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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ選択操作を入力する入力部と、
　コンテンツに関する複数の異なる属性をコンテンツに対応付けて記憶する記憶部と、
　前記入力部に入力されたコンテンツ選択操作によって選択された選択コンテンツに付さ
れた属性に基づいて、前記選択コンテンツに関連する他のコンテンツを検索するコンテン
ツ検索部と、
　検索結果を表示するコンテンツ表示部とを備え、
　前記コンテンツ表示部は、
　前記選択コンテンツと、前記選択コンテンツと第１の属性が同一のコンテンツを少なく
とも１つ表示する第１の表示領域と、
　前記選択コンテンツと前記第１の属性とは異なる第２の属性が同一のコンテンツを属性
ごとに少なくとも１つ表示する第２の表示領域とを備え、
　前記第２の表示領域内でのコンテンツを選択する行為に連動して、前記第１の表示領域
内のコンテンツと前記第２の表示領域内のコンテンツとが共に切り替わり、かつ、前記第
２の表示領域内のコンテンツの選択に応じて、選択されたコンテンツが前記第１の表示領
域に移動し、前記第２の表示領域には前記第１の表示領域に移動したコンテンツと前記第
２の属性が同一のコンテンツを少なくとも１つ表示させ、
　前記選択コンテンツを切り替えた前後で同じ属性を有している場合であっても、前記第
２の表示領域には、切り替え前と異なるコンテンツが表示されることを特徴とするコンテ
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ンツ表示装置。
【請求項２】
　検索対象で第１又は第２の属性を有するコンテンツが複数存在する場合、これらのコン
テンツに付けられたランキングの順位の高い順にコンテンツを表示することを特徴とする
請求項１に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項３】
　前記第１の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、この新たな選択コンテンツに基づいて、前記第１の表示領域における表示が切り替わり
、前記第２の表示領域において表示されるコンテンツが切り替わることを特徴とする請求
項１または２に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項４】
　前記第２の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、前記第１の表示領域内に表示されるコンテンツが前記新たな選択コンテンツの前記第２
の属性に基づいてリランキングされて表示されることを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項５】
　前記第２の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、前記第１の表示領域に表示されるコンテンツが前記新たな選択コンテンツの前記第２の
属性に基づいて絞り込まれて表示されることを特徴とする請求項４に記載のコンテンツ表
示装置。
【請求項６】
　前記第１の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、この新たな選択コンテンツに基づいて、前記第１の表示領域における表示が切り替わり
、前記第２の表示領域において表示されるコンテンツが切り替わる探索モードと、
　前記第２の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、前記第１の表示領域内に表示されるコンテンツが前記新たな選択コンテンツの前記第２
の属性に基づいてリランキングされて表示される絞り込みモードとが、前記入力部におけ
る操作によって切り替え可能であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記
載のコンテンツ表示装置。
【請求項７】
　前記第２の表示領域に表示するコンテンツは、前記選択コンテンツに付与された属性と
、前記選択コンテンツと共によく選択されているコンテンツの属性とを基に検索されるこ
とを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項８】
　前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域において、コンテンツと共に、該コンテン
ツに付与された属性をテキスト表示することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項
に記載のコンテンツ表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画像や静止画像等のコンテンツを再生可能な表示装置に関し、特に、複数
のコンテンツを連続再生可能なコンテンツ表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の放送通信が融合し、放送コンテンツを受動的に受信する以外に、様々な情報源か
