローチャートである。
【図５】第１～第６検索キーテーブルの内容を模式的に示す図である。
【図６】映像配信サーバーの動作を示すフローチャートである。
【図７】定義感情Ｋと、心理的効能種別Ｓと、大タグＤとの関係を模式的に表わす図であ
る。
【図８】映像配信サーバーの動作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】
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【００２２】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。
＜第１実施形態＞
　図１は、本実施形態に係る映像配信システム１の構成を示す図である。
　図１に示すように、映像配信システム１は、映像配信サーバー１０（サーバー装置）を
備えている。
　映像配信サーバー１０は、後述する映像配信サービスを提供するサービス提供会社が開
発、保守、運営するサーバー装置であり、映像配信サービスは、この映像配信サーバー１
０におけるソフトウェアとハードウェアとの協働により実現される機能によって提供され
る。
　映像配信サーバー１０は、インターネット１１（ネットワーク）に接続されており、イ
ンターネット１１を介して、他の装置と通信可能である。映像配信サーバー１０と、他の
装置との間では、必要に応じて、所定の暗号化プロトコルに準じた通信や、仮想専用線等
の既存の技術によりセキュアな通信が行われる。
【００２３】
　図１に示すように、インターネット１１には、複数の表示装置１２が接続されている。
この表示装置１２は、（１）インターネット１１等のネットワークを介して映像配信サー
バー１０と通信する機能、及び、（２）液晶表示パネルや有機ＥＬパネル等の所定の表示
手段に映像を表示する機能、を有していれば何であってもよく、例えば、スマートテレビ
と呼ばれるインターネット１１への接続機能を有するテレビや、パーソナルコンピュータ
ー、タブレット端末等の携帯端末、スマートフォン等の携帯電話等を本実施形態に係る表
示装置１２として利用できる。本例では、ネットワークの例として、インターネット１１
を挙げるが、映像配信サーバー１０と、表示装置１２との間のネットワークは、物理的、
仮想的な専用線、所定の回線等、存在する全てのネットワークを適用可能である。
　本実施形態に係る映像配信サービスは、映像配信サーバー１０の機能により、社会に存
在しない新たな態様で表示装置１２に映像を表示することを目的の１つとしている。そし
て、この映像配信サービスは、例えば、以下のような態様で適用されることが想定されて
いる。
【００２４】
　一例としては、表示装置１２が、喫茶店や、レストラン、居酒屋等の飲食店の店舗の中
であって、来店した顧客（以下、表示装置１２を視認する者を総じて「ユーザー」と表現
する。）が視認できる位置に設けられる。そして、後に詳述するとおり、映像配信サーバ
ー１０は、表示装置１２の環境に対応し、ユーザーにとって快適で、ユーザーの感性に訴
える映像を、表示装置１２に継続して表示させる。例えば、飲食店で会話を楽しんでいる
ユーザーは、会話の合間に表示装置１２を視認して、会話の話題を見つけたり、また例え
ば、自身のＰＣを利用して書類を作成する等の作業をしているユーザーは、作業の合間に
表示装置１２を視認して、何らかのひらめきを得たり、また例えば、一人で飲食をしてい
るユーザーは、表示装置１２を何となく視認し、快適さを感じつつ、退屈を紛らわすこと
ができる。ここで挙げた例は、あくまでも一例であり、オフィスビルの共用スペースや、
会議室、病院や金融機関、駅等の待合室、教室、カラオケハウスの個室、個人宅等、人間
が集まる場所、人間が往来する場所に広く表示装置１２を設けることができ、後に明らか
となるとおり、映像配信サーバー１０は、表示装置１２が設けられた場所やその他の事象
に応じて、環境に応じた適切な映像を表示装置１２に表示させる。
【００２５】
　図１に示すように、映像配信サーバー１０には、基地局１３が接続された電話回線網１
４を介して、又は、無線ＬＡＮに係るアクセスポイントを介して、携帯電話１５（端末）
が通信可能に接続されている。この携帯電話１５は、表示装置１２を視認するユーザーが
所有するものである。例えば、表示装置１２が飲食店に設けられている場合は、携帯電話
１５は、飲食店に来店し表示装置１２に表示された映像を視認するユーザーが所有するも
のである。
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【００２６】
　また、図１に示すように、インターネット１１には、画像情報提供サーバー１８、文章
情報提供サーバー１９、及び、音声情報提供サーバー２０が接続されている。
　画像情報提供サーバー１８とは、映像配信サーバー１０に対して、画像情報を提供可能
なサーバーのことである。画像情報とは、例えば、ＪＰＥＧ方式等の所定の形式の静止画
ファイル、ＭＰＥＧ方式等の所定の形式の動画ファイル等、静止画や、動画を表示手段に
表示するための情報（データ、データ群）のことである。
　例えば、画像情報提供サーバー１８は、動画投稿サイトや静止画投稿サイトに係るサー
バーであり、この場合、画像情報は、投稿された動画ファイルや静止画ファイルである。
また例えば、画像情報提供サーバー１８は、企業のホームページや、個人のブログに係る
サーバーであり、この場合、画像情報は、アップロードされた動画ファイルや静止画ファ
イルである。また例えば、画像情報提供サーバー１８は、プロモーションビデオ等の映像
コンテンツの配信を業として行っている企業、組織が管理するサーバーであり、この場合
、画像情報は、提供される動画、静止画に係るコンテンツである。すなわち、近年、イン
ターネット１１に関連する技術が発達し、また、インターネット１１を介したサービスが
拡充しており、インターネット１１に接続された無数のサーバー装置に、無数に画像情報
が記憶されている。そして、画像情報提供サーバー１８は、自身が記憶する画像情報を映
像配信サーバー１０に提供可能なサーバー装置の１つを便宜的に表現したものである。な
お、画像情報提供サーバー１８から、映像配信サーバー１０に対して、画像情報を提供す
るためには、著作権の問題をクリアーする必要があるが、本実施形態では、映像配信サー
バー１０を配信する主体と、サービス提供会社との間で必要な契約が結ばれる等して、著
作権の問題は完全にクリアーされているものとする。この点は、後述する文章情報、音声
情報についても同様である。
　なお、以下の説明では、静止画や、動画を総称して「画像」と表現し、後述する「文章
」と明確に区別する。
【００２７】
　また、文章情報提供サーバー１９とは、映像配信サーバー１０に対して、文章情報を提
供可能なサーバーのことである。文章情報とは、文字によって表現される情報であって、
言語としての意味を持った情報のことであり、例えば、文章として表現されたニュース、
記事、日記、広告等のことである。
　例えば、文章情報提供サーバー１９は、通信社、新聞社等のニュースを配信、提供する
主体が管理するサーバーであり、この場合、文章情報は、ニュースに係る情報である。こ
の他、文章情報として、ホームページやブログ等に記述された文章に係る情報、短文投稿
サイトに投稿された文章に係る情報等がある。近年、インターネット１１に接続された無
数のサーバー装置に、無数に文章情報が記憶されている。そして、文章情報提供サーバー
１９は、自身が記憶する文章情報を映像配信サーバー１０に提供可能なサーバー装置の１
つを便宜的に表現したものである。
　また、音声情報提供サーバー２０とは、映像配信サーバー１０に対して、音声情報を提
供可能なサーバーのことである。音声情報とは、ＭＰ３等の所定の形式の音声ファイル等
、音声に関する情報を保持する情報（データ、データ群）のことである。音声情報提供サ
ーバー２０は、例えば、音楽投稿サイトに係るサーバーであり、この場合、音声情報は、
投稿された音声ファイルである。また例えば、画像情報提供サーバー１８は、企業のホー
ムページや、個人のブログに係るサーバーであり、この場合、画像情報は、アップロード
された音声ファイルである。また例えば、画像情報提供サーバー１８は、音楽コンテンツ
の配信を業として行っている企業、組織が管理するサーバーであり、この場合、音声情報
は、提供される音楽に係るコンテンツである。すなわち、近年、インターネット１１に接
続された無数のサーバー装置に、無数に音声情報が記憶されている。そして、音声情報提
供サーバー２０は、自身が記憶する音声情報を映像配信サーバー１０に提供可能なサーバ
ー装置の１つを便宜的に表現したものである。
【００２８】
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　また、図１に示すように、インターネット１１には、気象情報通知サーバー２１が接続
されている。この気象情報通知サーバー２１は、各エリアの天気等、気象に関する情報を
通知する機能を有するサーバー装置である。気象情報通知サーバー２１を管理する主体と
、サービス提供会社の間では、必要な契約が結ばれており、映像配信サーバー１０は、適
宜、気象情報通知サーバー２１にアクセスし、気象に関する必要な情報を取得できる。
【００２９】
　図２は、映像配信サーバー１０、及び、表示装置１２の機能的構成を示すブロック図で
ある。
　図２に示すように、映像配信サーバー１０は、制御部３０と、表示部３１と、入力部３
２と、記憶部３３と、インターフェイス部３４と、を備えている。
