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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面表示手段を有するネットワーク端末に表示させるＷｅｂページを要求するページ送
信要求に応答して、
　サーバ装置が、コンテンツデータを基に前記ネットワーク端末の表示領域に応じたＷｅ
ｂページを生成するステップと、
　前記生成したＷｅｂページを前記ネットワーク端末に送信するステップと、を含み、
　前記生成したＷｅｂページは、前記表示領域において、前記コンテンツデータの一部を
表示する第１のページからなる第１の列と、当該第１のページに表示された前記コンテン
ツデータの一部に続くコンテンツデータを表示する第２のページからなる第２の列とを含
む少なくとも２の列を用いる形式を有し、
　前記Ｗｅｂページを生成するステップにおいて、前記サーバ装置は、前記列の横幅であ
る列幅と前記列の縦方向の長さである列長との少なくともいずれかを、前記第１の列と前
記第２の列とで異ならせて前記Ｗｅｂページを生成し、
　前記生成したＷｅｂページは、前記表示領域において前記第１の列と前記第２の列とを
連動してスクロール表示可能に表示される、
方法。
【請求項２】
　前記Ｗｅｂページのリンク情報は、前記少なくとも２の列を用いる形式で画面表示され
ている前記Ｗｅｂページにおいて、隣接する列間で略水平方向に注目箇所を移動可能に表
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示される、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記生成したＷｅｂページを記憶部に記憶し、
　画面表示手段を有するネットワーク端末からのページ送信要求に応答して、
　前記記憶部に記憶した当該Ｗｅｂページを前記ネットワーク端末に送信する、
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　請求項１から請求項３に記載のいずれかのステップをコンピュータに実行させるための
コンピュータ・プログラム。
【請求項５】
　画面表示手段を有するネットワーク端末に表示させるＷｅｂページを要求するページ送
信要求に応答して、
　コンテンツデータを基に前記ネットワーク端末の表示領域に応じたＷｅｂページを生成
するページ生成部と、
　前記生成したＷｅｂページを前記ネットワーク端末に送信するページデータ送信部と、
を含み、
　前記生成したＷｅｂページは、前記表示領域において、前記コンテンツデータの一部を
表示する第１のページからなる第１の列と、当該第１のページに表示された前記コンテン
ツデータの一部に続くコンテンツデータを表示する第２のページからなる第２の列とを含
む少なくとも２の列を用いる形式を有し、
　前記ページ生成部は、前記列の横幅である列幅と前記列の縦方向の長さである列長との
少なくともいずれかを、前記第１の列と前記第２の列とで異ならせて前記Ｗｅｂページを
生成し、
　前記生成したＷｅｂページは、前記表示領域において前記第１の列と前記第２の列とを
連動してスクロール表示可能に表示される、
サーバ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワーク端末に表示するページを生成する方法、装置及びプログラムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビスクリーンに広告を表示する方法及びその装置の提供が知られている（特
許文献１参照）。これによれば、ネットワーク接続したセットトップボックスを用いてテ
レビスクリーン上に広告情報の画像を表示し、広告情報表示の収益により情報家電製品の
コストを下げ、経済効果を増すことが記載されている。
　また、従来、ブラウザの機能を利用しつつ、処理のオーバーヘッドやリソース消費を最
小限に止めることができる情報提示機能を実現することのできる情報機器が知られている
（特許文献２参照）。これによれば、マークアップ言語で記述された文書データを取得し
て解析し、所定の構造を持つレイアウトデータに変換して表示を行なう情報閲覧手段と、
情報機器の機器内部情報を取得して表示用データを生成し、該生成した表示用データを情
報閲覧手段を介して表示させる機器情報提供手段とを備える、情報機器の機器内部情報を
表示するためのシステムが記載されている。
【特許文献１】特開２００３－３０４４６４号公報
【特許文献２】特開２００５－１１５８２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　しかし、従来技術及び従来技術の組み合わせでは、情報家電製品に含まれるブラウザソ
フト等を用いて画面表示するため、画面表示のためのレイアウト処理やコンピュータ、プ
ログラム動作のためのリソースの確保が情報家電製品の仕様又は機能により制約されると
いう課題があった。このため、Ｗｅｂページ（マークアップ言語で記述された文書データ
）の閲覧及びそこに含まれるリンク情報の利用等において、操作性、視認性に優れた情報
家電製品を提供することに限界があるという課題があった。
【０００４】
　特に、一般のＰＣのディスプレイに対応してレイアウトされたＷｅｂページは、横長の
ディスプレイを有するネットワークテレビ等の情報家電機器に表示されると、ディスプレ
イの左右の両端部の表示領域が有効に利用されない一方で、ディスプレイの上下の幅は狭
く、多くのページがスクロールさせなければ一見して閲覧することが出来ない、という課
題がある。
【０００５】
　さらに、ネットワークテレビ等の情報家電機器は、ＰＣのようなキーボードやマウスが
常に使用できる環境にはないので、例えば、リンク情報を有するＷｅｂページを表示させ
た場合に、容易な操作でリンクを指定してＷｅｂページを逐次表示させることが困難であ
ることが多い。
【０００６】
　また、従来技術及び従来技術の組み合わせでは、マークアップ言語で記述されたＷｅｂ
ページを解析する機能を、携帯機器等を含む情報家電製品が備える必要がある。
　さらに、従来技術及び従来技術の組み合わせでは、広告配信の機会を提供するために情
報家電製品以外にセットトップボックス等の機器を追加する必要がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、情報家電製品に表示するページのレイアウトを、当該情報家電製品
の画面の縦横比と関連付けることにより、視認性に優れたページをユーザに提供すること
を目的とする。
　特に、横長のディスプレイを有するネットワークテレビ等の情報家電に表示した場合の
視認性を改善し得るページを生成することを目的とする。さらに、キーボードやマウスを
使用しなくとも容易な操作でＷｅｂページのリンクを指定してＷｅｂページを逐次表示さ
せることを目的とする。
　また、本発明は、マークアップ言語で記述されたＷｅｂページを解析し、画面表示のた
めのレイアウト処理を実施するサーバ装置を用意し、レイアウト処理した当該Ｗｅｂペー
ジを情報家電製品に送信することにより、情報家電製品に特別な能力やリソース等を追加
することなく、文書情報及び画像情報を含む画面を表示することを目的とする。
　さらに、本発明は、表示する画面に適宜広告を挿入することで、新たな広告配信の機会
を創出することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【０００９】
（１）　画面表示手段を有するネットワーク端末に表示させるページを要求するページ送
信要求に応答して、サーバ装置が、前記ネットワーク端末の表示領域に応じたページを生
成するステップと、前記生成したページを前記ネットワーク端末に送信するステップと、
を含み、前記生成したページは、前記表示領域において少なくとも２の列を用いる形式を
有する、方法。
【００１０】
　本発明に係る方法は、サーバ装置が画面表示情報を生成する方法に関し、インターネッ
ト接続可能なデジタルテレビ等をネットワーク端末として用いる。当該ネットワーク端末
は、画面表示のための装置を内蔵するデジタルテレビ等でもよく、ビデオ出力端子等を備
えて外付けの表示装置に画面を表示しうるハードディスクレコーダ等でもよく、ディスプ
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レイ装置等を備えたパーソナル・コンピュータ等でもよい。
　本発明に係る、サーバ装置が画面表示情報を生成する方法は、端末からの送信要求に応
答して、ネットワーク資源からページ情報を抽出して当該端末に送信する、ネットワーク
・サーバ装置等を用いて実施しうる。当該ネットワーク資源は、イントラネット、インタ
ーネット等のコンピュータ・ネットワークを介してアクセス可能なコンピュータ資源を含
む。
　一般的なブラウザ等を用いるネットワーク資源の利用とは異なり、本発明に係るサーバ
装置が画面表示情報を生成する方法においては、前記抽出したページ情報から、前記ネッ
トワーク端末の表示領域に応じたページを生成するステップを含む。この生成したページ
は、端末画面に少なくとも２の列を用いる形式を有する。具体的には、前記抽出したペー
ジ情報に含まれうる表示のための制御情報とは独立して、本発明に係る方法においては、
端末画面の左半分に表示する情報と、端末画面の右半分に表示する情報を生成し、これら
を端末画面の全体に合成して１のページとして表示するよう前記ネットワーク端末に送信
しうる。列の数は２に限らず適宜設計しうる。これにより、横長の形状を有するハイビジ
ョンテレビ等の端末画面の左右の両端を有効利用し、視認性を向上した表示画面を前記ネ
ットワーク端末のユーザに提供しうる。
【００１１】
（２）　前記生成したページはＷｅｂページである、（１）に記載の方法。
【００１２】
　前記生成したページは、Ｗｅｂページを構成する、ＨＴＭＬ（Hyper　Text　Mark-up　
Language）形式のテキスト及びリンクされた文字情報並びに／又は画像情報等の集まりで
もよい。すなわち、本発明に係るサーバ装置が画面表示情報を生成する方法の実施手段等
は、前述のネットワーク端末の横長の画面の全体に合成して１のページとして表示するた
めの制御情報を、ネットワーク資源から前記抽出されたＷｅｂページに追加して、前記ネ
ットワーク端末に送信しうる。
　あるいは、前記生成したページは、デジタルテレビ等の画像表示手段に表示可能に構成
される画像でもよい。すなわち、前述の端末画面に表示する情報は、全体として１の静止
画でありうる。当該画像の形式は画像表示手段の態様に基づいて適宜設計しうる。
【００１３】
（３）　前記生成したページは少なくとも１のリンク情報を含む、（１）又は（２）に記
載の方法。
【００１４】
　リンク情報は、ネットワーク資源にアクセスするためのリンク情報であるＵＲＬ（Unif