ら集められた膨大な量のマルチメディアコンテンツ情報を能動的に視聴することが可能に
なってきている。テレビジョン受像機や携帯電話機のような、標準的なパーソナルコンピ
ュータ（ＰＣ）用入力インタフェースが備わっていない端末でも、効率的なコンテンツ視
聴が行える手法が必要である。
【０００３】
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　そのような状況の中で、キーワード入力を必要とせず、ユーザによって選択されたコン
テンツに応じて検索可能なコンテンツ表示装置として、操作のためのＧＵＩをテレビジョ
ン受像機に出力し、テレビジョン受像機の画面に表示させる機能を備えたコンテンツ表示
装置が提案されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１に開示されたコンテンツ表示装置は、以下のような特徴を有する。
１．現在再生中のコンテンツに関連するカテゴリキーワード等の関連情報（アーティスト
等）を検出し、この関連情報に基づいてコンテンツを検索し、検索結果として得られたコ
ンテンツを予め優先度が決められたカテゴリ順に、各カテゴリごとに１つのコンテンツを
同一画面上に整列表示する。
【０００５】
２．図１は特許文献１のコンテンツ表示装置を説明する図である。図１（ａ）において、
領域１ａに現在表示中の曲名ＡＡＡＡが表示されている。また、領域２ａには、次回再生
の第１候補曲ＡＢＣＤと、第２候補曲ＢＣＤＥと、第３候補曲ＣＤＥＦとが表示されてい
る。領域２ａは、現在の再生曲ＡＡＡＡに対する関連の曲を表示する領域である。表示さ
れる曲は、複数のカテゴリのお勧めを、例えばそれぞれ１曲ずつ表示する。複数のカテゴ
リとは、ある曲に関してアーティストやアルバムなど異なる切り口で分けた種別である。
【０００６】
３．図１（ｂ）において、現在再生中の曲がＡＡＡＡから第１候補曲のＡＢＣＤになった
場合を示している。このとき、第１候補曲表示領域１ｂから第３候補曲表示領域３ｂまで
に表示される曲は、現在再生中の曲がＡＡＡＡからＡＢＣＤに変わったことにより、すべ
て変化している。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２７６３１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１のコンテンツ表示装置は、関連コンテンツに興味を持ったとき、それと類似
したコンテンツを複数視聴したい場合について考慮されていないという問題があった。
【０００９】
　また、視点が次々と移っていくため、ユーザがまだ自分の見たい視点（コンテンツ）に
絞り込めていないときはよいが、ある程度興味のあるコンテンツに近づきつつあっても絞
り込めないという問題もあった。
【００１０】
　本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、興味を持ったあるコンテンツ
を起点に、同じ属性を有する複数のコンテンツを閲覧（探索）可能であり、異なる視点で
関係性の高いコンテンツを閲覧（探索）することもできるコンテンツ表示装置を提供する
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のコンテンツ表示装置は、コンテンツ選択操作を入力する入力部と、コンテンツ
に関する複数の異なる属性をコンテンツに対応付けて記憶する記憶部と、前記入力部に入
力されたコンテンツ選択操作によって選択されたコンテンツに付された属性に基づいて、
該選択コンテンツに関連する他のコンテンツを検索するコンテンツ検索部と、検索結果を
表示するコンテンツ表示部とを備え、前記コンテンツ表示部は、前記選択コンテンツと、
前記選択コンテンツとある属性が同一のコンテンツを少なくとも１つ表示する第１の表示
領域と、前記選択コンテンツと前記ある属性とは異なる属性が同一のコンテンツを属性ご
とに少なくとも１つ表示する第２の表示領域とを備えることを特徴とする。
【００１２】
　検索対象である属性を有するコンテンツが複数存在する場合、これらのコンテンツに付
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けられたランキングの順位の高い順にコンテンツを表示するようにしてもよい。
【００１３】
　前記第１の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、この新たな選択コンテンツに基づいて、前記第１の表示領域における表示が切り替わり
、前記第２の表示領域において表示されるコンテンツが切り替わるようにしてもよい。
【００１４】
　前記第２の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、この新たな選択コンテンツに基づいて、前記第１の表示領域において表示されるコンテ
ンツが切り替わり、前記第２の表示領域において表示されるコンテンツが切り替わるよう
にしてもよい。
【００１５】
　前記第２の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、前記第１の表示領域内に表示されるコンテンツが前記新たな選択コンテンツの属性に基