　制御部３０は、映像配信サーバー１０の各部を中枢的に制御するものであり、演算実行
部としてのＣＰＵや、このＣＰＵに実行される各種プログラムを不揮発的に記憶するＲＯ
Ｍ、ＣＰＵに実行されるプログラムやこのプログラムに係るデータ等を一時的に記憶する
ＲＡＭ、その他の周辺回路等を備えている。制御部３０は、環境情報取得部３０ａ（環境
情報取得手段）と、情報処理部３０ｂ（情報処理手段）とを備えているが、これらについ
ては後述する。これら環境情報取得部３０ａ、及び、情報処理部３０ｂの機能は、制御部
３０のＣＰＵが所定のプログラムを読み出して実行する等、ハードウェアとソフトウェア
との協働により実現される。
　表示部３１は、液晶表示パネル等の表示パネルを備え、制御部３０の制御の下、表示パ
ネルに各種情報を表示する。
　入力部３２は、所定の入力デバイスに接続され、入力デバイスに対する操作を検出し、
制御部３０に出力する。
　記憶部３３は、ハードディスク等の不揮発性の記憶装置を備え、各種データを書き換え
可能に不揮発的に記憶する。
　インターフェイス部３４は、制御部３０の制御の下、インターネット１１を介して、表
示装置１２を含む各種装置と通信規格に準拠した通信を行う。
　なお、映像配信サーバー１０の構成は、図２に示すものに限らず、例えば、複数のサー
バー装置が連係した構成であってもよく、また、集中型システム、分散型システムの一部
の機能であってもよい。すなわち、後述する映像配信サーバーに係る各種機能を実現可能
な構成であれば、その形態を問わない。
【００３０】
　また、図２に示すように、表示装置１２は、装置側制御部４０と、装置側表示部４１と
、装置側入力部４２と、位置検出部４３と、カメラ装置４４と、音声処理部４５と、イン
ターフェイス部４６と、を備えている。
　装置側制御部４０は、表示装置１２の各部を中枢的に制御するものであり、ＣＰＵや、
ＲＯＭ、ＲＡＭ、その他の周辺回路等を備えている。
　装置側表示部４１は、液晶表示パネルや有機ＥＬパネル等の表示パネル４１ａを備え、
装置側制御部４０の制御の下、表示パネル４１ａに所定の映像を表示する。
　装置側入力部４２は、表示装置１２に設けられた操作スイッチに接続され、操作スイッ
チに対する操作を検出し、装置側制御部４０に出力する。
　位置検出部４３は、ＧＰＳ（Global Positioning System）衛星から送信されているＧ
ＰＳ電波を受信するアンテナを備え、ＧＰＳ電波に基づいて、図示せぬ記憶部に記憶され
た地図データを参照した上で、表示装置１２が設けられた位置の座標（経度、緯度）を示
す設置位置情報を生成し、装置側制御部４０に出力する。
　カメラ装置４４（撮影手段）は、ＣＣＤイメージセンサーやＣＭＯＳイメージセンサー
等の撮像素子、撮影レンズ群、ズームやフォーカス等の調整を行うためにレンズ群を駆動
するレンズ駆動部等を備え、装置側制御部４０の制御の下、撮影を行う。装置側制御部４
０は、インストールされた所定のアプリケーションの機能によって、撮像素子の出力に基
づいて、撮影画像を生成する。
　音声処理部４５（収音手段）は、スピーカー４８と接続されており、装置側制御部４０



(12) JP 2014-75076 A 2014.4.24

10

20

30

40

50

から入力された音声信号をデジタル／アナログ変換してスピーカー４８に出力することに
よって、音声信号に係る音声を外部へ放音する。また、音声処理部４５は、マイク４９と
接続されており、マイク４９によって収音された音声に係る信号をアナログ／デジタル変
換して収音情報を生成し、装置側制御部４０に出力する。
　インターフェイス部４６は、装置側制御部４０の制御の下、通信可能な各種機器と、通
信規格に準拠した通信を行う。
　なお、図２の表示装置１２は、一例に過ぎず、表示装置１２の種類（スマートテレビ、
パーソナルコンピューター等）に応じて、任意の構成を取り得る。
【００３１】
　次に、映像配信サービスについて詳述する。
　まず、映像配信サービスを提供時の映像配信サーバー１０の基本的な動作について簡単
に説明する。
　映像配信サービスとは、基本的には、映像配信サーバー１０が表示装置１２に映像を配
信し（映像情報を出力し）、表示装置１２に映像を表示させるサービスである。映像の配
信方法は、ストリーミング再生や、表示装置１２に一旦ファイルをダウンロードさせて、
ダウンロードさせたファイルを開かせて再生させる方法等、存在する配信方法のいずれを
も適用可能である。
　映像配信サービスに際し、映像配信サーバー１０の情報処理部３０ｂは、検索キーを利
用した所定の検索式（検索条件）により、画像情報提供サーバー１８により提供される画
像情報の中から、検索条件に合致した画像情報を検索し、取得する（ダウンロードする）
。すなわち、情報処理部３０ｂは、インターネット１１上に無数に存在する画像情報のう
ち取得可能なものの中から、検索条件に合致するものを検索する。
　周知の通り、通常、画像情報には、検索するときのタグとして使用されることが想定さ
れたメタデータが格納されている。例えば、ＪＰＥＧファイルの所定のエリアに形成され
たコメントセグメントには、検索するときのタグとして使用可能なメタデータが格納され
ており、また例えば、ＭＰＥＧ－７ファイルでは、メタデータがＸＭＬにより記述可能で
ある。そして、情報処理部３０ｂは、画像情報のメタデータを利用して検索を行う既存の
検索エンジンの機能を利用して、検索条件に合致した画像情報を検索し、取得する。なお
、画像情報を検索する機能は、映像配信サーバー１０自体に実装されていてもよく、外部
のサーバーの機能を利用するようにしてもよい。
【００３２】
　同様にして、情報処理部３０ｂは、検索キーを利用した検索式（検索条件）により、文
章情報提供サーバー１９により提供される文章情報の中から、検索条件に合致した文章情
報を検索し、取得する（ダウンロードする）。すなわち、情報処理部３０ｂは、インター
ネット１１上に無数に存在する文章情報のうち取得可能なものの中から、検索条件に合致
するものを検索する。
　例えば、通信社等が管理するサーバーが配信するニュースに係る文章情報の場合、通常
、ニュースに係る文章情報ごとにメタデータとしてのタグ（例えば、時事、緊急速報、ス
ポーツ、芸能等）が対応付けられているため、情報処理部３０ｂは、当該タグを利用して
検索を行う所定の検索エンジンの機能を利用して、検索条件に合致した文章情報を検索す
る。また例えば、文章情報が、企業、個人のホームページ上に記述された文章に係る情報
である場合、情報処理部３０ｂは、メタデータとしての索引情報を利用して検索を行う所
定の検索エンジンの機能を利用して、検索条件に合致した文章情報を検索する。
　さらに、情報処理部３０ｂは、検索キーを利用した検索式（検索条件）により、音声情
報提供サーバー２０により提供される音声情報の中から、検索条件に合致した音声情報を
検索し、取得する（ダウンロードする）。すなわち、情報処理部３０ｂは、インターネッ
ト１１上に無数に存在する音声情報のうち取得可能なものについて、検索条件に合致する
ものを検索する。周知の通り、楽曲情報には、検索するときのタグとして使用されること
が想定されたメタデータ（例えば、ＭＰ３ファイルのメタデータ）が格納されているため
、情報処理部３０ｂは、メタデータを利用して検索を行う既存の検索エンジンの機能を利
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用して、検索条件に合致した画像情報を検索し、取得する。
【００３３】
　以上のようにして、画像情報、文章情報、及び、音声情報のそれぞれを検索した後、情
報処理部３０ｂは、画像情報に基づく画像（動画、静止画）と、文章情報に基づく文章と
を組み合わせて表示させる映像情報を生成する。映像情報とは、例えば、ストリーミング
再生により表示装置１２に映像を表示させる場合は、ストリーミング再生に供する画像フ
ァイルのことである。
　図３は、映像情報に基づいて表示装置１２の表示パネル４１ａに表示される映像の一例
を表す図である。
　図３に示すように、映像情報に基づく映像では、表示パネル４１ａの全域に画像情報に
基づく画像Ｇ（動画、静止画）が表示されると共に、下部の所定の領域に文章情報に基づ
く文章Ｂが文字列として表示される。このように、情報処理部３０ｂは、画像情報と、文
章情報とに基づいて、図３に示すような態様で画像情報に基づく画像と、文章情報に基づ
く文章とが組み合わされた映像を表示させる映像情報を生成する。図３の映像は、あくま
で一例であり、文章情報に基づく文章の位置は、図３に示す位置に限らず、また、スクロ
ールしたり、色を付ける等の所定の装飾が施されたりしていてもよい。なお、映像配信サ
ーバー１０には、画像情報に対して、所定の画像処理を行うことにより、画像情報と、文
章情報とを所定の態様で合成する機能が実装されており、情報処理部３０ｂは、当該機能
により、画像情報と文章情報とに基づいて映像情報を生成する。
　次いで、情報処理部３０ｂは、生成した映像情報を所定のプロトコルに準拠して表示装
置１２に出力すると共に、音声情報を表示装置１２に出力し、映像情報が示す映像を表示
パネル４１ａに表示させると共に、音声情報に基づいて音声を出力させる。「映像情報を
表示装置１２に出力して映像を表示させる」とは、例えば、ストリーミング再生の場合は
、生成した映像情報に係る画像ファイルを、所定の手順で転送し、再生させることを意味
し、また例えば、ファイルをダウンロードさせて映像を表示させる方法の場合は、映像情