orm　Resource　Locator）でもよい。これにより、ユーザはデジタルテレビ等のネットワ
ーク端末の画面に表示しうるＷｅｂページに埋め込まれたリンク情報を用いて、当該Ｗｅ
ｂページと関連性を有する他のネットワーク資源にアクセスしうる。
【００１５】
（４）　前記リンク情報は、前記少なくとも２の列を用いる形式で画面表示されているペ
ージにおいて、隣接する列間で略水平方向に注目箇所を移動可能に表示される、（３）に
記載の方法。
【００１６】
　前述のネットワーク端末等の表示手段は、ポインティング・デバイス等を備えることに
より、又はリモートコントローラのカーソル移動手段等を用いて、画面表示の領域内に画
像としてポインタを表示してもよい。ユーザは当該ポインティング・デバイス又はデジタ
ルテレビ用のリモートコントローラ等を用いて画面表示の領域内において、注目箇所を適
宜移動しうる。
　前記注目箇所は、前記画面表示の領域内に含まれる任意の画素でもよく、前述のリンク
情報を示す画像又は画面表示される文字等でもよい。前記ユーザが当該注目箇所を移動可
能であることの表示は、画像又は文字の装飾等により適宜設計しうる。例えば、当該リン
ク情報の画面表示を他のリンク情報と異なる配色とする等の手法により、ユーザが１のリ
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ンク情報にフォーカスを設定していることを画面表示しうる。
　本発明に係るサーバ装置が画面表示情報を生成する方法においては、少なくとも２の列
を用いる形式で端末画面に表示される画面情報は、前記ポインティング・デバイス等又は
リモートコントローラのカーソル移動等を用いて、隣接する列間で略水平方向に注目箇所
を移動可能に表示される。
　一般的なブラウザ等を用いるネットワーク資源の利用とは異なり、本発明に係るサーバ
装置が画面表示情報を生成する方法においては、ネットワーク資源に記憶されたページ情
報に含まれる表示のための制御情報とは独立して、前記端末画面の表示領域において少な
くとも２の列を用いる形式を用いる。すなわち、本発明に係る方法においては、前記ネッ
トワーク端末等のユーザは任意のページ情報の表示に対して、隣接する列間で略水平方向
に注目箇所を移動しうる。
　従って、前記ユーザは、前記ポインティング・デバイス等又はリモートコントローラの
カーソル移動等を用い、画面表示の隣接する列間を横断して、略水平方向に注目箇所を移
動することにより、表示画面の再表示等の手間をかけずに手軽に複数のリンク情報を利用
しうる。
【００１７】
（５）　前記生成したページは、前記表示領域において連動してスクロール表示可能に表
示される、請求項１から請求項４のいずれかに記載の方法。
【００１８】
　本発明に係るサーバ装置が画面表示情報を生成する方法においては、前述のように少な
くとも２の列を用いる形式で端末画面に表示される画面情報は、前記表示領域において連
動してスクロール表示可能に表示される。
　前記ユーザは、前記ポインティング・デバイス等又はリモートコントローラのカーソル
移動等を用い、画面表示の一部又は全体をスクロールさせて、前記リンク情報を含むネッ
トワーク資源を利用しうる。１回のスクロールの動作において更新される画面表示の行数
、画像の画素数、上下左右を含むスクロールの方向等は、適宜設計しうる。
　本発明の方法においては、前記ユーザは、少なくとも２の列を含む表示画面をスクロー
ルしうるので、従来の１の列状等に構成されるページ情報をスクロールさせる画面表示と
は異なり、より少ない手間で、より効率的に画面表示を更新しながらネットワーク資源を
利用しうる。
【００１９】
（６）　前記生成した前記ページに広告表示のための領域を追加するステップをさらに含
む、（１）から（５）のいずれかに記載の方法。
【００２０】
　本発明に係る画面表示情報を生成する方法は、デジタルテレビ等の画面表示手段を有す
るネットワーク端末を用いて、広告を提示する機会を広告主に提供しうる。
【００２１】
（７）　前記生成した前記ページと関連付けられた広告を表示することをさらに含む、
（１）から（６）のいずれかに記載の方法。
【００２２】
　これにより、特定の表示の情報に関心を有するユーザに対して、広告主は高いヒット率
を期待しうる広告を提示する機会を得られる。
【００２３】
（８）　前記生成したページを記憶部に記憶し、画面表示手段を有するネットワーク端末
からのページ送信要求に応答して、前記記憶部に記憶した当該ページを前記ネットワーク
端末に送信する、（１）から（７）のいずれかに記載の方法。
【００２４】
　ユーザがページ送信要求を繰り返す場合、特に、ページの表示を更新した後に、再度、
過去に表示したページを閲覧したい場合等において、本発明に係る画面表示情報を生成す
る方法の実施手段等は、記憶部に記憶した画面表示のための情報を再送信することにより
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、表示のためのページを新規に生成するステップ等を省略しうる。これにより、ユーザか
らのページ表示の再送信要求に対して、迅速に画面表示のためのページデータを送信しう
る。
　当該記憶部は、キャッシュメモリ等の半導体を用いて実現してもよく、ディスクキャッ
シュ等の磁気記憶媒体を用いて実現してもよく、適宜設計しうる。
【００２５】
（９）　（１）から（８）に記載のいずれかのステップをコンピュータに実行させるため
のコンピュータ・プログラム。
【００２６】
　これにより、本発明に係る画面表示情報を生成する方法はコンピュータを用いて実施し
うる。
【００２７】
（１０）　画面表示手段を有するネットワーク端末に表示させるページを要求するページ
送信要求に応答して、前記ネットワーク端末の表示領域に応じたページを生成するページ
生成部と、前記生成したページを前記ネットワーク端末に送信するページデータ送信部と
、を含み、前記生成したページは、前記表示領域において少なくとも２の列を用いる形式
を有する、サーバ装置。
【００２８】
　前記ページ生成部及び前記ページデータ送信部は、当該サーバ装置の主記憶又は仮想記
憶等を用いて作成されうる。当該サーバ装置は画面表示情報を生成する手段として用いら
れるが、さらに、前述のキャッシュメモリ又はディスクキャッシュ等の機能を含んでもよ
い。
【００２９】
　当該サーバ装置におけるページ生成部及びページデータ送信部は、それぞれを独立した
サーバ装置等により実現してもよく、全体を１のサーバ装置を用いて実現してもよい。
　本発明に係るサーバ装置を用いることにより、デジタルテレビ等のネットワーク端末は
、少なくとも２の列を用いる形式のページをユーザに提供しうる。これにより、ユーザは
視認性を向上した表示形式を利用してネットワーク資源にアクセスしうる。
　本発明に係るサーバ装置を用いることにより、ユーザはリモートコントローラ等を用い
てデジタルテレビ等を遠隔操作し、注目する画面表示の範囲内の箇所を垂直又は水平方向
に任意に設定しうる。これにより、ユーザは快適にネットワーク資源にアクセスすること
ができ、一般的なブラウザ等を持ちいる情報家電製品の利用と比較して、操作性を向上し
うる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、情報家電製品に表示するＷｅｂページのレイアウトを、当該情報家電
製品の画面の縦横比と関連付け、横長のディスプレイを有するネットワークテレビ等の画
面全体を有効利用することにより、視認性に優れた画面をユーザに提供することができる
という効果がある。
　また、本発明によれば、リモートコントローラ等を用いて、表示されたページが有する
リンク情報を選択でき、キーボードやマウスを使用しなくとも容易な操作でリンク情報を
指定して、リンクしたＷｅｂページを逐次表示できるため、操作性に優れたネットワーク
資源のアクセス手段を提供しうるという効果がある。
　また、本発明によれば、マークアップ言語で記述されたＷｅｂページを解析し、画面表
示のためのレイアウト処理を実施するサーバ装置を用意し、レイアウト処理したＷｅｂペ
ージを情報家電製品に送信することにより、情報家電製品に特別な能力やリソース等を追
加することなく、文書情報及び画像情報を含む画面を表示することができるという効果が
ある。
　さらに、本発明によれば、表示する画面に適宜広告を挿入することで、新たな広告配信
の機会を創出することができるという効果がある。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態について図を参照しながら説明する。なお、これはあくまでも
一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００３２】
　［画面表示情報送受信システム］
　図１は、本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信システムを示す図である。コ
ンテンツサーバ１０、ゲートウェイサーバ３０、及びネットワーク画像表示装置４０は、
ネットワーク５０を介して相互に接続しうる。ネットワーク５０は、好適にはインターネ
ットである。
　ネットワーク画像表示装置４０は、好適には、デジタルテレビ受信機等の、インターネ
ット上の資源を画面表示しうる情報家電製品であり、ここにインターネット上の資源は、
ＨＴＭＬ形式で記述されたＷｅｂページ、前記Ｗｅｂページと関連付けられる画像情報、
音声情報等を適宜含み、文字コード又はファイル形式の詳細は問わない。前記情報家電製
品は、ハードディスクレコーダ等の表示手段を含まないインターネット接続可能な情報家
電製品とディスプレイ装置とを組み合わせて用いてもよい。インターネット上の資源にア
クセスしうる情報家電製品であれば、画面表示の手段の詳細は問わない。
　制御信号発生器４８は、適宜、カーソル制御部４９を備え、画面表示のための制御信号
をネットワーク画像表示装置４０に送信する。カーソル制御部４９は、ネットワーク画像
表示装置４０の画面上に表示されるカーソルの移動、又は、表示されたページ内における
複数のリンク情報のフォーカスの移動、リンク情報を選択することの送信等のために用い
られうる。制御信号発生器４８は、好適にはデジタルテレビ等のリモートコントローラで
ある。
　コンテンツサーバ１０は、ネットワーク画像表示装置４０が画面表示するためのＷｅｂ
ページを適宜レイアウトしてゲートウェイサーバ３０に送信する。
　ゲートウェイサーバ３０は、コンテンツサーバ１０が生成した画面表示のためにレイア
ウトされたＷｅｂページを一時的に記憶し、ネットワーク画像表示装置４０に送信する。
　コンテンツサーバ１０及びゲートウェイサーバ３０は、独立したサーバ装置を用いてそ
れぞれを構成してもよく、１のサーバ装置にコンテンツサーバ１０及びゲートウェイサー
バ３０の機能を含めてもよい。あるいは複数のデータベースサーバ装置を組み合わせてコ