づいてリランキングされて表示されるようにしてもよい。
【００１６】
　前記第２の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、前記第１の表示領域に表示されるコンテンツが前記新たな選択コンテンツの属性に基づ
いて絞り込まれて表示されるようにしてもよい。
【００１７】
　前記第１の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると
、この新たな選択コンテンツに基づいて、前記第１の表示領域における表示が切り替わり
、前記第２の表示領域において表示されるコンテンツが切り替わる探索モードと、前記第
２の表示領域に表示された前記選択コンテンツ以外のコンテンツが選択されると、前記第
１の表示領域内に表示されるコンテンツが前記新たな選択コンテンツの属性に基づいてリ
ランキングされて表示される絞り込みモードとが、前記入力部における操作によって切り
替え可能であってもよい。
【００１８】
　前記第２の表示領域に表示するコンテンツは、前記選択コンテンツに付与された属性と
、前記選択コンテンツと共によく選択されているコンテンツの属性とを基に検索されるよ
うにしてもよい。
【００１９】
　前記第１の表示領域及び前記第２の表示領域において、コンテンツと共に、該コンテン
ツに付与された属性をテキスト表示してもよい。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のコンテンツ表示装置によれば、ユーザは、興味を持ったあるコンテンツを起点
に、同じ属性を有する複数のコンテンツを閲覧（探索）することができ、また、異なる視
点で関係性の高いコンテンツを閲覧（探索）することができる。さらに、ユーザが所望の
コンテンツに近づきつつあるか、あるいはまだ迷っているかに応じて、それぞれの状況に
合ったコンテンツが表示されるようになり、ユーザは自分の嗜好に合ったコンテンツを閲
覧する（見つける）ことが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明のコンテンツ表示装置の実施の形態について詳細に説明す
る。
【００２２】
　図２は、本発明のコンテンツ表示装置の基本的な画面構成を示す図である。本発明のコ
ンテンツ表示装置では、あるコンテンツ（Ｃ５２）と、このコンテンツとある属性が同一
の少なくとも１つの他のコンテンツ（Ｃ５５、Ｃ５８）とを第１の表示領域に表示する。
同時に、前記ある属性とは異なる他の属性が前記あるコンテンツ（Ｃ５２）と同一のさら
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に他のコンテンツを属性ごとにそれぞれ少なくとも１つ（Ｃ１４、Ｃ２２、Ｃ３７、Ｃ４
４）第２の表示領域に表示する。
【００２３】
＜第１の実施の形態＞
　図３は、プログラムを動作させることによって本発明のコンテンツ表示装置として機能
するコンピュータのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。コンピュータ１０
は、中央制御装置（ＣＰＵ：Central Processing Unit）１１と、読み出し専用メモリ（
ＲＯＭ：Read Only Memory）１２と、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ：Random Access 
Memory）１３とを備える。ＣＰＵ１１と、ＲＯＭ１２と、ＲＡＭ１３は、バス１４を介し
て接続される。
【００２４】
　コンピュータ１０は、バス１４に接続された入出力インタフェース１５と、さらにこの
入出力インタフェース１５に各々接続された、リモコン、キーボード、マウス等より構成
される操作入力部１６と、液晶表示装置（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）、陰極線管
（ＣＲＴ：Cathode Ray Tube）などより成る表示部１７と、スピーカ１８と、ハードディ
スクドライブなどより構成される記憶部１９と、モデム、ターミナルアダプタ、またはＵ
ＳＢインタフェースなどより構成される通信部２０とを備える。
【００２５】
　入出力インタフェース１５にはまた、必要に応じてドライブ２１が必要に応じて接続さ
れる。ドライブ２１には、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、あるいは半導体
メモリなどのリムーバブルメディア２２が適宜装着され、リムーバブルメディア２２から
読み出されたコンピュータプログラムが必要に応じて記憶部１９にインストールされる。
【００２６】
　ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２に記憶されているプログラム、または記憶部１９からＲＡＭ
１３にロードされたプログラムに従って各種の処理を実行する。ＲＡＭ１３にはまた、Ｃ
ＰＵ１１が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
【００２７】
　コンピュータ１０は、ＣＰＵ１１が各種のプログラムを実行することによってコンテン