報に係る画像ファイルをダウンロードさせた後、当該画像ファイルを開いて再生させるこ
とを意味する。
【００３４】
　情報処理部３０ｂは、以上のような映像情報の生成、出力を継続して行うことにより、
表示装置１２に映像を継続して表示する。すなわち、画像情報、及び、文章情報は、イン
ターネット１１上に無数に存在しているため、検索条件に合致する画像情報、及び、文章
情報は、相当数、存在することが想定される。そして、情報処理部３０ｂは、検索、収集
した相当数の画像情報、及び、文章情報に基づいて、所定の優先順位に従って、順次、映
像情報を生成し、映像を表示させる。
　このように、本実施形態では、映像配信サーバー１０は、予め準備した画像ファイルに
基づいて、所定の規則に従って同様の映像を繰り返し表示させるのではなく、インターネ
ット１１上に無数に存在する画像情報、及び、文章情報を検索、収集し、順次、これら情
報に基づいて映像情報を生成して、映像を表示させる。このため、同じ映像を繰り返し表
示させるのではなく、異なる映像をランダムに表示させることが可能となり、ユーザーを
飽きさせず、ユーザーの満足度を向上させることができる。
【００３５】
　さらに、情報処理部３０ｂは、検索条件に基づいて、インターネット１１上の画像情報
、及び、文章情報を検索して取得し、取得した画像情報、及び、文章情報に基づいて、こ
れら情報を「組み合わせて」表示させるための映像情報を生成し、映像情報を表示装置１
２に出力する。このように、検索条件に基づいて、画像情報、及び、文章情報を検索する
ことにより、画像情報、及び、文章情報について、無秩序に収集するのではなく、何らか
の統一性や、関連性を持たせて適切に検索し、収集可能である。そして、適切に検索し、
収集した画像情報と、文章情報とを組み合わせて表示させることにより、画像情報に基づ
いて表示される画像（動画、静止画）によりユーザーの直感的な感性に訴えつつ、文章情
報に基づいて表示される文章によりユーザーの論理的な思考を刺激することができ、ユー
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ザーの感性に多面的、かつ、効果的に訴える映像を表示させることが可能となり、これに
伴って、ユーザーの満足度を向上させる映像を表示させることが可能となる。
　特に、上記構成によれば、画像情報と、文章情報とを独立して検索し、収集した上で、
これら情報を組み合わせて映像情報を生成するため、画像情報に基づく画像と、文章情報
に基づく文章との多彩な組み合わせを映像として提供することができ、この点でも、ユー
ザーを飽きさせない。さらに、画像と文章とのランダムな組み合わせがユーザーの感性に
訴えるという点で、偶発的に予期せぬ相乗効果を生むことがあり、この点で、エンターテ
インメント性が高い映像を提供可能である。
【００３６】
　ところで、上述したように、表示装置１２は、喫茶店や、バー等の飲食店、金融機関の
待合室や、オフィスビルの共用スペース等、様々な場所に設置されることが想定されてお
り、また、表示装置１２が設置された空間の雰囲気や、当該空間に存在する人間の人数等
は時間帯、天気、その他の要因により変化し、一定ではない。すなわち、表示装置１２の
環境は、様々な要因により変化する。そして、表示装置１２が表示する映像を、当該表示
装置１２の環境に対応させることができれば、表示装置１２が表示する映像と、周りの雰
囲気がマッチすることとなり、ユーザーに違和感を与えることなく、ユーザーの快適さを
向上でき、その満足度を向上できる。
　このことを踏まえ、本実施形態に係る映像配信サーバー１０は、以下の動作を実行する
ことにより、表示装置１２が設けられた場所やその他の事象に応じて、表示装置１２の環
境に応じた適切な映像を表示させる。
【００３７】
　図４は、映像配信サーバー１０が、映像配信サービスを提供する際に行う動作のフロー
チャートである。図４のフローチャートが示す処理は、表示装置１２の環境に応じて適切
な検索条件を構築すること、より具体的には、画像情報、文章情報、及び、音声情報を検
索する際に使用する検索キーを適切に選別することを目的とした処理である。図４のフロ
ーチャートが示す処理は、例えば、１時間おき等、予め設定された所定のタイミングで行
われる。
　図４を参照し、映像配信サーバー１０の制御部３０の環境情報取得部３０ａは、表示装
置１２の装置側制御部４０と、所定のプロトコルに準拠して通信し、設置位置情報を取得
する。上述したように、設置位置情報とは、表示装置１２が設けられた位置の座標（経度
、緯度）を示す情報であり、表示装置１２の位置検出部４３により生成されるものである
（ステップＳＡ１）。
　次いで、情報処理部３０ｂは、環境情報取得部３０ａにより取得された設置位置情報に
基づいて、表示装置１２が設置された場所の「土地柄」（表示装置１２が設置された場所
の属性）を取得する（ステップＳＡ２）。以下、ステップＳＡ２の処理について詳述する
。
　土地柄とは、繁華街、オフィス街、住宅街、都会、地方都市といった、地図上のエリア
の特徴、性質のことである。本実施形態では、映像配信サーバー１０の記憶部３３に地図
データベースが記憶されており、地図が複数のエリアに区分けされると共に、エリアごと
に土地柄を示す情報が対応付けて記憶されている。ステップＳＡ２において、情報処理部
３０ｂは、設置位置情報、及び、地図データベースに基づいて、表示装置１２の設置位置
が地図上のどのエリアに属しているかを判別すると共に、属しているエリアと対応付けら
れた土地柄を、表示装置１２が設置された場所の土地柄として、取得する。
　なお、本実施形態では、映像配信サーバー１０自体が地図データベースを有し、設置位
置情報に基づいて土地柄を取得する構成であるが、外部のサーバーに問い合わせる構成で
あってもよい。
【００３８】
　次いで、情報処理部３０ｂは、表示装置１２が設置された場所の「空間種別」（表示装
置１２が設置された場所の属性）を取得する（ステップＳＡ３）。
　空間種別とは、喫茶店や、居酒屋、カラオケハウス、駅、オフィスビル、教室、路面等
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、表示装置１２が設けられた空間、領域の用途に応じた区分のことである。上述した地図
データベースには、地図上に存在する建物や、施設等について、「空間種別」が対応付け
て記憶されており、情報処理部３０ｂは、設置位置情報、及び、地図データベースに基づ
いて、表示装置１２が設置されている建物や、施設等を特定すると共に、特定した建物等
と対応付けられた空間種別を、表示装置１２が設置された場所の空間種別として、取得す
る。
　次いで、情報処理部３０ｂは、第１検索キーテーブルＫ１を参照し、ステップＳＡ２で
取得した土地柄、及び、ステップＳＡ３で取得した空間種別に基づいて、第１検索キーを
特定する（ステップＳＡ４）。
【００３９】
　図５（Ａ）は、第１検索キーテーブルＫ１の一例を模式的に示す図である。
　第１検索キーテーブルＫ１とは、土地柄と、空間種別との組み合わせごとに、検索キー
を対応付けて記憶するテーブルである。なお、図５（Ａ）に示すように、検索キーは、画
像情報、文章情報、及び、音声情報ごとに存在しており、第１検索キーテーブルＫ１では
、土地柄と空間種別との組み合わせごとに、各情報の検索キーが対応付けて記憶されてい
る。この点は、後述する他のテーブルにおける検索キーについても同様である。また、第
１検索キーテーブルＫ１は、情報処理部３０ｂの機能を実現するプログラム上に定義され
ているものでもよく、また、当該プログラムが参照可能な態様で記憶部３３に記憶された
データであってもよい。後述する各テーブルについても同様である。
　ここで、土地柄と、空間種別との組み合わせによって、表示装置１２が設けられた場所
の状態、雰囲気（環境）は異なり、場所の雰囲気にマッチした映像も異なる。例えば、繁
華街の居酒屋と、オフィス街の喫茶店とでは、場所の雰囲気が異なり、来店した顧客が快
適さを感じる映像も異なる。そして、第１検索キーテーブルＫ１は、土地柄と、空間種別
との組み合わせごとに、環境に適した画像情報、文章情報、及び、音声情報を検索するた
めの検索キーを対応付けて記憶する。なお、土地柄と、空間種別との組み合わせに対応付
けられた検索キーは、担当者が自由に設定できる構成となっている。
　ステップＳＡ４では、情報処理部３０ｂは、第１検索キーテーブルＫ１を参照し、ステ
ップＳＡ２で取得した土地柄、及び、ステップＳＡ３で取得した空間種別の組み合わせに
対応づけられた検索キーを、第１検索キーとして特定する。例えば、図５（Ａ）の例にお
いて、土地柄が「オフィス街」であり、空間種別が「喫茶店」の場合、情報処理部３０ｂ
は、画像情報の第１検索キーとして「高級感」を、文章情報の第１検索キーとして「経済
ニュース」を、音楽情報の第１検索キーとして「ローテンポ」をそれぞれ特定する。
【００４０】
　なお、本実施形態では、表示装置１２が、ＧＰＳ電波を利用して自身の位置を検出する
位置検出部４３を備えているが、表示装置１２が、このような自動で自身の位置を検出す
る機能を有していない場合もある。このような場合であっても、以下の手段により、環境
情報取得部３０ａは、表示装置１２の設置位置情報を取得できる構成となっている。すな
わち、近年、ＧＰＳによる位置検出機能を有している携帯電話や携帯端末（外部機器）が
広く普及している。これを利用して、映像配信サーバー１０は、携帯電話等からアクセス