ンテンツサーバ１０及びゲートウェイサーバ３０を任意に構成してもよい。
　コンテンツデータベース（コンテンツＤＢ）５５は、文字情報及び／又は画像情報を含
むＷｅｂページを記憶し、検索し、抽出する機能を有する。
　広告データベース（広告ＤＢ）６０は、広告情報を記憶し、検索し、抽出する機能を有
する。
　Ｗｅｂ資源６５は、ネットワーク５０を介してアクセス可能なＨＴＭＬ形式のテキスト
、画像、音声情報等を含む、Ｗｅｂページの集まりである。Ｗｅｂ資源６５は、特定のサ
ーバ装置に限らず、ネットワーク５０を介してアクセス可能な任意のネットワーク資源で
ありうる。
【００３３】
　以下に、画面表示情報送受信システムの動作例を記す。なお、以下の動作例は一例であ
って、これに限定するものではない。
　制御信号発生器４８は、ネットワーク画像表示装置４０の画面に表示されるＷｅｂペー
ジに含まれる又は埋め込まれたリンク情報が選択された状態において、当該リンク情報を
呼び出すことを示す信号を、ネットワーク画像表示装置４０に送信する。これにより、当
該リンク情報と関連付けられるＷｅｂページをネットワーク画像表示装置４０に表示する
要求が発生する。
　ネットワーク画像表示装置４０は、前記要求をゲートウェイサーバ３０に送信する。
　ゲートウェイサーバ３０は、前記要求と一致するＷｅｂページを記憶している場合は、
当該記憶したＷｅｂページをネットワーク画像表示装置４０に送信する。記憶していない
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場合は、コンテンツサーバ１０にＷｅｂページを送信するよう要求する。
　コンテンツサーバ１０は、ゲートウェイサーバ３０からの要求を受信し、コンテンツＤ
Ｂ５５を用いてＷｅｂページを検索し抽出する。当該ＷｅｂページがコンテンツＤＢ５５
に含まれない場合は、コンテンツサーバ１０はＷｅｂ資源６５から当該Ｗｅｂページを読
み出し、コンテンツＤＢ５５に記憶して利用してもよい。次いで、コンテンツサーバ１０
は、抽出したＷｅｂページをレイアウト処理し、レンダリングし、広告ＤＢ６０を用いて
適宜広告情報を追加又は挿入し、ゲートウェイサーバ３０に送信する。
　ゲートウェイサーバ３０は、レンダリングされ適宜広告情報を追加又は挿入された、表
示のためのページをネットワーク画像表示装置４０に送信する。
　ネットワーク画像表示装置４０は、ゲートウェイサーバ３０が送信した適宜広告が追加
又は挿入された前記表示のためのページを画面に表示する。
【００３４】
　本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信システム等における特徴は、ネットワ
ーク画像表示装置４０の画面が横長であることを利用して、表示のための領域内に２列等
の形式でＷｅｂページを表示することである。例えば、横長の表示領域の範囲内を左右に
分割し、左半分にはＷｅｂページの冒頭を含む部分を表示し、右半分にはその続きを表示
する。すなわち、画面の形状と特に関連付けのない一般的なブラウザ等を用いてＷｅｂペ
ージを表示する場合とは異なり、横長の画面の形状を有効に利用してＷｅｂページを表示
する。これにより、本発明に係る画面表示情報方法は、ユーザにとっての視認性を向上し
うる。
【００３５】
　本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信システム等における別の特徴は、ネッ
トワーク画像表示装置４０の画面に表示されるＷｅｂページのレイアウトが、コンテンツ
サーバ１０において実施されることである。
　一般的に、デジタルテレビ等の情報家電製品は、パーソナルコンピュータ等と比較して
画像処理能力又は装置に内蔵しうる記憶媒体の容量等に制約がある。具体的には、ユーザ
が頻繁に画面のスクロール等を指示すると、情報家電製品等の画面表示手段には表示のた
めの画像を新規に用意してビデオメモリ等に書き込む処理を繰り返し実施する場合がある
。また、表形式のレイアウト等の画面表示のための制御情報を解析し、表示のための画面
を生成する処理においても、画像処理の負担が生じうる。このため、スクロール途中の画
面表示が繰り返し表示されることにより、又は、表形式の画面表示等が再配置されること
により、ユーザは自己が表示を望む情報にたどり着くまでに待たなければならない場合が
ある。画面表示等の処理が比較的低速な家電製品では、こうした状況はユーザにとって操
作上のストレスになりうるものである。
　本発明に係る画面表示情報送受信システム等は、デジタルテレビ等の情報家電製品が画
面表示するための情報を２列等の所定の形式で生成し、デジタルテレビ等に送信する。デ
ジタルテレビ等の情報家電製品は、画面のスクロール等の画像処理をせずに、本発明に係
る画面表示情報送受信システム等が送信する表示画面を表示すればよい。従って、本発明
に係る画面表示情報送受信システム等は、ユーザにとっての操作上のストレスを除きうる
。
【００３６】
　本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信システムは、コンテンツサーバ１０を
用いて、Ｗｅｂページにレンダリングのための画面制御の情報を追加し、表示のためのペ
ージを生成する。これにより、ネットワーク画像表示装置４０に特別な機能を有するブラ
ウザ又はハードウェア等を用意することなく、視認性、操作性を改善したＷｅｂページを
画面表示しうる。
　また、本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信システムは、適宜広告を含むこ
とにより、広告配信の機会を提供しうる。
【００３７】
　［画面表示情報送受信装置の構成］
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　図２は、本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信装置の構成を示す図である。
図１と重複する箇所は省略する。
【００３８】
　図２のコンテンツサーバ１０は、ページ要求受信部１２、ページデータ管理部１４、レ
イアウト解析部１６、レンダリング部１８、合成ページ生成部２０、ページデータ送信部
２２、入出力部２４を備える。
　ページ要求受信部１２は、ゲートウェイサーバ３０又はネットワーク画像表示装置４０
からのＷｅｂページの送信を要求する情報を受信する。
　ページデータ管理部１４は、前記送信を要求する情報の受信に応答して、コンテンツＤ
Ｂ５５を用いて要求されたＷｅｂページを検索し抽出する。コンテンツＤＢ５５に記憶さ
れていない場合は、コンテンツサーバ１０はページデータ管理部１４を用いて、Ｗｅｂ資
源６５から当該Ｗｅｂページを受信する。当該Ｗｅｂページは、文字情報、画像情報、音
声情報等を適宜含む。コンテンツＤＢ５５のデータ構造は後述する。
　コンテンツＤＢ５５は、Ｗｅｂページだけでなく、インターネット資源へのリンク情報
を記憶してもよい。
　レイアウト解析部１６は、前記抽出されたＷｅｂページに含まれる画面表示を制御する
ための情報、具体的には、ＨＴＭＬ形式のＷｅｂページに含まれる文字数、１文字の大き
さに関する情報、画像のピクセル数等を解析する。
　レンダリング部１８は、前記解析の結果を用いて当該Ｗｅｂページを成形する。具体的
には、１文字の大きさに基づき１行に表示しうる文字数を算出して文字情報を適宜改行し
、画像のピクセル数に基づき適宜画像を拡大又は縮小する。
　また、レンダリング部１８は、デジタルテレビ受信機等の横長の画面において、表示の
ためのページの視認性を改善し、当該Ｗｅｂページに含まれる又は埋め込まれたリンク情
報の操作性を改善するために、適宜、２列表示等の表示フォーマットを用いて当該Ｗｅｂ
ページをレンダリングしうる。表示フォーマットの実施例は後述する。
　合成ページ生成部２０は、広告ＤＢ６０を用いて広告情報を抽出し、レンダリングされ
たＷｅｂページに追加又は挿入する。好適には、前記広告情報もまたＨＴＭＬ形式のＷｅ
ｂページである。前記広告情報は、当該Ｗｅｂページに含まれる文字、画像、又は特徴等
のいずれかとの関連性を有するものを優先して抽出してもよい。例えば、Ｗｅｂページと
して愛玩動物に関する文字情報及び画像情報が表示のために用意される場合に、広告情報
としてペット用品販売の広告を抽出してもよい。前記レンダリングされたＷｅｂページに
対して広告情報を追加又は挿入する位置は適宜設計しうる。広告ＤＢ６０のデータ構造は
後述する。
　ページデータ送信部２２は、適宜広告が追加又は挿入された表示のためのページを、ゲ
ートウェイサーバ３０又はネットワーク画像表示装置４０に送信する。
　入出力部２４は、ネットワーク５０と接続し、データ又はコマンド等を送受信する。
　コンテンツサーバ１０に含まれるそれぞれの機能は、Ｗｅｂページ等を一時的に記憶す
るための記憶手段を適宜備えてもよい。
　図２に示すように、コンテンツＤＢ５５及び広告ＤＢ６０とコンテンツサーバ１０とは
直接接続してもよいが、これに限らず、コンテンツＤＢ５５又は広告ＤＢ６０をサーバ装
置として構成し、ネットワーク５０を介してコンテンツサーバ１０と接続してもよい。
【００３９】
　図２のゲートウェイサーバ３０は、ページ要求送信部３２、ページデータ受信部３４、
ページデータ送信部３６、入出力部３８、記憶部３９を備える。入出力部３８はネットワ
ーク５０と接続しうる。
　ページ要求送信部３２は、ネットワーク画像表示装置４０から、Ｗｅｂページの送信を
要求する情報を受信する。
　ページデータ受信部３４は、コンテンツサーバ１０が生成して送信した、広告を含む表
示のためのページを受信する。
　ページデータ送信部３６は、前記表示のためのページをネットワーク画像表示装置４０



(10) JP 4932775 B2 2012.5.16

10

20

30

40

50

に送信する。
　入出力部３８は、ネットワーク５０と接続し、データ又はコマンド等を送受信する。
　記憶部３９は、前記表示ためのページの送信履歴等を適宜記憶する。記憶部３９は、ス
トリームデータ等の送信及び受信を緩衝するためのバッファメモリ等でもよい。あるいは
、記憶部３９は、繰り返し呼び出されるコンピュータ可読情報を一時的に記憶するための
ディスクキャッシュ等でもよい。
　ゲートウェイサーバ３０は、コンテンツサーバ１０及びネットワーク画像表示装置４０
のそれぞれと接続し、コンテンツサーバ１０が送信した広告を含む表示のためのページを
一時的に記憶し、当該表示のためのページの受信を終了したことをコンテンツサーバ１０
に通知してネットワーク画像表示装置４０に送信しうる。このように、ゲートウェイサー
バ３０がネットワーク５０を介するトラフィックを緩衝することにより、コンテンツサー
バ１０と比較してネットワーク画像表示装置４０のパフォーマンスが低速であっても、コ
ンテンツサーバ１０は表示のためのページの送信完了を迅速に認識しうる。