ツ表示装置として機能する。これらのプログラムは、コンピュータ１０が内蔵する記憶媒
体としてのＲＯＭ１２や記憶部１９に予め記憶しておくことができる。あるいはまた、前
記プログラムは、ドライブ２１によって読み取り可能な、磁気ディスク、光ディスク、光
磁気ディスク、半導体メモリなどのリムーバブルメディア２２に一時的あるいは永続的に
格納（記録）し、いわゆるパッケージソフトウェアとして提供することができる。
【００２８】
　なお、前記プログラムは、上述したようにリムーバブルメディア２２からコンピュータ
１０にインストールする他に、ダウンロードサイトからデジタル衛星放送用の人工衛星を
介してコンピュータ１０に無線で転送したり、ＬＡＮ（Local Area Network）を介してコ
ンピュータ１０に有線で転送してインストールすることもできる。
【００２９】
　図４は、本発明の第１の実施の形態によるコンテンツ表示装置の一構成例を示す機能ブ
ロック図である。コンテンツ表示装置は、操作入力部２３と、表示制御部２４と、表示部
２５と、検索サーバ部２６と、コンテンツデータベース（ＤＢ：Data Base）２７と、検
索インデクスＤＢ２８とを備える。
【００３０】
　操作入力部２３は、リモコンやマウス、顔の向きや視線の検出装置等、ユーザの操作入
力部である。
【００３１】
　表示制御部２４は、複数のコンテンツを同時に連続再生して表示部２５に表示させるこ
とが可能であり、例えば、図２のようなＧＵＩコンテンツを生成し、表示部２５に表示さ
せる。また、コンテンツのタイトルや後述する属性をテキスト表示するようにしてもよい
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。これらのテキストは、常時表示するのではなく、ある一定時間表示するようにしてもよ
い。また、視聴コンテンツのあらすじなど、より詳細な書誌情報を表示するようにしても
よい。
【００３２】
　検索サーバ部２６は、第１の表示領域に表示するコンテンツと第２の表示領域に表示す
るコンテンツを検索する。第１の表示領域に表示するコンテンツは、選択されたコンテン
ツＩＤを基に、第１の表示領域の属性とは異なる属性で同一のコンテンツを検索し、表示
制御部２４に結果を出力する。
【００３３】
　コンテンツＤＢ２７は、放送番組やネット配信される動画や静止画などのコンテンツを
蓄積するＤＢである。
【００３４】
　検索インデクスＤＢ２８は、コンテンツＩＤごとに付与された属性のＤＢである。図５
は、検索インデクスＤＢ１２９に格納される内容の一例を示す表である。なお、この例で
は属性名を格納しているが、属性ＩＤを格納するようにしてもよい。
【００３５】
　図６は、映画を例にした場合の初期画面を示す図である。ここでは、１つのコンテンツ
に対して５つのカテゴリ（ジャンル、出演、監督、テーマ、気分）ごとに属性のテーブル
を保持している（カテゴリ属性と呼ぶ）が、これに限定されるものではない。ここでテー
マとは、環境・動物などコンテンツのテーマを表すもの、気分とはハラハラ・癒されるな
どコンテンツの感性を表すものを指す。カテゴリとしては他に、脚本家、原作者、制作国
、コンテンツの長さ（時間）、コンテンツのあらすじや感想文などのテキスト文を基に分
類される因子、また、音楽の有無・テンポなどコンテンツの音響特徴、色・輝度・動き量
などコンテンツの画像特徴を属性とすることも考えられる。また、これら属性は、適宜新
規追加可能である。
【００３６】
　検索サーバ部の詳細を説明する。ここでは、５つのカテゴリ（ジャンル、出演、監督、
テーマ、気分）をデータベースに保持しており、該カテゴリごとに検索を行うことを例に
説明する。
１．ジャンル：ジャンル属性（例えば、ＳＦ、アクションなど）が同じコンテンツを検索
する。
２．出演者：出演者属性（氏名）が同じコンテンツを検索する。
３．監督：監督属性（氏名）が同じコンテンツを検索する。
４．テーマ：テーマ属性（例えば、法律、動物、環境、戦争、人生など）が同じコンテン
ツを検索する。
５．気分：気分属性（例えば、泣ける、痛快、ハラハラする、笑えるなど）が同じコンテ
ンツを検索する。
【００３７】
　第１の表示領域用コンテンツ検索（興味コンテンツ検索）について説明する。本実施の
形態では、図２に示す表示形態に移る前に表示する初期画面として、図６に示す表示例を
想定している。図６（ａ）はカテゴリ別に表示した例であり、図６（ｂ）はジャンル別に
表示した例である。もちろん、初期画面はこれらに限定されるものではない。また、図６
に示すようにカテゴリ名を表示してもよいし、カテゴリ名を明示せずにコンテンツのみを
明示する形態でもよい。あるいは、新着コンテンツやコンテンツ提供者側のお薦めコンテ
ンツを初期画面に表示してもよい。あるいはまた、図２の第１の表示領域にユーザが最初
に視聴したコンテンツを表示して初期画面にしてもよい。
【００３８】
　本実施の形態では、初期画面で選択されたコンテンツに付与されているカテゴリ（ジャ
ンル、出演、監督、テーマ、気分ごとの属性（カテゴリ属性）を基に、第１の表示領域の
検索を行い、検索結果を第１の表示領域に表示する。
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【００３９】