可能な専用のページを公開しており、例えば、表示装置１２を作業者が、表示装置１２の
近くにいるときに、自身の携帯電話を利用して、当該専用のページにアクセスし、必要な
操作を行うと、当該携帯電話から映像配信サーバー１０に対して、携帯電話の位置情報が
出力される。そして、環境情報取得部３０ａは、携帯電話の位置情報を表示装置１２の設
置位置情報として取得する。
　この他、携帯電話等に携帯電話の位置情報をインターネット１１を介して映像配信サー
バー１０に出力させる専用のアプリケーションをインストールさせ、このアプリケーショ
ンの機能により、環境情報取得部３０ａが、設置位置情報を取得する構成であってもよい
。
　また、映像配信サーバー１０が、表示装置１２や、携帯電話等の機器に所定のユーザー
インターフェイスを提供し、提供されたユーザーインターフェイスに、ユーザーが、表示
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装置１２が設置された場所に関する情報を入力する等、人為的な手段が介在する手段によ
って、環境情報取得部３０ａが、設置位置情報を取得する構成であってもよい。
【００４１】
　さて、第１検索キーを特定した後、環境情報取得部３０ａは、現在の曜日、及び、時刻
を示す日時情報を取得する（ステップＳＡ５）。曜日、時刻の取得は、例えば、ＲＴＣや
、ＣＰＵのクロックを利用した既存の技術で行われる。
　次いで、情報処理部３０ｂは、第２検索キーテーブルＫ２を参照し、ステップＳＡ５で
取得した日時情報に基づいて、第２検索キーを特定する（ステップＳＡ６）。
　図５（Ｂ）は、第２検索キーテーブルＫ２の一例を模式的に示す図である。
　第２検索キーテーブルＫ２は、土地柄、及び、空間種別の組み合わせごとに存在してお
り、ステップＳＡ６では、情報処理部３０ｂは、ステップＳＡ２で取得した土地柄、及び
、ステップＳＡ３で取得した空間種別の組み合わせに対応する第２検索キーテーブルＫ２
を参照する。図５（Ｂ）は、一例として、土地柄：オフィス街、空間種別：喫茶店の場合
に対応する第２検索キーテーブルＫ２を示している。
　第２検索キーテーブルＫ２とは、曜日と、時刻が属する時間帯との組み合わせごとに、
検索キーを対応付けて記憶するテーブルである。
　ここで、曜日と、現在の時刻が属する時間帯との組み合わせによって、表示装置１２が
設けられた場所の状態、雰囲気は異なり、環境に対応した映像も異なる。例えば、平日の
朝と、休日の夜とでは、場所の雰囲気が異なり、来店した顧客が快適さを感じる映像も異
なる。そして、第２検索キーテーブルＫ２は、曜日と、現在の時刻が属する時間帯との組
み合わせごとに、環境に対応した画像情報、文章情報、及び、音声情報を検索するための
検索キーを対応付けて記憶する。
　ステップＳＡ６では、情報処理部３０ｂは、第２検索キーテーブルＫ２を参照し、ステ
ップＳＡ５で取得した曜日、時刻が属する時間帯の組み合わせに対応づけられた検索キー
を、第２検索キーとして特定する。例えば、図５（Ｂ）の例において、曜日が「月曜日」
であり、時間帯が「１０：００～１２：００」の場合、情報処理部３０ｂは、画像情報の
第２検索キーとして「朝」を、文章情報の第２検索キーとして「今日の天気」を、音楽情
報の第２検索キーとして「クラシック」をそれぞれ特定する。
　なお、本例では、日時情報は、曜日と時刻であるが、日時情報としては、年月日、曜日
、季節等、「時間」の概念を含んだ情報を広く利用できる。
【００４２】
　さて、第２検索キーを特定した後、環境情報取得部３０ａは、表示装置１２の装置側制
御部４０と所定のプロトコルに準拠して通信し、カメラ装置４４の撮影に基づく撮影画像
を取得する（ステップＳＡ７）。ここで環境情報取得部３０ａにより取得される撮影画像
は、現時点からできるだけ時間的に近い時点で撮影されたものとされる。
　次いで、情報処理部３０ｂは、環境情報取得部３０ａにより取得された撮影画像に基づ
いて、表示装置１２の周辺の明るさ（明るい／暗い）を取得する（ステップＳＡ８）。当
該判別は、既存の手法の全てを適用可能であり、例えば、撮影画像を構成する一部、又は
、全部の画素の色成分の階調値の平均値を算出し、算出した平均値と所定の閾値との比較
により行われる。
　次いで、情報処理部３０ｂは、第３検索キーテーブルＫ３を参照し、ステップＳＡ８で
取得した表示装置１２の周辺の明るさに基づいて、第３検索キーを特定する（ステップＳ
Ａ９）。
　図５（Ｃ）は、第３検索キーテーブルＫ３の一例を模式的に示す図である。
　第３検索キーテーブルＫ３は、土地柄、及び、空間種別の組み合わせごとに存在してお
り、ステップＳＡ９では、情報処理部３０ｂは、ステップＳＡ２で取得した土地柄、及び
、ステップＳＡ３で取得した空間種別の組み合わせに対応する第３検索キーテーブルＫ３
を参照する。図５（Ｃ）は、一例として、土地柄：オフィス街、空間種別：喫茶店の場合
の第３検索キーテーブルＫ３を示している。
　第３検索キーテーブルＫ３とは、明るさ（明るい／暗い）ごとに検索キーを対応付けて
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記憶するテーブルである。
　ここで、表示装置１２の周辺が明るいか暗いかによって、表示装置１２が設けられた場
所の状態、雰囲気は異なり、環境に対応した映像も異なる。例えば、明るい場合は、表示
装置１２が設けられた空間は、賑やかな傾向にあり、暗い場合は、表示装置１２が設けら
れた空間は、落ち着いた傾向にあると言える。そして、第３検索キーテーブルＫ３は、表
示装置１２の周辺の明るさ（明るい／暗い）ごとに、環境に対応した画像情報、文章情報
、及び、音声情報を検索するときの検索キーを対応付けて記憶する。
　ステップＳＡ９では、情報処理部３０ｂは、第３検索キーテーブルＫ３を参照し、ステ
ップＳＡ８で取得した明るさ（明るい／暗い）に対応づけられた検索キーを、第３検索キ
ーとして特定する。例えば、図５（Ｃ）の例において、表示装置１２の周辺の明るさが「
明るい」場合、情報処理部３０ｂは、画像情報、及び、音声情報の第３検索キーとして「
明るい」を特定する。
【００４３】
　さて、第３検索キーを特定した後、情報処理部３０ｂは、ステップＳＡ７で環境情報取
得部３０ａにより取得された撮影画像に基づいて、表示装置１２の周辺に存在する人間の
多寡（多い／少ない）を取得する（ステップＳＡ１０）。ステップＳＡ１０の処理は、既
存の手法の全てを適用可能である。例えば、情報処理部３０ｂは、撮影画像について既存
の顔検出を行って、撮影画像に写っている人間の顔の数を検出し、検出した人間の顔の数
と所定の閾値とを比較し、表示装置１２の周辺に存在する人間の多寡（多い／少ない）を
取得する。
　次いで、情報処理部３０ｂは、第４検索キーテーブルＫ４を参照し、ステップＳＡ１０
で取得した表示装置１２の周辺に存在する人間の多寡に基づいて、第４検索キーを特定す
る（ステップＳＡ１１）。
　図５（Ｄ）は、第４検索キーテーブルＫ４の一例を模式的に示す図である。
　第４検索キーテーブルＫ４は、土地柄、及び、空間種別の組み合わせごとに存在してお
り、ステップＳＡ１１では、情報処理部３０ｂは、ステップＳＡ２で取得した土地柄、及
び、ステップＳＡ３で取得した空間種別の組み合わせに対応する第４検索キーテーブルＫ
４を参照する。図５（Ｄ）は、一例として、土地柄：オフィス街、空間種別：喫茶店の場
合の第４検索キーテーブルＫ４を示している。
　第４検索キーテーブルＫ４とは、表示装置１２の周辺に存在する人間の多寡（多い／少
ない）ごとに検索キーを対応付けて記憶するテーブルである。
　ここで、表示装置１２の周辺に存在する人間が多いか少ないかによって、表示装置１２
が設けられた場所の状態、雰囲気は異なり、環境に対応した映像も異なる。そして、第４
検索キーテーブルＫ４は、表示装置１２の周辺に存在する人間の多寡（多い／少ない）ご
とに、環境に対応した画像情報、文章情報、及び、音声情報を検索するときの検索キーを
対応付けて記憶する。
　ステップＳＡ１１では、情報処理部３０ｂは、第４検索キーテーブルＫ４を参照し、ス
テップＳＡ１０で取得した人間の多寡（多い／少ない）に対応づけられた検索キーを、第
４検索キーとして特定する。例えば、図５（Ｄ）の例において、表示装置１２の周辺に存
在する人間が「多い」場合、情報処理部３０ｂは、画像情報、及び、音声情報の第４検索
キーとして「賑やか」を特定する。
【００４４】
　さて、第４検索キーを特定した後、環境情報取得部３０ａは、表示装置１２の装置側制
御部４０と所定のプロトコルに準拠して通信し、音声処理部４５が生成した収音情報を取
得する（ステップＳＡ１２）。
　次いで、情報処理部３０ｂは、環境情報取得部３０ａにより取得された収音情報に基づ
いて、表示装置１２が設置された場所に音楽が流れているか否かを判別する（ステップＳ
Ａ１３）。当該判別は、既存の手法の全てを利用可能である。例えば、収音情報が示す音
声の波形の特定の帯域の状態や、波形のピークのピッチ等を分析し、分析結果に基づいて
、音楽が流れているか否かを判別する。
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　音楽が流れていないと判別した場合（ステップＳＡ１３：ＮＯ）、情報処理部３０ｂは
、処理手順をステップＳＡ１６へ移行する。
　一方、音楽が流れていると判別した場合（ステップＳＡ１３：ＹＥＳ）、情報処理部３
０ｂは、さらに収音情報を分析して、流れている音楽がアップテンポであるか、ローテン
ポであるかを判別する（ステップＳＡ１４）。当該判別は、既存の手法の全てを利用可能