　あるいは、ゲートウェイサーバ３０は、ネットワーク画像表示装置４０が以前に表示し
た表示のためのページを再度表示するようページ要求を送信することに応答して、ゲート
ウェイサーバ３０に記憶された表示のためのページを再度送信してもよい。このように、
ゲートウェイサーバ３０がディスクキャッシュとして動作することにより、コンテンツサ
ーバ１０の負荷は軽減されうる。
【００４０】
　図２のネットワーク画像表示装置４０は、ページ要求送信部４２、ページデータ受信部
４３、画面表示部４４、制御信号受付部４５、制御信号発生器４８を備える。入出力部４
６はネットワーク５０と接続しうる。
　ネットワーク画像表示装置４０が、ネットワーク５０を介して接続しうるコンテンツサ
ーバ１０及びゲートウェイサーバ３０のそれぞれに接続の優先順位を設けることは、設計
事項である。すなわち、ネットワーク画像表示装置４０は、任意にコンテンツサーバ１０
又はゲートウェイサーバ３０に接続しうる。
　ページ要求送信部４２は、Ｗｅｂページの画面表示を要求する情報を送信する。当該情
報は、新規にＷｅｂページの送信を要求する情報でもよく、画面に表示されたＷｅｂペー
ジに含まれるか又は埋め込まれた、ネットワーク資源へのリンク情報等でもよい。当該要
求がゲートウェイサーバ３０に送信される場合、すでにゲートウェイサーバ３０が記憶し
ている表示のためのページと同一であれば、コンテンツサーバ１０の処理の諸段階を用い
ずに、迅速にネットワーク画像表示装置４０に当該表示のためのページが表示されうる。
　ページデータ受信部４３は、コンテンツサーバ１０又はゲートウェイサーバ３０が送信
した表示のためのページを受信する。
　画面表示部４４は、前記受信した表示のためのページを表示する。具体的には、画面表
示部４４はデジタルテレビ受信機等の画面表示手段を用いて構成されうる。
　制御信号受付部４５は、制御信号発生器４８が発生する画面表示を制御する信号を受け
付け又は受信する。制御信号受付部４５と制御信号発生器４８との接続は電気的でもよく
、赤外線、電波等の非接触の通信手段を介してもよい。好適には、制御信号発生器４８は
、デジタルテレビ受信機等の部品であるリモートコントローラ等である。
　画面表示を制御する信号は、画面上にカーソル等を表示し、カーソルを移動するために
用いられてもよく、任意のカーソル位置において当該カーソルの座標を選択したことを示
す信号でもよい。あるいは、複数のリンク情報が埋め込まれたＷｅｂページのフォーカス
を移動するための信号でもよく、フォーカスされたリンク情報を選択することを示す信号
でもよい。
【００４１】
　ゲートウェイサーバ３０及びネットワーク画像表示装置４０は、それぞれが独立してネ
ットワーク５０に接続してもよいが、これに限らず、ネットワーク５０を介さずにゲート
ウェイサーバ３０とネットワーク画像表示装置４０を直接接続してもよく、１の筐体内に
ゲートウェイサーバ３０及びネットワーク画像表示装置４０の機能を含めてもよい。具体
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的には、デジタルテレビの機能を有するパーソナルコンピュータ等を、ゲートウェイサー
バ３０及びネットワーク画像表示装置４０として用いてもよい。
　あるいは、パーソナルコンピュータ等をゲートウェイサーバ３０として用い、デジタル
テレビ等をネットワーク画像表示装置４０として用いてもよい。記憶部３９はパーソナル
コンピュータ等に内蔵してもよく、外付け又は着脱可能な記憶手段を用いて構成してもよ
い。
【００４２】
　本発明の一実施形態に係る画面表示情報送受信装置においては、コンテンツサーバ１０
が表示のためのページを合成することにより、Ｗｅｂページの視認性、操作性を改善して
、ネットワーク画像表示装置４０に表示しうる。
　また、本発明の一実施形態に係る画面表示情報送受信装置においては、ネットワーク画
像表示装置４０には特別な機能を有するブラウザ又はハードウェア等の追加を必要としな
い。
　さらに、本発明の一実施形態に係る画面表示情報送受信装置においては、表示のための
ページが適宜広告を含むことにより、広告配信の機会を提供しうる。
【００４３】
　［画面表示情報送受信装置］
　図３は、本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信装置（１０、３０、４０）の
ブロック図である。具体的には、画面表示情報送受信装置（１０、３０、４０）は、コン
テンツサーバ１０、ゲートウェイサーバ３０、ネットワーク画像表示装置４０を含む。
　以下、画面表示情報送受信装置（１０、３０、４０）をサーバ装置として説明するが、
パーソナルコンピュータを画面表示情報送受信装置（１０、３０、４０）として用いる場
合においても基本的には同様である。
【００４４】
　画面表示情報生成装置（１０、３０、４０）は、制御部１０８を構成するＣＰＵ１１０
（マルチプロセッサ構成ではＣＰＵ１２０等複数のＣＰＵが追加されてもよい）、バスラ
イン１０７、通信Ｉ／Ｆ１４０、メインメモリ１５０、ＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ　Ｉｎｐｕ
ｔ　Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）１６０、ＵＳＢポート１９０、Ｉ／Ｏコントローラ１
７０、並びにキーボード及びマウス１８０等の入力手段や表示装置１２２を備える。Ｉ／
Ｏコントローラ１７０には、テープドライブ１７２、ハードディスク１７４、光ディスク
ドライブ１７６、半導体メモリ１７８、等の記憶部１０９を接続しうる。ＢＩＯＳ１６０
は、サーバの起動時にＣＰＵ１１０が実行するブートプログラムや、サーバのハードウェ
アに依存するプログラム等を格納する。ハードディスク１７４は、サーバとして機能する
ための各種プログラム及び本発明の機能を実行するプログラムを記憶する。光ディスクド
ライブ１７６としては、例えば、ＤＶＤ－ＲＯＭドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭドライブ、ＣＤ－ＲＡＭドライブ等を使用しうる。この場合は各ドライブに対
応した光ディスク１７７を使用する。光ディスク１７７から光ディスクドライブ１７６に
よりプログラム又はデータを読み取り、Ｉ／Ｏコントローラ１７０を介してメインメモリ
１５０又はハードディスク１７４に提供しうる。また、同様にテープドライブ１７２に対
応したテープメディア１７１を主としてバックアップのために使用しうる。
【００４５】
　サーバに提供されるプログラムは、ハードディスク１７４、光ディスク１７７、又はメ
モリカード等の記録媒体に格納されて提供される。このプログラムは、Ｉ／Ｏコントロー
ラ１７０を介して、記録媒体から読み出され、又は通信Ｉ／Ｆ１４０を介してダウンロー
ドされることによって、サーバにインストールされ実行されてもよい。
【００４６】
　上述のプログラムは、内部又は外部の記憶媒体に格納されてもよい。ここで、記憶媒体
としては、磁気記録媒体、光磁気記録媒体、光学記録媒体、電子媒体を含むが、これらに
限定されない。前記磁気記録媒体には、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスク、
ハードディスク１７４、磁気ランダムアクセスメモリ（ＭＲＡＭ）等を含み、光磁気記録
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媒体には光磁気ディスク（ＭＯ及びＭＤ）等を含み、光学記録媒体には追記型コンパクト
ディスク（ＣＤ）、追記型デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、追記型ブルーレイディス
ク、追記型ホログラフィック・ディスク等を含み、電子媒体には電気書き込み可能読み出
し専用メモリ、ランダムアクセスメモリ、フラッシュメモリ、シリコン・ストレージ・デ
ィスク等を含む。また、専用通信回線やインターネット等の通信回線に接続されたサーバ
システムに設けたハードディスク１７４又は光ディスクライブラリ等の記憶装置を記録媒
体として使用し、通信回線を介してプログラムをサーバに提供してもよい。
【００４７】
　ここで、表示装置１２２は、サーバ管理者によるデータの入力を受け付ける画面を表示
したり、演算処理結果の画面を表示したりするものであり、ブラウン管表示装置（ＣＲＴ
）、液晶表示装置（ＬＣＤ）等のディスプレイ装置を含む。入力手段は、ユーザによる入
力の受け付けを行うものであり、キーボード及びマウス１８０等により構成してもよい。
　ネットワーク画像表示装置４０においては、キーボード及びマウス１８０を省略し、通
信Ｉ／Ｆ１４０を介してリモートコントローラからの制御信号を受信してもよい。
　コンテンツサーバ１０及びゲートウェイサーバ３０においては、通信Ｉ／Ｆ１４０は、
サーバ装置を専用ネットワーク又は公共ネットワークを介して端末と接続しうるようにす
るためのネットワーク・アダプタである。
　通信Ｉ／Ｆ１４０は、モデム、ケーブル・モデム、イーサネット（登録商標）・アダプ
タ、無線ネットワーク・アダプタ等を含んでよい。
【００４８】
　以上の例は、画面表示情報生成装置（１０、３０、４０）のハードウェア構成について
主に説明したが、コンピュータに、プログラムをインストールして、そのコンピュータを
画面表示情報送受信装置（１０、３０、４０）として動作させることにより上記で説明し
た機能を実現しうる。従って、本発明において一実施形態として説明した画面表示情報生
成装置（１０、３０、４０）により実現される機能は、上述の方法を前記コンピュータに
より実行することにより、あるいは、上述のプログラムを前記コンピュータに導入して実
行することによっても実現可能である。
【００４９】
　［表示画面の構成例］
　図４は、本発明の一実施形態に係る、ネットワーク画像表示装置の表示画面の構成例を
示す図である。以下、ネットワーク画像表示装置４０をデジタルテレビ受信機として説明
するが、これに限らず、デジタルテレビ受信機の機能を有するパーソナル・コンピュータ
、ハードディスクレコーダ等をディスプレイ装置と適宜組み合わせて用いてもよい。
【００５０】
　図４（ａ）は、本発明の一実施形態に係る、表示画面の構成例を示す図である。この表
示画面は、本発明の一実施形態に係る画面表示情報送受信システム１に含まれるコンテン
ツサーバ１０を用いてレイアウト処理等を実施した表示のためのページを、ネットワーク
画像表示装置４０を用いて表示するものである。
　画像表示領域２５０は、ネットワーク画像表示装置４０の画面表示部４４が文字情報又
は画像情報等を表示しうる領域である。
　一実施形態において、画像表示領域２５０の縦横の画素数は、ハイビジョンテレビに表
示しうる縦横の画素数である、縦１０８０画素及び横１９２０画素である。すなわち、ネ
ットワーク画像表示装置等の画像表示領域２５０の縦横の寸法比は、整数比９対１６等の