　ここでは、図６（ｂ）を初期画面として説明する。例えば、ユーザが初期画面において
「アニメ」を選択すると、ＤＢの中からカテゴリ（ジャンル）で属性「アニメ」を有する
コンテンツが検索され、これら検索結果を、選択されたコンテンツと類似性が高い順に表
示する。したがって、例えば図９（ａ）の上段に示すように、第１の表示領域には属性が
同じ「アニメ」のコンテンツが表示されるようになる。ここではこれらを興味コンテンツ
と呼ぶ。なお、属性が同じ「アニメ」のコンテンツが複数存在するときのランキング方法
については後述する。
【００４０】
　第２の表示領域用コンテンツ検索（関連コンテンツ検索）について説明する。５つのカ
テゴリ（ジャンル、出演、監督、テーマ、気分）ごとに属性が一致するコンテンツを検索
し、例えば図９（ａ）の下段に示すように、第２の表示領域に表示する。ただし、第１の
表示領域に表示されているカテゴリは除外する。これにより、第２の表示領域では、類似
度は高くないが選択したコンテンツと関連性のある、すなわち、意外性のあるコンテンツ
を見つけることが可能となる。ここでは、これらを関連コンテンツと呼ぶことにする。
【００４１】
　ここで図７を参照し、検索サーバ部の処理フローについて説明する。
　図７（ａ）は、初期画面でコンテンツを選択したときの処理を示すフローチャートであ
る。ステップＳ１において、ユーザがコンテンツを選択すると処理を開始する。まず、ス
テップＳ２において、検索サーバ部は選択されたコンテンツのＩＤとカテゴリ属性を検索
インデクスＤＢから取得する。次に、ステップＳ３において、検索サーバ部は検索インデ
クスＤＢから、カテゴリ属性が同一のコンテンツを検索し、表示制御部に結果を出力する
（第１の表示領域用コンテンツの検索）。ステップＳ４において、表示制御部は表示領域
にコンテンツを表示する。次に、ステップＳ５において、ステップＳ２で取得したコンテ
ンツのＩＤをもとに、検索サーバ部は検索インデクスＤＢから、図５の表に示すカテゴリ
ごと（ただし、第１の表示領域に表示されているカテゴリは除外）に属性が同じコンテン
ツを検索する（第２の表示領域用コンテンツの検索）。このとき、ステップＳ３で検索さ
れたコンテンツは除外する。ステップＳ６において、表示制御部は第２の表示領域に、予
め優先度が決められたカテゴリ順（例えば、ジャンル、出演者、監督、テーマ、気分）に
コンテンツを表示する。ステップＳ７において処理を終了する。
【００４２】
　図７（ｂ）は、第１の表示領域内のコンテンツを選択したときの処理を示すフローチャ
ートである。ステップＳ１１において、第１の表示領域内でユーザがコンテンツを選択す
ると処理を開始する。次いで、ステップＳ１２において、図７（ａ）のフローチャートに
おける処理１（ステップＳ５、Ｓ６）を実施し、ステップＳ１３において処理を終了する
。
【００４３】
　図７（ｃ）は、第２の表示領域内のコンテンツを選択したときの処理を示すフローチャ
ートである。ステップＳ２１において、第２の表示領域内でユーザがコンテンツを選択す
ると処理を開始する。次いで、ステップＳ２２において、図７（ａ）のフローチャートに
おける処理２（ステップＳ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５、Ｓ６）を実施し、ステップＳ２３にお
いて処理を終了する。
【００４４】
　以上の処理により、コンテンツが選択されるたびに第１の表示領域と第２の表示領域の
コンテンツが更新される。
【００４５】
　本実施の形態では、図５の表に示すカテゴリごとに属性が同じコンテンツを検索し、表
示する。このとき、同じカテゴリ属性を持つコンテンツが複数表示するときに、どのコン
テンツを表示するかを決めるランキング方法を図８のフローチャートを参照して説明する
。
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【００４６】
　図８は、検索サーバ部でのランキング処理を示すフローチャートである。ステップＳ３
１において、ユーザがコンテンツを選択すると処理を開始する。まず、ステップＳ３２に
おいて、検索サーバ部は、選択されたコンテンツのＩＤとカテゴリ属性（例えば、ジャン
ル：アニメ）を検索インデクスＤＢから取得する。次に、ステップＳ３３において、検索
サーバ部は、検索インデクスＤＢからカテゴリ属性が同一のコンテンツを検索する。次に
、ステップＳ３４において、検索サーバ部は、選択されたコンテンツを先頭に、ステップ
Ｓ３３で検索されたコンテンツを似ている順に並び替えて結果を出力し、ステップＳ３５
において、処理を終了する。ここで、似ている順とは、例えば、検索結果（ジャンル：ア
ニメのカテゴリ属性を有するコンテンツ）と選択されたコンテンツとの全カテゴリ属性の
一致数の降順（一致数の高いものから順番）に並び替える。あるいは、検索結果のコンテ
ンツの画像特徴量や音響特徴量の類似度などが考えられる。
【００４７】
　表示例について説明する。まず、図９を参照して、第１の表示領域内でコンテンツが選
択された場合のコンテンツの切替わりについて説明する。図９（ａ）において、第１の表
示領域にユーザが選択したコンテンツＣ５５と、それと同一カテゴリ属性（ジャンル「ア