である。例えば、情報処理部３０ｂは、収音情報が示す音声の波形に基づいて、ドラムリ
ズムパターンを抽出し、このドラムリズムパターンに基づいて、音楽がアップテンポであ
るかローテンポであるかを判別する。
【００４５】
　次いで、情報処理部３０ｂは、第５検索キーテーブルＫ５を参照し、ステップＳＡ１５
の判別結果に基づいて、第５検索キーを特定する（ステップＳＡ１５）。
　図５（Ｅ）は、第５検索キーテーブルＫ５の一例を模式的に示す図である。
　第５検索キーテーブルＫ５は、土地柄、及び、空間種別の組み合わせごとに存在してお
り、ステップＳＡ１５では、情報処理部３０ｂは、ステップＳＡ２で取得した土地柄、及
び、ステップＳＡ３で取得した空間種別の組み合わせに対応する第５検索キーテーブルＫ
５を参照する。図５（Ｅ）は、一例として、土地柄：オフィス街、空間種別：喫茶店の場
合の第４検索キーテーブルＫ４を示している。
　第５検索キーテーブルＫ５とは、音楽のテンポ（アップテンポ／ローテンポ）ごとに検
索キーを対応付けて記憶するテーブルである。
　ここで、表示装置１２が設置された場所に流れている音楽のテンポによって、表示装置
１２が設けられた場所の状態、雰囲気は異なり、環境に対応した映像も異なる。例えば、
流れている音楽がローテンポの場合は、表示装置１２が設置された周辺の雰囲気が、落ち
着いた雰囲気である傾向にある。そして、第５検索キーテーブルＫ５は、音楽のテンポ（
アップテンポ／ローテンポ）ごとに、環境に対応した画像情報、文章情報、及び、音声情
報を検索するときの検索キーを対応付けて記憶する。
　ステップＳＡ１５では、情報処理部３０ｂは、第５検索キーテーブルＫ５を参照し、ス
テップＳＡ１４で判別した音楽のテンポに対応づけられた検索キーを、第５検索キーとし
て特定する。例えば、図５（Ｅ）の例において、音楽がローテンポである場合、情報処理
部３０ｂは、画像情報の第５検索キーとして「シック」特定する。
　なお、本例では、ステップＳＡ１４において、音楽のテンポを判別しているが、音楽の
ジャンルを判別し、ジャンルに応じた第５検索キーを特定するようにしてもよい。
　また、ステップＳＡ１３において音楽が流れていると判別した場合は、情報処理部３０
ｂは、所定のフラグを立てる。そして、映像配信サービスの提供に際し、情報処理部３０
ｂは、音声情報の検索、収集、及び、表示装置１２への出力を行わない。これは、表示装
置１２が設置された場所に音楽が流れている状態のときに、表示装置１２から音声を出力
した場合、音が重なり、ユーザーに不快感を与える可能性があるからである。
【００４６】
　さて、第５検索キーを特定した後、環境情報取得部３０ａは、インターネット１１を介
して、気象情報通知サーバー２１にアクセスし、表示装置１２が設置された場所の気象を
示す気象情報を取得する（ステップＳＡ１６）。本例では、気象情報とは、雨／曇り／晴
れのいずれかの気象を示す情報であるものとする。
　次いで、情報処理部３０ｂは、第６検索キーテーブルＫ６を参照し、ステップＳＡ１６
で取得した気象情報に基づいて、第６検索キーを特定する（ステップＳＡ１７）。
　図５（Ｆ）は、第６検索キーテーブルＫ６の一例を模式的に示す図である。
　第６検索キーテーブルＫ６は、土地柄、及び、空間種別の組み合わせごとに存在してお
り、ステップＳＡ１７では、情報処理部３０ｂは、ステップＳＡ２で取得した土地柄、及
び、ステップＳＡ３で取得した空間種別の組み合わせに対応する第６検索キーテーブルＫ
６を参照する。図５（Ｆ）は、一例として、土地柄：オフィス街、空間種別：喫茶店の場
合の第６検索キーテーブルＫ６を示している。
　第６検索キーテーブルＫ６とは、気象（雨／曇り／晴れ）ごとに検索キーを対応付けて
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記憶するテーブルである。
　ここで、表示装置１２が設置された場所の気象によって、表示装置１２が設けられた場
所の状態、雰囲気は異なり、環境に対応した映像も異なる。そして、第６検索キーテーブ
ルＫ６は、気象ごとに、環境に対応した画像情報、文章情報、及び、音声情報を検索する
ための検索キーを対応付けて記憶する。
　ステップＳＡ１７では、情報処理部３０ｂは、第６検索キーテーブルＫ６を参照し、ス
テップＳＡ１６で取得した気象に対応づけられた検索キーを、第６検索キーとして特定す
る。例えば、図５（Ｆ）の例において、気象が「雨」の場合、情報処理部３０ｂは、画像
情報、文章情報、及び、音声情報のそれぞれの第６検索キーとして「雨」を特定する。
【００４７】
　次いで、情報処理部３０ｂは、上述した手段により特定した第１検索キー～第６検索キ
ーに基づいて、映像配信サービスの提供に際して、画像情報、文章情報、及び、音声情報
を検索するときの検索式（検索条件）を生成する（ステップＳＡ１８）。
　検索式の生成は、例えば、以下のようにして行われる。すなわち、画像情報、及び、文
章情報を例にすると、情報処理部３０ｂは、特定した第１検索キー～第６検索キーの論理
和を検索式（検索条件）とする。図４のフローチャートの説明で挙げた例で言うと、画像
情報の検索式は、「高級感（第１検索キー） or 朝（第２検索キー） or 明るい（第３検
索キー） or 賑やか（第４検索キー） or シック（第５検索キー） or 雨（第６検索キー
）」となり、一方、文章情報の検索式は、「経済ニュース（第１検索キー） or 今日の天
気（第２検索キー） or 雨（第６検索キー）」となる。
　なお、上記例では、各検索キーの論理和を検索式としていたが、検索式の構成のしかた
はこれに限らない。例えば、特定の検索キーについては論理和をとる等して、論理和と論
理積を所定の態様で利用したり、部分一致検索を利用したり、検索キーに優先順位を付け
たり、「重み」を付けたりしてもよい。すなわち、特定した検索キーに由来して検索式を
生成するのであれば、どのような方法でも利用可能である。
　ステップＳＡ１８において検索式を生成した後、情報処理部３０ｂは、上述した手法に
より、生成した検索式に準じて、画像情報、文章情報、及び、音声情報を検索、収集し、
収集した情報に基づいて映像情報を生成し、映像情報に基づいて表示装置１２に映像を表
示させる。
【００４８】
　このように、本実施形態に係る映像配信サーバー１０は、環境情報取得部３０ａにより
表示装置１２が設置された環境に関する情報（環境情報）を取得し、取得した環境情報に
基づいて、検索式の生成に利用する検索キーを特定し、特定した検索キーを利用して検索
式を生成する。すなわち、表示装置１２が設置された環境に応じて検索式（検索条件）を
変更する。このため、映像配信サーバー１０は、表示装置１２が設置された環境に対応す
る映像情報、文章情報、及び、音声情報を検索、収集することが可能となり、これにより
、表示装置１２に、当該表示装置１２が設置された環境に対応した映像を表示させること
が可能となる。
【００４９】
　さて、本実施形態に係る映像配信サーバー１０は、さらに、以下に示すブックマークサ
ービスを提供する。
　すなわち、本実施形態では、映像配信サービスの提供中、表示装置１２の表示パネル４
１ａには、画像情報に基づく画像と、文章情報に基づく文章とが組み合わされて表示され
る（図３参照）。ここで、文章情報に基づく文章は、例えば、ニュースや、記事、他の人
が記録した日記の一部、他の人が投稿した文章、宣伝広告等であるが、表示装置１２を視
認するユーザーは、表示された文章が気になり、詳しく知りたいと考える場合や、何らか
のひらめきを得たため、後にもう一度見たいと、考える場合がある。ブックマークサービ
スは、以上のような場合を想定したサービスである。
　ブックマークサービスの提供を受けるユーザーは、事前に自身が所有する携帯電話１５
（端末）に、以下説明する機能を有する専用のアプリケーションをインストールする必要
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がある。アプリケーションは、サービス提供会社が提供するものであり、既存のアプリケ
ーションダウンロードサービス等を介して、携帯電話１５にインストールされる。
【００５０】
　図６は、ブックマークサービス提供時における映像配信サーバー１０の動作を示すフロ
ーチャートである。
　図６のフローチャートの前提として、ユーザーにより以下の動作が行われる。すなわち
、映像配信サービスにより表示装置１２に表示された映像を視認しているユーザーは、自
身の携帯電話１５の専用のアプリケーションを立ち上げる。そして、映像を視認中、表示
パネル４１ａに表示された文章に気になるものがあれば、携帯電話１５に対して所定の操
作（例えば、携帯電話１５のタッチパネル上に表示された所定のアイコンに対するタッチ
操作）を行う。すると、専用のアプリケーションの機能により、インターネットを介して
、携帯電話１５を一意に識別する識別コードを含む所定のデータが、携帯電話１５から、
映像配信サーバー１０に対して送信される（ステップＳＸ１）。
　当該所定のデータが入力されると、映像配信サーバー１０の制御部３０の情報処理部３
０ｂは、現在、表示装置１２に出力中の映像情報に含まれる文章情報に関連する情報を取
得する（ステップＳＢ１）。文章情報に関連する情報とは、本実施形態では、文章情報、
及び、文章情報の提供元のＵＲＬである。文章情報の提供元のＵＲＬとは、例えば、文章
情報が、ニュースに係る情報である場合には、当該ニュースに係る情報が記載されたペー