横長の形状でありうる。
　表示情報１（３８０）及び表示情報２（３８２）は、コンテンツサーバ１０により生成
され、ゲートウェイサーバ３０を介してネットワーク画像表示装置４０が受信する画面表
示のための情報である。
　ここで、表示情報１（３８０）の下方は、その内容が表示情報２（３８２）の上方に引
き続くよう構成される。すなわち、表示情報１（３８０）及び表示内容２（３８２）は、
コンテンツサーバ１０により少なくとも２の表示情報として分割され、画像表示領域２５
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０の範囲内に表示しうるよう配置されたＷｅｂページである。当該配置は、横長である画
像表示領域２５０の形状を利用し、列状の表示情報を横に並べる。
　配置される表示情報の相互の関係は、例えば、表示情報１（３８０）に対して表示情報
２（３８２）は後続の列である。図４（ａ）には２列の表示の例を示したが、これに限ら
ず、列の数は画像表示領域２５０の縦横比等に基づいて適宜設計しうる。例えば、３列の
表示情報を並べて配置し、左の列から右方向に内容が引き継がれるようにしてもよい。
　なお、Ｗｅｂページが長文等である場合には、表示のためのページは表示情報１（３８
０）及び表示情報２（３８２）の他に、１の画像表示領域２５０の範囲内に表示されない
情報を含みうる。
【００５１】
　図４（ａ）において、列幅１（３３４）及び列幅２（３３６）は、画像表示領域２５０
における表示情報１（３８０）及び表示情報２（３８２）の横幅である。例えば、これら
の横幅は、画像表示領域２５０の範囲内において画像表示領域２５０に表示情報１（３８
０）及び表示情報２（３８２）を２列に配置して表示しうる値であればよい。これに限ら
ず、画像表示領域２５０の範囲内における表示情報の分割数、配置等は適宜設計しうる。
　列幅１（３３４）及び列幅２（３３６）の値は、ネットワーク画像表示装置４０が固有
の情報として記憶してコンテンツサーバ１０に送信してもよく、コンテンツサーバ１０が
適宜初期値を設定してユーザからの指示により編集しうるものでもよい。列幅１（３３４
）及び列幅２（３３６）の値は同一でもよく、ユーザが表示の内容に注目する等の目的に
応じて、いずれかを他よりも大きくしてもよい。
　一実施形態において、列幅１（３３４）及び列幅２（３３６）は、ハイビジョンテレビ
に表示しうる横方向の画素数である１９２０画素の２分の１以下、すなわち９６０画素以
下である。
【００５２】
　列長３２４は、画像表示領域２５０における表示情報１（３８０）及び表示情報２（３
８２）の縦方向の長さであり、画像表示領域２５０の範囲内において表示情報１（３８０
）及び表示情報２（３８２）を表示しうる値であればよく、適宜設計しうる。また、画像
表示領域２５０において表示情報１（３８０）及び表示情報２（３８２）を、適宜、拡大
縮小表示することは当業の設計事項である。
　一実施形態において、列長３２４は、ハイビジョンテレビに表示しうる縦方向の画素数
である１０８０画素以下である。他の実施形態において、列長３２４は、追記型デジタル
多目的ディスク（ＤＶＤ）に記録された動画等の再生における、ディスプレイ装置の縦方
向の画素数である７２０画素以下である。他の実施形態において、列長３２４は、液晶プ
ロジェクタ装置等の縦方向の画素数である４８０画素以下である。
【００５３】
　本発明の一実施形態に係る、表示画面の構成においては、横長のテレビ画面等を表示手
段に用いて、インターネット資源に記憶されるＷｅｂページを少なくとも２の列を配置し
て表示しうる。２列等の形状に配置することにより、表示手段が表示可能な範囲外に逸脱
しうるＷｅｂページの情報は、後続の列を用いて表示しうる。すなわち、画面全体をスク
ロールしなくても、同一画面の表示の範囲内にある後続の列にＷｅｂページの内容を引き
継ぐことが可能である。これにより、本発明は、情報家電製品等におけるＷｅｂページの
視認性を改善しうる。
　ユーザは、列状に配置された表示情報から、１の画面の範囲内に内容が連続するＷｅｂ
ページの情報を、画面全体のスクロールなしに閲覧しうる。従って、本発明の一実施形態
に係る画面表示情報送受信システムを利用するユーザは、効率的にＷｅｂページを閲覧す
ることができる。
【００５４】
　図４（ｂ）は、本発明を用いずに、一般的なブラウザ等を用いて、ネットワーク資源に
記憶されたＨＴＭＬ形式のＷｅｂページを情報家電製品に画面表示することを示す例であ
る。
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　表示情報３９０は、ブラウザ等がＷｅｂページに含まれる文字情報又は画像情報等を配
置するものである。この表示情報３９０と、画像表示領域２５０が横長の形状であること
とは、特に関連付けられない。
　表示情報３９０は、画像表示領域２５０の範囲内に表示されない、表示範囲外の情報３
９２を含みうる。ユーザがこの表示範囲外の情報３９２を閲覧したい場合には、画面をス
クロールするよう指示するか、前記表示範囲外の情報３９２が表示の先頭となるようペー
ジ送りを指示するか、又は表示情報３９０を縮小表示する等の方法がありうる。
　しかし、スクロール又はページ送りを指示すると、それまで表示されていた表示情報３
９０の冒頭付近の情報等が画像表示領域２５０の範囲外に逸脱し、ユーザはこれを閲覧で
きなくなりうる。表示情報３９０の全体が画像表示領域２５０の範囲内に収まるよう縮小
表示すると、文字が小さくなるため判読しにくくなり、画像の細部が省略され情報が欠落
する等の弊害を生じうる。
　さらに、スクロール又はページ送りの指示を情報家電製品のブラウザ等が受け付けて実
施する段階において、圧縮画像の再配置等の処理プロセスを繰り返し実行する必要が生じ
る場合がある。汎用のコンピュータ機器と比較してリソースが限られる情報家電製品にお
いては、パフォーマンス上の制約により、画面表示の更新の発生頻度が高いほどユーザの
利用効率は低下しうる。例えば、表示情報３９０が文字情報及び画像情報を含む場合に、
ユーザがページ送り及びページ戻りを繰り返すと、ユーザは圧縮画像の再配置等の画像情
報の再表示が完了するまでの時間を毎回待機しうる。
　このように、従来技術を用いてブラウザ等により画面表示を構成すると、画像表示領域
の範囲外への文字情報及び画像情報の逸脱、スクロール又はページ送りの発生による効率
低下が発生しうる。
【００５５】
　本発明の一実施形態に係る、ネットワーク画像表示装置の表示画面の構成を用いて、少
なくとの２の表示情報を、横長の形状を有する画像表示領域の範囲内に横方向に並べて配
置することにより、１の画像表示領域２５０の範囲内に内容が連続するＷｅｂページを効
率的に提示しうる。さらに、本発明の一実施形態に係る画面表示情報送受信システムは、
情報家電製品等の画面表示手段を用いてネットワーク資源にアクセスするユーザに対して
、従来技術ではスクロール等を要する表示情報を１の画面で提供することにより、ユーザ
が関心を有する情報の視認性を向上しうる。ユーザは同一画面内の複数の列に表示される
Ｗｅｂページを効率的に閲覧しうる。
【００５６】
［画面表示情報送受信の手順］
　図５は、本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信の手順を示すフロー図である
。図５に示すフロー図は、ネットワーク画像表示装置４０、ゲートウェイサーバ３０、及
びコンテンツサーバ１０が協働し、それぞれの動作の諸段階を実行することを表す。
【００５７】
　ユーザが制御信号発生器４８等を操作して、ネットワーク画像表示装置４０の画面に情
報の表示を要求すると、ネットワーク画像表示装置４０は制御信号受付ステップ（Ｓ１０
）において制御信号を受け付ける。この制御信号は、ネットワーク画像表示装置４０の画
像表示領域においてインターネット資源へのリンク情報がフォーカスされた状態で、当該
資源を呼び出すための制御信号等を含む。
　次いで、ネットワーク画像表示装置４０はページ要求送信ステップ（Ｓ１０）において
、ゲートウェイサーバ３０に画面表示のためのデータを送信するよう要求する。この要求
は、前記リンク情報等を適宜含みうる。
　ゲートウェイサーバ３０は、ページ要求受信ステップ（Ｓ２０）において前記要求を受
信する。さらに、ゲートウェイサーバ３０は、要求された画面表示のためのデータがキャ
ッシュ内に記憶されているかを判定するステップ（Ｓ２２）において、ゲートウェイサー
バ３０のディスクキャッシュ又はメモリキャッシュ等の記憶手段に当該データが記憶され
ているか否かを判定する。記憶されていない場合はステップＳ３０に進み、記憶されてい
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る場合はステップＳ６０に進む。ステップＳ３０に進む時には、ゲートウェイサーバ３０
はネットワーク画像表示装置４０からの送信要求をコンテンツサーバ１０に送信してもよ
いが、これに限らず、ネットワーク画像表示装置４０はページ要求送信ステップ（Ｓ１０
）において、送信要求をゲートウェイサーバ３０及びコンテンツサーバ１０の両方に送信
してもよい。ゲートウェイサーバ３０がキャッシュ内にデータを発見した場合には、ゲー
トウェイサーバ３０はコンテンツサーバ１０に通知してコンテンツサーバ１０の作業を中
止させてもよい。
　コンテンツサーバ１０は、ページ要求受信ステップ（Ｓ３０）において、ネットワーク
画像表示装置４０からの画面表示ためのデータの送信要求を受信する。
　次いで、コンテンツサーバ１０は、ページデータ管理ステップ（Ｓ３２）において、送
信を要求されたＷｅｂページを、コンテンツＤＢ５５を用いて検索し抽出する。抽出され
るＷｅｂページは、文字情報、画像情報、又は音声情報等を適宜含む。コンテンツＤＢ５
５に当該Ｗｅｂページが記憶されていない場合には、Ｗｅｂ資源６５から受信する。
　次いで、コンテンツサーバ１０は、レイアウト解析ステップ（Ｓ３４）において、前記
抽出されたＷｅｂページのレイアウトを解析する。すなわち、文字情報に含まれる文字数
、表示のための文字の大きさの指定、表又は罫線の情報、画像情報の配置等を解析する。
　次いで、コンテンツサーバ１０は、レンダリングを実施するステップ（Ｓ３６）におい
て、ネットワーク画像表示装置４０の画像表示領域の範囲内に、前記Ｗｅｂページを配置
するために当該Ｗｅｂページを適宜分割する。分割されたＷｅｂページはネットワーク画
像表示装置４０の画像表示領域の範囲内において、左右に並んだ２列等に配置される。こ
のとき、ネットワーク画像表示装置４０の画像表示領域の範囲からはみ出る情報は適宜省
略してもよい。
　次いで、コンテンツサーバ１０は、合成ページ生成ステップ（Ｓ３８）において、前記
配置されたＷｅｂページを、１の画面に表示しうるＨＴＭＬ形式に変換する。具体的には
、左右に並んだ２列等の配置を有する表形式の記載又は画面制御の情報を含む、ＨＴＭＬ