ニメ」）を持つコンテンツＣ５２が表示されている。なお、ここでは、同一カテゴリ属性
を持つコンテンツを２つのみ表示する例を示しているが、表示するコンテンツ数はこの限
りではない。また、第２の表示領域には、コンテンツＣ５５の関連コンテンツとして、カ
テゴリ属性（出演者「○○」）が同じコンテンツＣ１５、カテゴリ属性（監督「△△」が
同じコンテンツＣ２８、カテゴリ属性（テーマ「動物」）が同じコンテンツＣ３３、カテ
ゴリ属性（気分「泣ける」）が同じコンテンツＣ４１が表示されている。
【００４８】
　第１の表示領域内で、ユーザは次々とコンテンツを視聴することができる。例えば、図
９（ａ）においてコンテンツＣ５２を選択すると、第１の表示領域は図９（ｂ）のように
切替わり、選択されたコンテンツＣ５２は中央に移り、それまで視聴していたコンテンツ
Ｃ５５は左側に移り、新たに同じ「アニメ」の属性を持つコンテンツＣ５８が右側に表示
される。
【００４９】
　一方、本例では、一度視聴したコンテンツを再度視聴することも可能である。すなわち
、逆方向に次々とコンテンツを視聴することもできる。例えば、図９（ｂ）においてコン
テンツＣ５５を選択すると、図９（ａ）の状態に戻る。
【００５０】
　なお、コンテンツの選択方法は、本例では、たとえば、図９（ａ）においてコンテンツ
を選択すると中央に移るというように、選択したコンテンツが中央に位置するようにした
が、選択方法はこの限りではない。たとえば、図９（ａ）において左側のコンテンツＣ５
２を選択するとコンテンツが左回りにシフトし、右側のコンテンツＣ５８を選択すると右
回りにシフトするようにしてもよい。このようにユーザが第１の表示領域内でコンテンツ
を選択し続けることは、ユーザが当該属性（図９では「アニメ」）に興味を持っているこ
とを示しており、第１の表示領域は興味ウインドウとして機能していることになる。
【００５１】
　また、第１の表示領域内でユーザがコンテンツを選択する行為に連動して、第２の表示
領域内のコンテンツが切替わるようにする。例えば、図９（ａ）において、現在、ユーザ
はコンテンツＣ５５を視聴しており、第２の表示領域内には、コンテンツＣ５５の関連コ
ンテンツＣ１５、Ｃ２８、Ｃ３３、Ｃ４１が表示されている。次にユーザが第１の表示領
域内でコンテンツＣ５２を選択すると、それに連動して、図９（ｂ）に示すように、コン
テンツ５２の関連コンテンツＣ１４、Ｃ２２、Ｃ３７、Ｃ４４が第２の表示領域内に表示
される。
【００５２】
　次に図１０を参照し、第２の表示領域内でコンテンツが選択された場合のコンテンツの
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切替わりについて説明する。ユーザは、第２の表示領域内のコンテンツを選択することも
できる。このとき、第２の表示領域内でユーザがコンテンツを選択する行為に連動して、
第１の表示領域内のコンテンツと第２の表示領域内のコンテンツが共に切り替わるように
する。
【００５３】
　例えば、図１０（ａ）において、現在、ユーザはコンテンツＣ５２を視聴しており、第
２の表示領域以内にはコンテンツＣ５２の関連コンテンツＣ１４、Ｃ２２、Ｃ３７、Ｃ４
４が表示されている。次にユーザが第２の表示領域内でコンテンツＣ３７を選択すると、
図１０（ｂ）に示すように、コンテンツＣ３７が第１の表示領域内の中心に移動する。こ
のとき、ユーザの関心は（ジャンル「アニメ」）から（テーマ「環境」）に移ったことを
示しており、したがって、第１の表示領域のカテゴリ属性は、「アニメ」から「環境」に
切り替わる。すなわち、図１０（ｂ）の第１の表示領域内のコンテンツＣ３７とＣ３２は
、共にカテゴリ属性「環境」を持つコンテンツである。なお、属性を示すテキスト情報は
表示しなくてもよい。
【００５４】
　さらに、コンテンツＣ３７が第１の表示領域の中心に移ると同時に、第２の表示領域は
コンテンツＣ３７の関連コンテンツＣ１８、Ｃ２５、Ｃ５６、Ｃ４３に切り替わる。
【００５５】
　このようにユーザが第２の表示領域内でコンテンツを選択し続けると、さまざまな視点
でのコンテンツに出会う機会が増える。
【００５６】
　ところで、コンテンツが切り替わる方法としては、それまでに表示されていたコンテン
ツが切り替わったことがユーザに理解しやすい手法が望ましい。例えば、一瞬にして切り
替わるのではなく、それまで表示されていたコンテンツが徐々にフェードアウトし、新た
に表示されるコンテンツがフェードインしたり、あるいは、どのコンテンツがどこに移動
したのか、その軌跡が見えるようなエフェクト効果を入れるなどしてもよい。
【００５７】
＜第２の実施の形態＞
　上述した第１の実施の形態では、ユーザが第２の表示領域内でコンテンツを選択し続け
ると、さまざまな視点でのコンテンツに出会う機会が増えることを特徴としていた。一方
、視点が次々と移っていくため、ユーザがまだ自分の見たい視点（コンテンツ）に絞り込
めていないときはよいが、ある程度興味のあるコンテンツに近づきつつあっても絞り込め
ないという欠点がある。
【００５８】
　そこで、第２の実施の形態では、ユーザが見たいコンテンツに近づきつつある場合は「
絞り込みモード」に、まだ見たいコンテンツが見つからない場合は「探索モード」に切り