ジ（メインページ等別のページであってもよい）のＵＲＬであり、また例えば、文章情報
が、ブログの文章の一部である場合には、当該ブログに係るページのＵＲＬである。当該
ＵＲＬは、情報処理部３０ｂにより、文章情報を検索したときに、文章情報と対応付けて
所定の記憶領域に記憶される。なお、文章情報に関連する情報に、文章情報を提供したサ
ーバーや、企業、個人に関する情報等を含めるようにしてもよい。
　次いで、情報処理部３０ｂは、携帯電話１５の識別コードと対応付けて、文章情報に関
連する情報を記憶部３３の所定の記憶領域に記憶する（ステップＳＢ２）。
【００５１】
　その後、情報処理部３０ｂは、記憶した文章情報に関連する情報について、携帯電話１
５から出力の要求があったか否かを監視する（ステップＳＢ３）。ここで、携帯電話１５
にインストールされたアプリケーションには、ユーザーの指示に応じて、携帯電話１５の
識別コードと共に、文章情報に関連する情報の出力を要求するデータを、インターネット
１１を介して、映像配信サーバー１０に送信する機能が実装されており、ユーザーは、ア
プリケーションを立ち上げ、当該アプリケーションの機能により、上記要求を行う。
　文章情報に関連する情報の出力の要求があった場合（ステップＳＢ３：ＹＥＳ）、情報
処理部３０ｂは、携帯電話１５の識別コードをキーとして、記憶部３３に記憶された文章
情報に関連する情報を取得し（ステップＳＢ４）、取得した情報を、インターネット１１
を介して、所定のプロトコルにより、携帯電話１５に出力し（ステップＳＢ５）、携帯電
話１５のタッチパネル上に、文章情報、及び、文章情報に関連する情報を表示させる。
　これにより、ユーザーは、単に、文章情報に基づく文章を視認するだけでなく、自身に
必要な文章や、着目すべき文章があった場合は、積極的に、当該文章や、当該文章に関連
する情報を取得することができ、より利便性が向上する。
【００５２】
　以上説明したように、本実施形態に係る映像配信サーバー１０（サーバー装置）は、表
示装置１２が設置された環境に関する環境情報を取得する環境情報取得部３０ａ（環境情
報取得手段）と、検索条件に基づいて、インターネット１１上の機器に記憶された画像情
報、及び、文章情報を検索して取得し、取得した映像情報、及び、文章情報に基づいて、
これら情報を組み合わせて表示させるための映像情報を生成し、映像情報を表示装置１２
に出力する情報処理部３０ｂ（情報処理手段）と、を備えている。そして、情報処理部３
０ｂは、環境情報取得部３０ａにより取得された環境情報に基づいて、表示装置１２が設
置された環境に対応させて、検索条件の内容を変更する。
　この構成によれば、映像配信サーバー１０は、表示装置１２に、何らかの規則に従って
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同様の映像を繰り返し表示させるのではなく、ネットワーク上に無数に存在する画像情報
、及び、文章情報を好適に活用して、非常に広大な選択肢の中からランダムに映像を表示
させることが可能となり、ユーザーを飽きさせず、ユーザーの満足度を向上させる映像を
表示させることが可能となる。さらに、映像配信サーバー１０は、適切に検索し、収集し
た画像情報と、文章情報とを組み合わせて表示させることにより、画像情報に基づいて表
示される画像（動画、静止画）によりユーザーの直感的な感性に訴えつつ、文章情報に基
づいて表示される文章によりユーザーの論理的な思考を刺激することができ、ユーザーの
感性に多面的、かつ、効果的に訴える映像を表示させることが可能となり、これに伴って
、ユーザーの満足度を向上させる映像を表示させることが可能となる。さらに、構成によ
れば、画像情報と、文章情報とを独立して検索し、収集した上で、これら情報を組み合わ
せて映像情報を生成するため、画像情報に基づく画像と、文章情報に基づく文章との多彩
な組み合わせを映像として提供することができ、この点でも、ユーザーを飽きさせない。
さらに、画像と文章とのランダムな組み合わせがユーザーの感性に訴えるという点で、偶
発的に予期せぬ相乗効果を生むことがあり、この点で、エンターテインメント性が高い映
像を提供可能である。さらに、上記構成によれば、映像配信サーバー１０は、表示装置１
２が設置された環境に対応する映像情報、文章情報を検索、収集することが可能となり、
これにより、表示装置１２に、当該表示装置１２が設置された環境に対応した映像を表示
させることが可能となる。
【００５３】
　また、本実施形態における検索条件とは、インターネット１１上の機器に記憶された各
種情報に対応付けられたメタデータの検索方法のことであり、情報処理部３０ｂは、環境
情報取得部３０ａにより取得された環境情報に基づいて、メタデータの検索方法を変更す
る。
　ここで、一般に、ネットワーク上の画像情報や、文章情報には、所定のフォーマットに
準拠して、メタデータが付与されており、このメタデータをキーとして検索が行われる。
そして、上記構成によれば、環境情報に基づいてメタデータの検索方法を変更する、とい
う簡易な手法により、表示装置１２の環境に対応する情報を検索し、収集可能である。
【００５４】
　また、本実施形態では、環境情報取得部３０ａは、環境情報として、表示装置１２が設
けられた位置を示す設置位置情報を取得し、情報処理部３０ｂは、環境情報取得部３０ａ
により取得された設置位置情報に基づいて、又は、設置位置情報と他の環境情報との組み
合わせに基づいて、表示装置１２が設置された位置に対応させて、検索条件の内容を変更
する。
　この構成によれば、表示装置１２が設けられた位置に対応して適切な画像情報、文章情
報を検索、収集でき、かつ、表示装置１２に、当該表示装置１２の環境に対応した映像を
表示させることが可能となる。
【００５５】
　また、本実施形態では、情報処理部３０ｂは、設置位置情報に基づいて、表示装置１２
が設置された場所の属性（本例では、土地柄、及び、空間種別）を取得し、表示装置１２
が設置された場所の属性に対応させて、検索条件の内容を変更する。
　この構成によれば、表示装置１２が設けられた場所の属性に対応して適切な画像情報、
文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置１２に、当該表示装置１２の場所の属性に対
応した映像を表示させることが可能となる。
【００５６】
　また、本実施形態では、表示装置１２は、自身の位置を示す情報を取得する機能を有す
る位置検出部４３を備えている。そして、環境情報取得部３０ａは、表示装置１２からネ
ットワークを介した通信により、位置検出部４３により検出された位置を示す情報を取得
し、取得した情報に基づいて、設置位置情報を取得する。
　この構成によれば、環境情報取得部３０ａは、表示装置１２の機能を利用して、確実に
、設置位置情報を取得可能である。
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【００５７】
　また、表示装置１２が位置検出部４３を有していない場合、環境情報取得部３０ａは、
携帯電話等の外部機器からインターネット１１を介した通信により、外部機器の位置を示
す情報を取得し、取得した情報に基づいて、設置位置情報を取得する。
　この構成によれば、環境情報取得部３０ａは、外部機器と通信可能であること、及び、
外部機器の機能を利用して、確実に、設置位置情報を取得可能である。
【００５８】
　また、本実施形態では、環境情報取得部３０ａは、環境情報として、現在の日時に関す
る日時情報を取得し、情報処理部３０ｂは、環境情報取得部３０ａにより取得された日時
情報に基づいて、又は、日時情報と他の環境情報との組み合わせに基づいて、現在の日時
に対応させて、検索条件の内容を変更する。
　この構成によれば、現在の日時に対応した適切な画像情報、文章情報を検索、収集でき
、かつ、表示装置１２に、現在の日時に対応した映像を表示させることが可能となる。
【００５９】
　また、本実施形態では、表示装置１２は、周辺を撮影して撮影画像を生成するカメラ装
置（撮影手段）を備えている。そして、環境情報取得部３０ａは、環境情報として、表示
装置１２からインターネット１１を介した通信により撮影画像を取得し、情報処理部３０
ｂは、環境情報取得部３０ａにより取得された撮影画像に基づいて、又は、撮影画像と他
の環境情報との組み合わせに基づいて、撮影画像が示す表示装置１２が設置された環境に
対応させて、検索条件の内容を変更する。
　この構成によれば、撮影画像から分析される表示装置１２の実際の環境に対応した適切
な画像情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置１２に、環境に対応した映像を
表示させることが可能となる。
【００６０】
　また、本実施形態では、情報処理部３０ｂは、撮影画像に基づいて、表示装置１２の周
辺の明るさを検出し、当該明るさに対応させて、検索条件の内容を変更する。
　この構成によれば、表示装置１２の周辺の明るさに対応して適切な画像情報、文章情報
を検索、収集でき、かつ、表示装置１２に、当該表示装置１２の周辺の明るさに対応した
映像を表示させることが可能となる。
【００６１】
　また、本実施形態では、情報処理部３０ｂは、撮影画像に基づいて、表示装置１２の周
辺に存在する人間の多寡を検出し、当該人間の多寡に対応させて、検索条件の内容を変更
する。
　この構成によれば、情報処理部３０ｂは、表示装置１２の周辺に存在する人間の人数に