形式の文書データが生成される。この文書データは、表示のためのページである。
　次いで、コンテンツサーバ１０は、ページデータ送信ステップ（Ｓ４０）において、前
記表示のためのページを、ゲートウェイサーバ３０に送信する。
【００５８】
　ゲートウェイサーバ３０は、ページデータ受信ステップ（Ｓ５０）において、コンテン
ツサーバ１０から送信された表示のためのページを受信する。
　次いで、ゲートウェイサーバ３０は、ステップＳ２２においてキャッシュ内に見いださ
れた画面表示のためのデータ又は前記ステップＳ５０において受信した表示のためのペー
ジのいずれかを、ページデータ送信ステップ（Ｓ６０）において、ネットワーク画像表示
装置４０に送信する。
　ネットワーク画像表示装置４０は、画像表示ステップ（Ｓ７０）において、ゲートウェ
イサーバ３０から受信した表示のためのページを画面に表示する。
【００５９】
　本発明に係る画面表示情報送受信の手順においては、ネットワーク画像表示装置４０は
、ステップＳ１２においてページ要求を送信すると、ゲートウェイサーバ３０のキャッシ
ュに記憶されている当該データ、又はコンテンツサーバ１０が新たに生成するページデー
タのいずれかを、ステップＳ７０において画面表示しうる。
　本発明に係る画面表示情報送受信においては、ネットワーク画像表示装置４０は、ペー
ジデータをレイアウト又はレンダリング等の処理を実施することなく、送信要求と画面表
示を実施するのみでよい。従って、本発明を用いることにより、コンピュータ資源又は処
理能力等に制約のある情報家電製品等においても、適宜レンダリング処理を実施したＷｅ
ｂページを画面表示することが可能になる。
【００６０】
［Ｗｅｂページのレイアウト処理］
　図６は、本発明の一実施形態に係るＷｅｂページのレイアウト処理を示す図である。一
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例として、本発明に係るコンテンツサーバ１０に含まれるページデータ管理部１４、及び
レイアウト解析部１６を用いるＷｅｂページのレイアウト処理を示す。
【００６１】
　ページデータ管理部１４は、ネットワーク画像表示装置４０等からのページ送信要求に
基づき、図１に示したコンテンツＤＢ５５から所定のコンテンツデータ３００を抽出する
。コンテンツデータ３００は、画像情報３０２、文字情報３０４等を適宜含み、ＨＴＭＬ
形式を用いて記載されるテキストデータ及び当該テキストデータと共に用いられる画像デ
ータ等である。
　コンテンツデータ３００は、表示のためのレイアウトに関する情報を含んでも含まなく
てもよい。例えば、文字情報３０４には改行のための制御コード等を含んでも含まなくて
もよい。一般的なブラウザ等を用いて、コンテンツデータ３００を情報家電装置又はパー
ソナル・コンピュータ等に表示する場合は、当該ブラウザが行末処理等の画面表示のため
の制御を実施しうる。本発明に係るページデータ管理部１４は、コンテンツデータ３００
に含まれる全ての画像情報３０２、文字情報３０４等を抽出し、適宜、後続の処理のため
に記憶しうる。
　レイアウト解析部１６は、前記ページデータ管理部１４が抽出したコンテンツデータ３
００をネットワーク画像表示装置４０に表示するために、列幅３２２を用いてコンテンツ
データ３００をレイアウト処理する。列幅３２２は、図４を用いて示したネットワーク画
像表示装置４０の画像表示領域２５０の範囲内に、少なくとも２つの表示情報１（３８０
）及び表示情報２（３８２）のための領域を確保しうる、画面上の横幅である。すなわち
、列幅３２２は、画像表示領域２５０の半分以下の画素数を用いて表される。
　一実施形態において、列幅３２２はハイビジョンテレビの水平画素数である１９２０画
素の半分以下の、９６０画素以下である。列幅３２２は、ネットワーク画像表示装置４０
等の態様に依存して所定の値をとりうる。
　レイアウト解析部１６は、列幅３２２の範囲内に前記コンテンツデータ３００を表示し
うるよう、コンテンツデータ３００に含まれる画像情報３０２、文字情報３０４等をレイ
アウトする。具体的には、レイアウト解析部１６により、レイアウトデータ３１０が生成
される。レイアウトデータ３１０は、画像領域３１２、文字領域３１４、及び広告領域３
１６等を適宜含む。これらの領域は、いずれも列幅３２２の範囲内に水平方向の表示が収
まるよう、レイアウトされる。
　画像領域３１２は、画像情報３０２をレイアウトして表示するための領域である。画像
領域３１２は、縦横の画素数等の表示のための情報を含めばよく、画像それ自体を含まな
くてもよい。画像情報３０２を適宜拡大縮小して画像領域３１２に表示してもよい。
　文字領域３１４は、文字情報３０４をレイアウトして表示するための領域である。文字
領域３１４は、表示フォントの大きさ、行間隔等の表示のための情報を含めばよく、文字
コードの集まりを含まなくてもよい。
　広告領域３１６は、コンテンツデータ３００に加えて表示する広告のための領域である
。レイアウト解析部１６においては、広告領域３１６をレイアウトデータ３１０に含めれ
ばよく、広告の情報は後続の処理段階において決定する。
【００６２】
　本発明に係るＷｅｂページのレイアウト処理により、ネットワーク画像表示装置４０等
の表示領域に依存する列幅３２２の情報を用いて、コンテンツデータ３００からレイアウ
ト処理したレイアウトデータ３１０が得られる。レイアウトデータ３１０は広告領域３１
６を含み、ユーザに広告を配信しうる手段が用意される。
【００６３】
［レンダリング及び合成ページデータの生成］
　図７は、本発明の一実施形態に係る、レンダリング及び合成ページデータの生成を示す
図である。一例として、本発明に係るコンテンツサーバ１０に含まれるレンダリング部１
８、及び合成ページ生成部２０を用いる、Ｗｅｂページのレンダリングを示す。
【００６４】
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　レンダリング部１８は、前述のレイアウト解析部１６が生成したレイアウトデータ３１
０を用いて、画像及び文字の実体を含むレンダリングデータ３４０を生成する。
　まず、レンダリング部１８は、列長３２４を用いて前記レイアウトデータ３１０を適宜
分割する。列長３２４は、図４を用いて示したネットワーク画像表示装置４０の画像表示
領域２５０の範囲内に表示のための領域を確保しうる、画面上の縦方向の長さである。
　一実施形態において、列長３２４はハイビジョンテレビの走査線数に相当する１０８０
画素以下である。列長３２４は、ネットワーク画像表示装置４０等の態様に依存して所定
の値をとりうる。
　列長３２４を用いるレイアウトデータ３１０の分割は、レイアウトデータ３１０の表示
開始位置３２６から列長３２４を隔てる箇所に分割３２８を設ける。表示開始位置３２６
は、レイアウトデータ３１０が新規に生成される場合は当該レイアウトデータ３１０の開
始位置である、左上の端等である。表示開始位置３２６は、ページスクロール等によりレ
イアウトデータ３１０の途中から画面表示が始まる場合には、当該画面表示が始まる位置
である。レンダリング部１８は、分割３２８を用いて、レイアウトデータ３１０から分割
情報１（３６０）及び中間情報３６２を生成する。中間情報３６２は、レイアウトデータ
３１０における分割３２８よりも後方の全てのデータである。
【００６５】
　次いで、レンダリング部１８は、レンダリングデータ３４０を生成する。レンダリング
データ３４０は、ネットワーク画像表示装置４０等の態様に基づき、表示可能領域３５０
の範囲内に分割情報１（３６０）及び分割情報２（３６４）を併置したデータである。分
割情報２（３６４）は、前記中間情報３６２のうち、表示可能領域３５０の範囲内に表示
しうるデータを含む。
　一実施形態において、分割情報１（３６０）は画像情報３４２、文字情報１（３４４）
を含み、分割情報２（３６４）は文字情報２（３４６）、広告領域３１６を含む。文字情
報１（３４４）及び文字情報２（３４６）は前記分割３２８により分割された、内容に連
続性を有する文字情報でありうる。広告領域３１６を確保するために、レイアウトデータ
３１０における中間情報３６２のうち、文字情報２（３４６）の表示領域に表示しうるも
ののみを文字情報２（３４６）としてもよい。
　レンダリング部１８によりレンダリングされる、分割情報１（３６０）及び分割情報２
（３６４）は、ＨＴＭＬ形式のテキストデータ及び付属する画像情報等を適宜含む。
【００６６】
　合成ページ生成部２０は、前記レンダリング部１８により生成した、表示可能領域３５
０の範囲内に所定の形状に配置された文字情報、画像情報等から、１の合成ページを生成
する。この合成ページは、ネットワーク画像表示装置４０等の態様に依存して、ＨＴＭＬ
形式のテキストデータでもよく、全体を１の画像としてもよい。
　一実施形態において、合成ページデータ３７０は、一般的なブラウザを用いてネットワ
ーク画像表示装置４０に表示しうるＨＴＭＬ形式のテキストデータ及び付属する画像情報
等である。
　合成ページデータ３７０は、表示情報１（３８０）、表示情報２（３８２）を含む。こ
れらの表示情報は、ブラウザ等を用いて画面表示可能なＨＴＭＬ形式のテキスト等でもよ
く、画像でもよい。ネットワーク画像表示装置４０等は、内蔵された画面表示のための機
能を用いてこれらの表示情報を画面表示しうる。
　表示情報１（３８０）は画像情報３７２、文字情報１（３７４）を適宜含み、表示情報
２（３８２）は文字情報２（３７６）、広告情報３７８を適宜含む。それぞれの関係は、
レンダリングデータ３４０における情報又は領域の関係と同様である。
　他の実施形態において、合成ページデータ３７０は、ブラウザ等を内蔵しないテレビ受
像器又はＤＶＤレコーダー等に表示しうる画像である。
【００６７】
　本発明に係るＷｅｂページのレンダリングにより、文字情報及び画像情報を少なくとも
２列に配置するようレンダリングデータを生成しうる。さらに、ネットワーク画像表示装
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置４０等の態様に依存して、表示領域の範囲内にＨＴＭＬテキスト又は画像の形式で表示
のためのページを提供しうる。合成ページデータ３７０に広告情報３７８を含むことによ
り、表示のためのページと共に広告を配信しうる。
【００６８】
［データ構造］
　図８は、本発明の一実施形態に係る、コンテンツＤＢ（５５）及び広告ＤＢ（６０）に
おけるデータ構造を示す図である。
【００６９】
　図８（ａ）は、本発明の一実施形態に係る、コンテンツＤＢ（５５）のデータ構造を示
す図である。一実施形態において、コンテンツＤＢデータ構造７０は、識別子７２、コン
テンツＩＤ７４、形式７５、特徴７６、関連広告７８を含む。
　識別子７２は、コンテンツＤＢ（５５）に記憶される個々のコンテンツを識別するため