替え、第１の表示領域に表示するコンテンツの検索方法を、興味を持った属性を基に絞り
込む方法に変えられるようにする。
【００５９】
　図１１は、本発明の第２の実施の形態によるコンテンツ表示装置の一構成例を示す機能
ブロック図である。図４の機能ブロック図に示す第１の実施の形態によるコンテンツ表示
装置との違いは、本実施の形態によるコンテンツ表示装置は、検索サーバ部２６において
モード切替部２９を有する点である。
【００６０】
　モード切替部２９は、ユーザが見たいコンテンツに近づきつつある場合は「絞り込みモ
ード」に、まだ見たいコンテンツが見つからない場合は「探索モード」に切り替える。切
り替えのタイミングは、操作入力部２３に切替ボタンを用意し、ユーザが切り替えられる
ようにしてもよい。あるいは、初めは探索モードで、ユーザが選択するコンテンツに含ま
れるカテゴリ属性において、同一カテゴリ属性を含むコンテンツが選択される回数や同一
カテゴリ属性を含むコンテンツを視聴する時間長があるしきい値を超えると、自動的に探
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索モードから絞り込みコードに切り替わるようにしてもよい。
【００６１】
　これにより、ユーザが第１の表示領域と第２の表示領域に表示されたコンテンツを選ん
でいく過程において、ユーザが所望のコンテンツに近づきつつあるか、あるいはまだ迷っ
ているかで、表示するコンテンツの検索方法を切り替えることができ、絞り込みモードに
なると、第１の表示領域に表示されるコンテンツが、興味を持った属性を基に絞り込まれ
、ユーザの嗜好に合ったコンテンツを見つけることが可能になる。
【００６２】
　次に、絞り込みモードと探索モードの処理フローを説明する。
　探索モードでの検索サーバ部の処理フローは、第１の実施の形態の場合と同様であり、
処理は図７（ｃ）と同じなのでさらに説明はしない。
【００６３】
　図１２は、絞り込みモードでの検索サーバ部２６の処理を示すフローチャートである。
ステップＳ４１において、第２の表示領域内でユーザがコンテンツを選択すると処理を開
始する。まず、ステップＳ４２において、検索サーバ部２６は、検索されたコンテンツの
ＩＤとカテゴリ属性を検索インデクスＤＢ２８から取得する。次に、ステップＳ４３にお
いて、ステップＳ４２で取得したカテゴリ属性と、図７（ａ）のステップＳ２で取得した
第１の表示領域内のコンテンツのカテゴリ属性の両方を含むコンテンツを検索する（絞り
込みモードにおける第１の表示領域用コンテンツの検索）。ステップＳ４４において、表
示制御部２４は第１の表示領域にコンテンツを表示し、ステップＳ４５において、処理を
終了する。
【００６４】
　図１３は、絞り込みモードでの表示部の表示例を示す図である。図１３（ａ）の状態で
、ユーザが第２の表示領域のコンテンツＣ４４を選択すると、図１３（ｂ）のように、第
１の表示領域には、それまで第１の表示領域が持っていた属性「アニメ」とユーザが選択
したコンテンツ４４が持つ属性「ハラハラ」との両方の属性を持つコンテンツ５２、５３
が表示される。（コンテンツ５２は元々「アニメ」、「ハラハラ」の属性を持っており、
したがって、第２の表示領域のコンテンツはこの時点において図１３（ａ）と同一である
。すなわち、第１の表示領域内のコンテンツが、第２の表示領域のコンテンツの持つ属性
によって絞り込まれることになる。もちろん、次にユーザがコンテンツ５３を選択すれば
、第２の表示領域内のコンテンツは、コンテンツ５３に関連するコンテンツに切り替わる
。）なお、ここでは、同一属性を持つコンテンツを２つのみ表示する例を示しているが、
表示するコンテンツの数はこの限りではない。
【００６５】
＜第３の実施の形態＞
　図１４は、本発明の第３の実施の形態によるコンテンツ表示装置の一構成例を示す機能
ブロック図である。図４の機能ブロック図に示す第１の実施の形態のコンテンツ表示装置
との違いは、本実施の形態のコンテンツ表示装置は、ネットワーク上の端末３０に操作入
力部２３と、表示制御部２４と、表示部２５と、コンテンツＤＢ２７と、通信部３１とを
配置し、ネットワーク上のサーバに検索サーバ２６と、検索インデクスＤＢ２８と、通信
部３３と、コンテンツ管理サーバ３４とを配置した点である。これにより、大量のコンテ
ンツを端末３０に保持する必要がなくなる。なお、コンテンツは、例えばストリーミング
により取得する。
【００６６】
　本実施の形態では、ユーザがコンテンツの取得を指示すると、当該コンテンツのＩＤが
サーバ３２に送信され、選択されたコンテンツのストリーミング再生が始まる。表示部２
５には、例えばＨＴＭＬブラウザが搭載され、サーバ３２は検索結果をＨＴＭＬデータ化
して端末３０に送信し、表示部２５がブラウジング処理を行い、表示する。コンテンツの
情報と検索結果のＨＴＭＬデータは、例えばＨＴＴＰプロトコル上でやり取りされる。
【００６７】
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　また、端末３０側にもコンテンツＤＢ２７を持たせ、初期画面に表示するコンテンツを
予めコンテンツ管理サーバ３４から取得し、記録しておくようにする。なお、ユーザのコ