対応して適切な画像情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置１２に、当該表示
装置１２の周辺に存在する人間の人数に対応した映像を表示させることが可能となる。
【００６２】
　また、本実施形態では、表示装置１２は、音声を収音して収音情報を生成する音声処理
部４５（収音手段）を備えている。そして、環境情報取得部３０ａは、環境情報として、
表示装置１２からインターネット１１を介した通信により収音情報を取得し、情報処理部
３０ｂは、環境情報取得部３０ａにより取得された収音情報に基づいて、又は、収音情報
と他の環境情報との組み合わせに基づいて、収音情報が示す表示装置１２が設置された環
境に対応させて、検索条件の内容を変更する。
　この構成によれば、表示装置１２の周辺の音声の状況に対応して適切な画像情報、文章
情報を検索、収集でき、かつ、表示装置１２に、当該表示装置１２の周辺の音声の状況に
対応した映像を表示させることが可能となる。
【００６３】
　また、本実施形態では、情報処理部３０ｂは、収音情報に基づいて、表示装置１２が設
置された場所に音楽が流れているか否かを判別し、音楽が流れている場合は、音楽に対応
させて、検索条件の内容を変更する。
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　この構成によれば、情報処理部３０ｂは、表示装置１２が設置された場所に流れている
音楽に対応して適切な画像情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置１２に、当
該表示装置１２が設置された場所で流れている音楽に対応した映像を表示させることが可
能となる。
【００６４】
　また、本実施形態では、環境情報取得部３０ａは、環境情報として、表示装置１２が設
置された場所の気象に関する気象情報を取得し、情報処理部３０ｂは、環境情報取得部３
０ａにより取得された気象情報に基づいて、又は、気象情報と他の環境情報との組み合わ
せに基づいて、表示装置１２が設置された場所の気象に対応させて、検索条件の内容を変
更することを特徴とする。
　この構成によれば、情報処理部３０ｂは、表示装置１２が設置された場所の気象に対応
して適切な画像情報、文章情報を検索、収集でき、かつ、表示装置１２に、当該表示装置
１２の周辺の気象に対応した映像を表示させることが可能となる。
【００６５】
　また、本実施形態に係る映像配信サーバー１０は、携帯電話１５（端末）とインターネ
ット１１を介して通信可能である。そして、情報処理部３０ｂは、映像情報を表示装置１
２に出力中、携帯電話１５からの指示に応じて、表示装置１２に出力した映像情報に含ま
れる文章情報に関連する情報を記憶する一方、携帯電話１５からの要求に応じて、記憶し
た文章情報に関連する情報を携帯電話１５に出力する。
　この構成によれば、ユーザーは、単に、文章情報に基づく文章を視認するだけでなく、
自身に必要な文章や、着目すべき文章があった場合は、積極的に、当該文章や、当該文章
に関連する情報を取得することができ、より利便性が向上する。
【００６６】
　なお、上述した実施の形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の
範囲内で任意に変形および応用が可能である。
　例えば、上述した実施形態では、映像配信サーバー１０は、画像情報、文章情報、及び
、音声情報の３つの情報を検索条件に従って検索し、画像情報及び文章情報の組合せ、又
は、画像情報、文章情報及び音声情報の組合せに基づく映像情報を出力する構成であった
。しかしながら、必ずしもこの３つの情報を検索し、出力する必要はなく、例えば、画像
情報、及び、文章情報を検索し組み合わせて出力する構成であったり、また、画像情報の
みを検索し組み合わせて出力する構成であってもよい。このような構成であっても、上述
した実施形態で説明した効果と同様の効果を奏することが可能である。
　また例えば、本実施形態では、説明の便宜のため、画像情報提供サーバー１８、文章情
報提供サーバー１９、及び、音声情報提供サーバー１０をそれぞれ別のサーバーとして説
明したが、画像情報や、文章情報が、同一のサーバーに記憶され、提供される構成であっ
ても良いことは言うまでもない。
　また例えば、環境情報取得部３０ａが環境情報を取得する方法は、どのような態様であ
ってもよく、例えば、映像配信サーバー１０に対して、直接、又は、ネットワーク等を介
して間接的に、人為的手段を含む手段により環境情報が入力されるようにしてもよい。
【００６７】
＜第２実施形態＞
　次いで、第２実施形態について説明する。
　ここで、映像配信サーバー１０が出力する映像情報に基づいて、表示装置１２に表示さ
れた映像を視聴する者（以下、単に「視聴者」という。）は、あくまで、感情を持った人
間である。従って、表示装置１２の表示内容を、視聴者の感情に即したものとすることが
できれば、視聴者の満足度を飛躍的に向上でき、さらに、映像配信サーバー１０が提供す
るサービスの付加価値を向上できる。以上を踏まえ、本実施形態に係る映像配信サーバー
１０は、視聴者の感情にできるだけ対応した映像等を表示装置１２に表示等させることを
目的の１つとする。
　なお、表示装置１２を視聴する視聴者の感情は、表示装置１２の環境に含まれる概念で
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ある。
　また、本実施形態に係る映像配信サーバー１０の機能的構成は、第１実施形態に係る映
像配信サーバー１０の機能的構成と同様であるため、本実施形態に係る映像配信サーバー
１０の構成図として図２を援用し、各構成の詳細な説明を省略する。
【００６８】
　さて、発明者らは、「人間の感情」を定義（表現）した場合、相当多くの数の定義が可
能であることを見出した。例えば、「やる気が出ない」や、「期待できない」「笑いたい
」「泣きたい」「落ち着いた気持ちになりたい」等、人間の感情は、様々に定義すること
が可能である。以下、定義された人間の感情を、「定義感情Ｋ」という。
　また、発明者らは、画像情報や、文字情報、音声情報（以下、単に、「コンテンツ」と
いう）が、人間に与える心理的な効能（以下、「心理的効能」という。）は、数個～１０
数個に分類することができることを見出した。心理的効能とは、コンテンツを視聴した視
聴者が、当該コンテンツから受ける心理的な影響、効果を概念的に表現したものである。
例えば、「気力を向上させる」という心理的効能や、「落ち着ついた気持ちにさせる」と
いう心理的効能、「楽しい気持ちにさせる」という心理的効能等がある。以下、心理的効
能を分類したものを「心理的効能種別Ｓ」という。
　さらに、発明者らは、ある特定の感情を抱いている視聴者にとっては、ある特定の心理
的効能種別に属するコンテンツを提供した場合に、当該視聴者に対して最も効果的に心理
的な影響を与えることができることを見出した。例えば、「気力向上」という心理的効能
種別Ｓが存在するとした場合において、「やる気が出ない」という感情を抱いている視聴
者に対しては、「気力向上」に係る心理的効能種別Ｓに属するコンテンツを提供した場合
に、最も効果的に心理的な影響を与えることができる、等である。
　さらに、発明者らは、数個～１０数個に分類された心理的効能種別Ｓは、その心理的な
効能の「傾向」に応じて、数個程度にグループ分けできることを見出した。これを踏まえ
、発明者らは、心理的効能種別を数個程度にグループ分けした上で、各グループに、コン
テンツにメタデータとして付加可能なタグ（以下、「大タグＤ」という。）を付与した。
【００６９】
　図７は、定義感情Ｋと、心理的効能種別Ｓと、大タグＤとの関係を模式的に表わす図で
ある。
　図７の例では、定義感情Ｋとして、定義感情Ｋ１～Ｋ１００の１００個の定義感情Ｋが
定義されている。さらに、心理的効能種別Ｓとして、心理的効能種別Ｓ１～Ｓ１５の１５
個の心理的効能種別Ｓが定義されている。そして、定義感情Ｋ１～Ｋ１００のそれぞれは
、「視聴者に対して最も効果的に心理的な影響を与える」という観点から、心理的効能種
別Ｓ１～Ｓ１５のいずれかと対応付けられている。図７の例では、「やる気が出ない」と
いう定義感情Ｋ１と、「気力向上」という心理的効能種別Ｓ１とが対応付けられているが
、これは、「やる気が出ない」という感情を抱いている視聴者に対しては、「気力向上」
に係る心理的効能種別Ｓに属するコンテンツを提供した場合に、最も効果的に心理的な影
響を与えることができることを鑑みて、対応付けが行われたものである。
　また、図７の例では、大タグＤとして、大タグＤ１～Ｄ５の５個の大タグＤが定義され
ている。そして、心理的効能種別Ｓ１～Ｓ１５のそれぞれは、いずれかの大タグＤと対応
付けられている。上述したとおり、大タグＤは、心理的効能種別Ｓをその心理的な効能の
「傾向」に応じてグループ分けした上で、各グループに付与したタグのことであり、心理
的効能種別Ｓ１～Ｓ１５のそれぞれは、自身のグループに対応する大タグＤと対応付けら
れている。
【００７０】
　図７に示す定義感情Ｋと、心理的効能種別Ｓと、大タグＤとの関係は、データとして、
映像配信サーバー１０の記憶部３３に記憶されている。これら情報の関係は、人為的手段
により、又は、オートマチックな手段により、随時、変更可能であり、また、情報の追加
（新たに定義した定義感情Ｋの追加等）も、随時、可能である。
　以下、記憶部３３に記憶された定義感情Ｋと、心理的効能種別Ｓと、大タグＤとの関係