に用いられる。例えば、識別子７２は通し番号等でもよく、ネットワーク資源にアクセス
するためのリンク情報であるＵＲＬ（Uniform　Resource　Locator）でもよい。
　コンテンツＩＤ７４は、文字情報又は画像情報等のコンテンツの実体を特定するための
情報である。例えば、百科事典に記載された１の項目に含まれる文字情報及び画像情報等
は、コンテンツＩＤ７４を用いて特定しうる。コンテンツＩＤ７４は、識別子７２と独立
に用いうる。これにより、データベースサーバーの移設等によりＵＲＬが変更されても、
コンテンツＩＤ７４は一定でありうる。
　形式７５は、コンテンツＩＤ７４により特定されるコンテンツの実体に含まれる情報の
形式を示すために用いられる。例えば、形式７５は、コンテンツが文字であること、又は
コンテンツが文字及び画像を含むこと等を示しうる。形式７５に含まれる情報は、コンテ
ンツＤＢ（５５）からＷｅｂページを検索する段階において、画像を含むＷｅｂページの
みを検索する等の検索条件のために用いられてもよい。
　特徴７６は、コンテンツＩＤ７４により特定されるコンテンツの実体に含まれる情報の
特徴を示すために用いられる。前記情報の特徴は、コンテンツの実体に含まれる文書中の
用語でもよく、検索のためのキーワードでもよく、画像情報の色数等の属性でもよく、適
宜設計しうる。特徴７６に含まれる情報は、形式７５と同様に検索条件のために用いられ
てもよい。
　関連広告７８は、コンテンツＩＤ７４により特定されるコンテンツの実体が、広告情報
との関連性を有することを示すために用いられる。例えば、コンテンツの実体が大学入学
試験に関する文字情報である場合に、関連広告７８として、遠隔地からの受験生のための
宿泊サービス等を検索するネットワーク検索サービス等を関連付けてもよい。
　あるいは、関連広告７８は、コンテンツＩＤ７４により特定されるコンテンツの実体が
、特徴７６に基づいて広告情報との関連性を有することを示すために用いられる。例えば
、コンテンツの実体が出版物と放送事業の関係に関する文字情報であり、特徴７６に用語
「マンガ」「アニメーション」「絶版」「レアもの」等が含まれる場合に、絶版マンガ作
品のオークション出品を検索するネットワーク検索サービス等を関連付けてもよい。
【００７０】
　図８（ｂ）は、本発明の一実施形態に係る、広告ＤＢ（６０）のデータ構造を示す図で
ある。一実施形態において、広告ＤＢ（６０）は、識別子８２、広告ＩＤ８４、特徴８６
を含む。
　識別子８２は、上述の識別子７２と同様に、個々の広告情報を識別するために用いられ
る。識別子８２は通し番号等でもよく、ＵＲＬ等でもよい。
　広告ＩＤ８４は、広告情報の実体を特定するための情報である。前記ＵＲＬが変更され
ても、特定の広告情報の実体の広告ＩＤ８４は一定でありうる。
　特徴８６は、上述の特徴７６と同様に、広告情報の特徴を示すために用いられる。特徴
８６は、広告情報を検索するために用いられてもよい。
【００７１】
　以下に、本発明の一実施形態に係るコンテンツＤＢ（５５）及び広告ＤＢ（６０）の関
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連付けの例を示すが、一例であって限定するものではない。
　一実施形態において、本発明に係るコンテンツサーバ１０のページデータ管理部１４は
、識別子７２が「ＸＸＸ」のページ送信要求を受け付け、コンテンツＤＢ（５５）を用い
てコンテンツＩＤ７４が「００００１２３」のコンテンツを抽出しうる。当該コンテンツ
は、特徴７６に「Ａ」の情報を含む。
　前記特徴７６の情報を用いることにより、広告ＤＢデータ構造８０において、特徴８６
が「Ａ」である広告として、広告ＩＤ８４が「Ａ０００３」である広告が抽出されうる。
　すなわち、識別子７２が「ＸＸＸ」のページ送信要求を受け付けることにより、本発明
に係る画像表示情報の送受信法においては、コンテンツＩＤ７４が「００００１２３」の
コンテンツが抽出され、さらに広告ＩＤ８４が「Ａ０００３」である広告が関連付けられ
る。このようにして、本発明に係る画像表示情報の送受信法においては、コンテンツＤＢ
データ構造７０及び広告ＤＢデータ構造８０を用い、ページ送信要求に応答してコンテン
ツ及び広告を、画面表示のために抽出しうる。
　広告ＤＢデータ構造において、特徴８６が「ＡＢ」であり広告ＩＤ８４が「Ａ０００６
」である広告は、上述の広告情報の関連付けにおいて、広告ＩＤ８４が「Ａ０００３」で
ある広告と類似する特徴を有する広告として扱ってもよい。例えば、本発明に係る画像表
示情報の送受信法は、画面表示の範囲内に２以上の広告領域を設けて、コンテンツと関連
性を有する広告及び類似する広告を適宜配置して合成ページデータを生成してもよい。
　本発明に係る画像表示情報の送受信法は、コンテンツＤＢデータ構造７０及び広告ＤＢ
データ構造８０を用いて、コンテンツと広告との間に関連付けを行い、コンテンツと関連
しうる広告を含む合成ページデータを生成しうる。
【００７２】
［画面表示の例］
　図９は、本発明の一実施形態に係る、画面表示の例を示す図である。
　一実施形態において、画像表示領域２５０は、表示情報１（３８０）、表示情報２（３
８２）を含む。
　画像表示領域２５０は、インターネット接続可能なデジタルテレビ等の情報家電製品の
画面表示手段に表示されうる。あるいは、インターネット接続可能なハードディスクレコ
ーダ等を適宜表示装置と共に用いて画像表示領域２５０を用意してもよい。
　表示情報１（３８０）及び表示情報２（３７６）は、一般的なブラウザ等を用いて表示
されるネットワーク資源のホームページ又はブログ等の表示のために用いられる。すなわ
ち、表示情報１（３８０）及び表示情報２（３７６）には、連続性を有する情報が表示さ
れうる。本発明に係る画像表示情報送受信システム等を用いて表示される表示情報１（３
８０）及び表示情報２（３７６）は、横長の画像表示領域２５０の範囲内に２列等の形式
に成形されうる。
　表示情報１（３８０）は、画像情報３７２、文字情報１（３７４）等を適宜含み、表示
情報２（３８２）は文字情報２（３７６）、広告情報３７８等を適宜含む。文字情報１（
３７４）はＨＴＭＬ形式のテキストデータ等を用いて記述され、埋め込まれたリンク１（
２６０）、リンク２（２６２）、リンク３（２６４）等を適宜含む。文字情報２（３７６
）も同様に埋め込まれたリンク４（２６６）、リンク５（２６８）等を適宜含む。
【００７３】
　ユーザは、カーソル制御部４９を有する制御信号発生器４８を用いて、画像表示領域２
５０に埋め込まれる、ネットワーク資源へのリンクの情報を任意に選択しうる。
　好適な制御信号発生器４８は、デジタルテレビ受信機、又はハードディスクレコーダ等
の動作を制御するためのリモートコントローラである。これらに限らず、画像表示領域２
５０を生成するための機器の動作を制御するための手段は適宜設計しうる。例えば、ハー
ドディスクレコーダ等にポインティング・デバイス（図示せず）を接続して用いてもよく
、ポインティング・デバイスを備えてインターネット接続可能なパーソナル・コンピュー
タ等を、画像表示領域２５０を生成するための機器として用いてもよい。
　本発明に係る画像表示情報送受信システム等においては、表示領域１（３８０）及び表
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示領域２（３８２）はいずれも１の画像表示領域２５０に含まれうるので、これらの表示
領域に連続した座標を割り当ててもよい。例えば、画像表示領域２５０の左上を２次元座
標の原点とし、右向きの画素数をＸ軸、下向きの画素数をＹ軸としうる。
　一実施形態において、表示領域１（３８０）及び表示領域２（３８２）は、ハイビジョ
ンテレビの表示画素数である水平１９２０画素及び垂直１０８０画素の範囲内に含まれる
。原点を（０，０）とする（Ｘ座標，Ｙ座標）の形式において、表示領域１（３８０）は
、（０，０）、（９５９，０）、（９６０，１０７９）、（０，１０７９）の４点に囲ま
れる長方形の領域内でありうる。同様に、表示領域２（３８２）は、（９６０，０）、（
１９１９，０）、（１９１９，１０７９）、（９６０，１０７９）の４点に囲まれる長方
形の領域内でありうる。
　本発明に係る画像表示情報送受信システム等においては、これらの画像表示領域２５０
における座標を、列幅３２２を用いて成形したレイアウトデータ３１０における座標に変
換する手段を備えてもよい。具体的には、表示領域１（３８０）及び表示領域２（３８２
）に含まれる画素の座標を、次式により変換してもよい。

【数１】

　ここに、Ｘ：レイアウトデータ３１０におけるＸ座標、
　　　　　Ｙ：レイアウトデータ３１０におけるＹ座標、
　　　　　Ｍ：画像表示領域２５０におけるＸ座標、
　　　　　Ｎ：画像表示領域２５０におけるＹ座標、
　　　　　Ａ：画像表示領域２５０の水平画素数、
　　　　　Ｂ：画像表示領域２５０の垂直画素数、である。
　本発明に係る画像表示情報送受信システムは、上式のように画像表示領域２５０におけ
る座標を変換することにより、ユーザがポインティング・デバイス等を操作して入力した
座標の情報をレイアウトデータ３１０における座標に読み替えることが可能になる。これ
により、ユーザは１の連続した画面表示として、画像表示領域２５０に含まれるホームペ
ージ又はブログ等を閲覧し埋め込まれたリンクの情報を、快適に利用しうる。
【００７４】
　一実施形態において、ユーザは画像表示領域２５０の範囲内に表示されるカーソル２７
０を用いて、ネットワーク資源へのリンクの情報を任意に選択しうる。ユーザは、カーソ
ル制御部４９が備える上下左右方向への移動キー等を適宜操作し、画像表示領域２５０の
範囲内においてカーソル２７０を移動しうる。カーソル２７０の形状、大きさ、表示の装
飾等は適宜設計しうる。
　例えば、ユーザは、カーソル制御部４９を操作し、リンク１（２６０）と重複する位置
までカーソル２７０を移動させ、制御信号発生器４８が適宜有する選択ボタン（図示せず
）等を押してもよい。これにより、リンク１（２６０）として埋め込まれたネットワーク
資源へのリンクの情報が、本発明に係る画像表示情報送受信システム等に送信される。本
発明に係る画像表示情報送受信システム等は、前記リンクの情報を用いてネットワーク資
源からホームページ、ブログ等の情報をシステム内に読み込み、所定のレイアウト処理及
びレンダリングを実施し、表示情報１（３８０）及び表示情報２（３８２）を生成して、
画像表示領域２５０の範囲内に表示する。
　また例えば、ユーザは、カーソル制御部４９が有する右向きのボタン等を操作し、表示
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情報１（３８０）の範囲内にあるカーソル２７０を表示領域２（３８２）の範囲内に移動
しうる。これとは逆に、ユーザは、カーソル制御部４９が有する左向きのボタン等を操作
し、表示情報２（３８２）の範囲内にあるカーソル２７０を表示領域１（３８０）の範囲