ンテンツ選択履歴を解析し、アクセス可能性の高いコンテンツを予めコンテンツ管理サー
バ３４から取得しておいてもよい。あるいは、サーバ３２側から一定時間ごとに新着コン
テンツやお薦めコンテンツを送信するようにしてもよい。
【００６８】
　さらに、サーバ３２側に検索サーバ部２６を置くことにより、検索サーバ２６は複数人
のコンテンツ選択行為を蓄積することが可能になる。すなわち、いわゆる協調フィルタリ
ングを応用した関連コンテンツ検索が可能になり、例えば、ユーザＡがコンテンツＸを好
むとすると、コンテンツＸを好む別のユーザＢが好むコンテンツＹを関連コンテンツとし
て第２の表示領域に表示することが可能になる。従って、第２の表示領域に表示するコン
テンツは、選択されたコンテンツに付与された属性だけでなく、選択されたコンテンツと
共によく選択されている他のコンテンツの属性にも基づいて検索するようにしてもよい。
【００６９】
＜第４の実施の形態＞
　図１５は、本発明の第４の実施の形態によるコンテンツ表示装置の一構成例を示す機能
ブロック図である。図４の機能ブロック図に示す第１の実施の形態のコンテンツ表示装置
との違いは、表示部２５が複数の表示装置（第１の表示装置３５、第２の表示装置３６）
を有している点である。
【００７０】
　本実施の形態では、第１の表示装置３５に第１の実施の形態における第１の表示領域に
表示されるコンテンツ（興味コンテンツ）を表示する。また、第２の表示装置３６に第１
の実施の形態における第２の表示領域に表示されるコンテンツ（関連コンテンツ）を表示
する。
【００７１】
　図１６は、第４の実施の形態における表示例を示す図である。例えば、図１６（ａ）に
示す第１の表示装置３５はリビングに置かれた大画面ＴＶなどを、また、図１６（ｂ）に
示す第２の表示装置３６は手元に置いたモバイルディスプレイ（リモコンのディスプレイ
部でもよい）などを想定している。もちろん、コンテンツの表示形式や大きさ、数はこの
限りでない。また、図示はしていないが、コンテンツのタイトルやカテゴリ属性をテキス
ト表示するようにしてもよい。
【００７２】
　このように表示領域を分離することにより、ユーザは第１の表示装置３５において興味
を持ったコンテンツだけに集中して視聴することができ、関連コンテンツが見たいときの
み、第２の表示装置３６の手元ディスプレイ上で操作できるようになる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　本発明はコンテンツ表示装置に利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】特許文献１のコンテンツ表示装置を説明する図である。
【図２】本発明のコンテンツ表示装置の基本的な画面構成を示す図である。
【図３】本発明のコンテンツ表示装置として機能するコンピュータのハードウェア構成の
一例を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態によるコンテンツ表示装置の一構成例を示す機能ブロ
ック図である。
【図５】検索インデクスＤＢ２８に格納される内容の一例を示す表である。
【図６】映画を例にした場合の初期画面を示す図である。
【図７】（ａ）は、初期画面でコンテンツを選択したときの処理を示すフローチャートで
あり、（ｂ）は、第１の表示領域内のコンテンツを選択したときの処理を示すフローチャ
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ーチャートである。
【図８】検索サーバ部でのランキング処理を示すフローチャートである。
【図９】第１の表示領域内でコンテンツが選択された場合のコンテンツの切替わりの表示
例を示す図である。
【図１０】第２の表示領域内でコンテンツが選択された場合のコンテンツの切替わりの表
示例を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態によるコンテンツ表示装置の一構成例を示す機能ブ
ロック図である。
【図１２】絞り込みモードでの検索サーバ部２６の処理を示すフローチャートである。
【図１３】絞り込みモードでの表示部の表示例を示す図である。
【図１４】本発明の第３の実施の形態によるコンテンツ表示装置の一構成例を示す機能ブ
ロック図である。
【図１５】本発明の第４の実施の形態によるコンテンツ表示装置の一構成例を示す機能ブ
ロック図である。
【図１６】第４の実施の形態における表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００７５】
１０　コンピュータ
１１　ＣＰＵ
１２　ＲＯＭ
１３　ＲＡＭ
１４　バス
１５　入出力インタフェース
１６　操作入力部
１７　表示部
１８　スピーカ
１９　記憶部
２０　通信部
２１　ドライブ
２２　リムーバブルメディア
２３　操作入力部
２４　表示制御部
２５　表示部
２６　検索サーバ部
２７　コンテンツＤＢ
２８　検索インデクスＤＢ
２９　モード切替部
３０　端末
３１　通信部
３２　サーバ
３３　通信部
３４　コンテンツ管理サーバ
３５　第１の表示装置
３６　第２の表示装置
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