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を示すデータを、「大タグ関係データ」という。図７に示すように、１つの定義感情Ｋは
、対応する心理的効能種別Ｓを介して、１つの大タグＤに紐付けられており、映像配信サ
ーバー１０の制御部３０は、この大タグ関係データを参照することにより、ある１つの定
義感情Ｋと対応する１つの大タグＤを特定可能である。
【００７１】
　また、本実施形態では、画像情報提供サーバー１８（図１参照）が記憶し、提供する画
像情報（コンテンツ）には、メタデータとして、大タグＤが付加される。画像情報に対す
るメタデータとしての大タグＤの付与は、例えば、以下のようにして行われる。
　例えば、大タグＤのそれぞれが心理的効能種別Ｓの心理的な効能の傾向ごとに定義され
たタグであることを踏まえて、コンテンツに関する専門家が、コンテンツの内容を把握し
た上で、人為的手段により、画像情報（コンテンツ）に適切な大タグＤを付与する。
　また例えば、画像情報（コンテンツ）にアクセスしたユーザーが、どういった感情のと
きに、どういった画像情報（コンテンツ）にアクセスしたのかを所定の手段で収集し、収
集した情報に基づいて、人為的手段により、又は、オートマチックな手段で、画像情報（
コンテンツ）に大タグＤを付与する。一例としては、ユーザーがコンテンツにアクセスし
た場合、そのときの感情についてオンライン上でアンケートを取る構成とし、アンケート
の結果をコンテンツと紐付けて蓄積し、蓄積したアンケートの結果を、人為的手段、又は
、プログラムを用いたオートマチックな手段によって分析し、分析した結果に基づいて画
像情報（コンテンツ）に大タグＤを付与する。また別例としては、画像情報（コンテンツ
）の選択者が、画像情報（コンテンツ）にアクセスしたときの生体情報（脈拍や、体温、
血圧等）を取得可能な構成とし、取得した生体情報をコンテンツと紐付けて蓄積し、蓄積
した情報に基づいて、コンテンツを選択したときの心理状態を分析し、分析結果に基づい
て画像情報（コンテンツ）に大タグＤを付与する。
　なお、画像情報提供サーバー１８における画像情報と同様、文章情報提供サーバー１９
（図１参照）における文章情報、及び、音声情報提供サーバー１０（図１参照）における
音声情報にも、メタデータとして、適切な大タグＤが付与される。
【００７２】
　このように、本実施形態では、「人間の感情」は無数に定義できる一方、コンテンツは
、心理的効能という観点から、数個～１０数個に分類可能であり、さらに、心理的効能種
別Ｓは、その心理的な効能の「傾向」に応じて数個程度にグループ分けできることを見出
した。そして、最終的に、定義した定義感情Ｋの全てを、心理的効能種別Ｓを介して、数
個程度（本例では、５個）の大タグＤと、紐付けている。このような手法によって、定義
感情Ｋと、大タグＤとの紐付けを行うことにより、無数に定義可能な人間の感情を、感情
の特性、及び、コンテンツの特性を踏まえて、適切に、メタデータとしてのタグというコ
ンテンツの選択に利用可能な客観的な情報と紐付けることが可能となった。
　また、大タグＤは、数個程度（本例では、５個）である。従って、大タグＤごとにコン
テンツが細分化されない、つまり、ある１の大タグＤが付与されたコンテンツの数を、多
数、確保できる。これにより、ある１の大タグＤをキーとして、コンテンツを検索した場
合に、多数のコンテンツを検索でき、検索した多数のコンテンツに係る映像を、表示装置
１２を介して表示等することにより、第１実施形態と同様、ユーザーを飽きさせず、ユー
ザーの満足度を向上させる映像を表示させることが可能となる。
【００７３】
　次に、本実施形態に係る映像配信サーバー１０が、表示装置１２に映像情報を出力し、
表示装置１２に映像を表示させるとき（映像配信サービス時）の動作について説明する。
　図８は、上記動作を示すフローチャートである。特に、図８では、画像情報に基づく画
像と、文章情報に基づく文章とが組み合わされて構成された映像を、表示装置１２に表示
させる場合の、映像配信サーバー１０の動作を示している。
　まず、映像配信サーバー１０の制御部３０の環境情報取得部３０ａは、表示装置１２の
視聴者の感情に対応する定義感情Ｋを、環境情報として取得する（ステップＳＣ１）。
【００７４】
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　環境情報としての定義感情Ｋの取得は、例えば、以下のようにして行われる。
　例えば、まず、上述した土地柄や、空間種別、現在の時間帯、曜日、天気、季節、温度
、湿度、等の、人間の感情に影響を及ぼす要因（以下、「外的要因」という。）の組合せ
と、定義感情Ｋのそれぞれとを対応付けて記憶する。外的要因の組合せと、定義感情Ｋと
の対応付けは、個々の外的要因が人間の心理に与える影響、及び、外的要因の組合せが人
間の心理に与える影響を考慮した上で、適切に行われる。単純化した例を挙げると、土地
柄＝オフィス街、空間種別＝喫茶店、曜日＝金曜日、天気＝晴れ、季節＝冬・・・の場合
は、人間は「楽しくなりたい」という感情を抱きやすい、といった観点で、適切に対応付
けが行われる。そして、ステップＳＣ１において、環境情報取得部３０ａは、外的要因の
それぞれを取得し、取得した外的要因の組合せと対応付けられた定義感情Ｋを特定するこ
とにより、定義感情Ｋを、環境情報として取得する。
　また例えば、表示装置１２の視聴者に、事前に、自身が所有する携帯電話に専用のアプ
リケーションをインストールさせる。このアプリケーションは、視聴者が、自身の現在の
感情を選択するユーザーインターフェイスを提供する機能を有しており、視聴者は、ユー
ザーインターフェイスを介して、自身の感情を選択し、確定する。当該ユーザーインター
フェイスでは、定義された定義感情Ｋを踏まえて、選択可能な視聴者の感情が十分に用意
されている。ユーザーによる自身の感情の選択が確定すると、アプリケーションの機能に
より、インターネット１１を介して、選択された感情を示す情報が、携帯電話の位置情報
と共に、映像配信サーバー１０に送信される。環境情報取得部３０ａは、携帯電話の位置
情報に基づいて、対応する表示装置１２を特定すると共に、選択された感情を示す情報に
基づいて、視聴者の感情に対応する定義感情Ｋを特定する。以上のようにして、環境情報
取得部３０ａは、定義感情Ｋを取得する。
　また例えば、環境情報取得部３０ａは、表示装置１２のカメラ装置４４の撮影に基づく
撮影画像を、通信により取得する。そして、環境情報取得部３０ａは、撮影画像に表示さ
れた視聴者の表情を光学的手法により分析したり、また、第１実施形態と同様の手法によ
り、空間の雰囲気を光学的手法により分析したりすることにより、視聴者の感情を推定し
、対応する定義感情Ｋを特定する。
　また例えば、視聴者に、心拍計や、血圧計等の生体情報を検出する装置が装着され得て
いる場合、環境情報取得部３０ａは、当該装置から通信を介して生体情報を取得し、取得
した生体情報に基づいて、視聴者の感情を推定し、対応する定義感情Ｋを特定する。
　以上、定義感情Ｋを取得する手法について、例を挙げて説明したが、当該手法は、上記
例に限られず、既存の手法を全て応用可能なことは言うまでもない。例えば、外的要因の
組合せと、カメラ装置４４の撮影に基づく撮影画像の分析結果との双方を反映して、視聴
者の感情を推定し、対応する定義感情Ｋを特定するようにしてもよい。
【００７５】
　環境情報取得部３０ａにより環境情報としての定義感情Ｋを取得すると、情報処理部３
０ｂは、記憶部３３に記憶されている上述の大タグ関係データを参照し（ステップＳＣ２
）、ステップＳＣ１で取得した定義感情Ｋに対応する１つの大タグＤを特定する（ステッ
プＳＣ３）。上述したように、定義感情Ｋのそれぞれは、心理的効能種別Ｓを介して、１
つの大タグＤに紐付けられており、大タグ関係データを参照することにより、ある１つの
定義感情Ｋに基づいて、対応する１つの大タグＤを特定可能である。
　次いで、情報処理部３０ｂは、ステップＳＣ３で特定した大タグＤを検索キーとして、
画像情報、及び、文章情報を検索し、取得する。上述したとおり、画像情報、及び、文章
情報には、メタデータとして適切な大タグＤが付与されている。ここで検索された画像情
報、及び、文章情報は、視聴者の感情を反映した情報である。
　次いで、情報取得部３０ｂは、第１実施形態で説明した手法により、画像情報と、文章
情報とを組み合わせて、映像情報を生成し（ステップＳＣ５）、生成した映像情報を表示
装置１２に出力して、映像情報に基づく映像を表示させる（ステップＳＣ６）。
　ここで、表示装置１２に表示される映像は、視聴者に対して、心理的な影響を効果的に
与える映像であるため、視聴者の満足度の向上に結びつき、さらに、映像配信サービスの
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付加価値を向上できる。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　　映像配信システム
　１０　　映像配信サーバー（サーバー装置）
　１１　　インターネット（ネットワーク）
　１２　　表示装置
　１５　　携帯電話（端末）
　３０　　制御部
　３０ａ　環境情報取得部（環境情報取得手段）
　３０ｂ　情報処理部（情報処理手段）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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