内に移動しうる。
　本発明に係る画像表示情報送受信システム等のユーザは、リモートコントローラ等が有
するカーソル制御部を用いて、デジタルテレビ等の画像表示領域２５０の範囲内に表示さ
れるカーソル２７０の位置を制御し、埋め込まれたリンク情報を利用しうる。従って、ユ
ーザは遠隔操作によりカーソル２７０を移動して快適な操作性を得られると共に、横長の
画像表示領域２５０の左右の広がりを利用して文字情報等が配置されることにより視認性
を向上したネットワーク資源の利用手段を得られる。
【００７５】
　別の実施形態において、ユーザは画像表示領域２５０の範囲内に埋め込まれたネットワ
ーク資源へのリンクの情報に対して、単一のフォーカスを任意に移動しうる。ここで、フ
ォーカスは、画像表示領域２５０の範囲内に埋め込まれた１以上のリンクの情報のいずれ
かが選択状態にあることを意味する。
　具体的には、表示情報１（３８０）及び表示情報２（３８２）が表示される段階におい
て、画像表示領域２５０に含まれるリンクの情報の１つにフォーカスが設定される。当該
フォーカスが設定されることは、当該リンクの情報の表示が他のリンクの情報の表示とは
異なるよう、配色又は表示の装飾等を変化させることによりユーザに示しうる。例えば、
フォーカスが設定されるリンクの情報の表示を点滅させてもよく、フォーカスが設定され
ていることを示すために予め定義した配色を用いてリンクの情報の枠線を表示してもよい
。フォーカスの表示の態様は適宜設計しうる。
　ユーザは、カーソル制御部４９を操作し、画像表示領域２５０の範囲内に表示される複
数のリンクの情報において、フォーカスを任意に移動しうる。例えば、リンク１（２６０
）にフォーカスが設定されている時に、ユーザがカーソル制御部４９の下向きのボタン等
を押すことにより、フォーカスはリンク２（２６２）に移動しうる。また例えば、リンク
３（２６４）にフォーカスが設定されている時に、ユーザがカーソル制御部４９の右向き
のボタン等を押すことにより、フォーカスは広告情報３７８に移動しうる。
　本発明に係る画像表示情報送受信システム等のユーザは、リモートコントローラ等が有
するカーソル制御部を用いて、デジタルテレビ等の画像表示領域２５０の範囲内に表示さ
れる複数のリンクの情報においてフォーカスの設定を任意に移動しうる。これにより、ユ
ーザは表示情報１（３８０）及び表示情報２（３７６）に埋め込まれたリンク情報を利用
しうる。従って、ユーザは遠隔操作によりフォーカスを移動して快適な操作性を得られる
と共に、横長の画像表示領域２５０の左右の広がりを利用して文字情報等が配置されるこ
とにより視認性を向上したネットワーク資源の利用手段を得られる。
【００７６】
　さらに別の実施形態において、画像表示領域２５０の範囲内に少なくとも２の列を用い
る形式で端末画面に表示される画面情報、すなわち表示情報１（３８０）及び表示情報２
（３８２）等は、連動してスクロール表示可能に表示される。
　本発明に係る画像表示情報送受信システム等のユーザは、制御信号発生器４８等を適宜
用い、画面表示の一部又は全体をスクロールしうる。当該スクロールの指示手段としては
、制御信号発生器４８等にスクロール、画面送り、次画面表示等の機能を有するボタン等
を設けてもよく、表示情報１（３８０）又は表示情報２（３８２）の一部に画面表示の一
部又は全体をスクロールさせるためのコマンドボタン（図示せず）等を設けてもよい。
　あるいは、画像表示領域２５０の上下左右の表示限界に、すなわち全体として矩形であ
る画像表示領域のいずれかの端に、カーソル２７０が移動されたことに基づいて自動的に
スクロール表示を実施してもよい。
　あるいは、画像表示領域２５０の範囲内に表示された複数のリンクの１つにフォーカス
が設定されている状態において、ユーザがカーソル制御部４９等を用いてフォーカスの移
動を指示し、移動先の方向にフォーカスしうるリンクが存在しない場合に、当該方向に向
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かって画面表示をスクロールしてもよい。例えば、画像表示領域２５０に表示された広告
情報３７８にフォーカスが設定されている状態で、ユーザがカーソル制御部４９を用いて
下方へのフォーカスの移動を指示することに基づいて、画像表示領域２５０の表示をスク
ロールしてもよい。
　１回のスクロールの動作において更新される画面表示の行数、画像の画素数、上下左右
を含むスクロールの方向等は、適宜設計しうる。
　本発明の方法においては、前記ユーザは、少なくとも２の列を含む表示画面をスクロー
ルしうるので、従来の１の列状等に構成されるページ情報をスクロールさせる画面表示と
は異なり、より少ない手間で、より効率的に画面表示を更新しながらネットワーク資源を
利用しうる。
【００７７】
　本発明に係る画像表示情報送受信システム等のユーザは、カーソル制御部４９を操作し
て画像表示領域２５０の範囲内においてカーソル２７０又はフォーカスを任意に移動しう
る。従って、ユーザは、ポインティング・デバイスを有するパーソナル・コンピュータを
用いてネットワーク資源を利用することと同様に、制御信号発生器４８により動作を制御
しうる情報家電製品を用いて、ネットワーク資源を利用しうる。
　本発明に係る画像表示情報送受信システム等においては、横長の画面の形状を有効利用
して文字情報及び画像情報を２列等に成形して表示することにより、画面の形状と特に関
連付けのない一般的なブラウザ等を用いる画面表示とは異なって、情報家電製品等を表示
に用いるネットワーク資源の利用においてユーザの視認性を向上しうる。
　また、本発明に係る画像表示情報送受信システム等においては、情報家電製品等が備え
る制御信号発生器４８をカーソル２７０又はフォーカスの移動、及びリンク情報の選択に
用いることにより、ホームページ又はブログ等の閲覧、又はリンクされた他の情報の呼び
出し等を遠隔操作しうる。これにより、ユーザは情報家電製品又は画像表示手段の近傍に
居場所を制約されることなく、快適にネットワーク資源を利用しうる。すなわち、本発明
は情報家電製品等を用いるネットワーク資源の利用において操作性を向上しうる。
　さらに、画像表示領域２５０の範囲内に広告情報３７８を設けることにより、ユーザは
画像情報３７２、文字情報１（３７４）又は文字情報２（３７６）と共に広告を閲覧しう
る。広告主は、情報家電製品等のユーザに対して広告配信の機会を得られる。
　広告情報３７８は、文字情報１（３７４）又は文字情報２（３７６）との関連性を有し
てもよい。例えば、表示領域１（３８０）及び表示領域２（３８２）が写真を撮影するた
めのデジタルカメラの通信販売に係る情報を含む場合に、広告情報３７８として写真を印
刷するためのカラープリンタの広告を表示してもよい。また例えば、表示領域１（３８０
）及び表示領域２（３８２）が地域医療の情報を含む場合に、広告情報３７８として医療
サービス等の広告を表示してもよい。このような関連性により、特定の表示の情報に関心
を有するユーザに対して、広告主は高いヒット率を期待しうる広告を提示する機会を得ら
れる。
【００７８】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限るもので
はない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好適な効果
を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施例に記載されたものに限定され
るものではない。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信システムを示す図である
【図２】本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信装置の構成を示す図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信装置のブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る、ネットワーク画像表示装置の表示画面の構成例を示
す図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る、画面表示情報送受信の手順を示すフロー図である。
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【図６】本発明の一実施形態に係るＷｅｂページのレイアウト処理を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係る、レンダリング及び合成ページデータの生成を示す図
である。
【図８】本発明の一実施形態に係る、コンテンツＤＢ及び広告ＤＢにおけるデータ構造を
示す図である。
【図９】本発明の一実施形態に係る、画面表示の例を示す図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　画面表示情報送受信システム
　１０　コンテンツサーバ
　１２、３２　ページ要求受信部
　１４　ページデータ管理部
　１６　レイアウト解析部
　１８　レンダリング部
　２０　合成ページ生成部
　２２、３６　ページデータ送信部
　２４、３８、４６　入出力部
　３０　ゲートウェイサーバ
　３４、４３　ページデータ受信部
　４０　ネットワーク画像表示装置
　４２　ページ要求送信部
　４４　画面表示部
　４５　制御信号受付部
　４８　制御信号発生器
　４９　カーソル制御部
　５０　ネットワーク
　５５　コンテンツＤＢ
　６０　広告ＤＢ
　６５　Ｗｅｂ資源
　７０　コンテンツＤＢデータ構造
　７２　識別子
　７４　コンテンツＩＤ
　７５　形式
　７６、８６　特徴
　７８　広告添付履歴
　８０　広告ＤＢデータ構造
　８２　識別子
　８４　広告ＩＤ
　２５０　画像表示領域
　２６０、２６２、２６４、２６６、２６８　リンク
　２７０　カーソル
　３００　コンテンツデータ
　３０２、３４２、３５２、３７２　画像情報
　３０４　文字情報
　３１０　レイアウトデータ
　３１２　画像領域
　３１４　文字領域
　３１６、３４８　広告領域
　３２２　列幅
　３２４　列長
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　３２６　表示開始位置
　３２８　分割
　３３４　列幅１
　３３６　列幅２
　３４０　レンダリングデータ
　３４４、３７４　文字情報１
　３４６、３７６　文字情報２
　３５０　表示可能領域
　３６０　分割情報１
　３６２　中間情報
　３６４　分割情報２
　３７０　合成ページデータ
　３７８　広告情報
　３８０　表示情報１
　３８２　表示情報２
　３９０　表示情報
 

【図１】 【図２】
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