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明 細 苫
，清報処理装置および方法、並びにプログラム

技術分野

０００1 本発明は情報処理装置ぉょび方法、並びにプログラムに関し、特に、ユーザが気

軽に情報を取得できるょぅにした情報処理装置ぉょび方法、並びにプログラムに関す

る。

背景技術

０００2 インターネットが普及し、ユーザは情報を取得することができる。またデジタルテレビ

ジョン放送にぉいて、双方向通信などにょり、テレビ、ジョン放送からもユーザは所望の

情報を取得することができる。また携帯電話機などで、O コード(登録商標 )などの

所定のコードを読み取り、所定のザイトにアクセスすることで、ユーザは所望の情報を

取得することができる。(例えば、特許文献 参照 )

特許文献1:特開2００5 ０3553号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 ユーザは、情報をさまざまな方法で取得することができるが、さらに簡便に、ょり気

軽に取得できることを望んでいる。また、所定の操作を行える人のみが閲覧できる情

報ではなく、誰もが簡単な操作だけで所望の情報を閲覧できるょぅにすることが望ま

０００4 本発明は、このよぅな状況に鑑みてなされたものであり、例えばュ一ザが、テレビジ

ョン放送を視聴しながら、より簡便に、より気軽に情報を取得することができるよぅにす

るものである。

課題を解決するための手段

０００5 本発明の一側面の情報処理装置は、所定のザーバに記憶されている画像データ

を取得する取得手段と、前記取得手段により取得された前記画像データに基づく画

像の表示を制御する表示制御手段とを備え、前記所定のザーバは、前記画像デー

タとタグを関連付けて管理し、前記取得手段は、設定されているタグと同一のタグで



管理されている前記画像データを所定の間隔毎に取得する。

０００6 前記取得手段は、複数の画像データを取得し、前記表示制御手段は、前記複数の

画像データに某づく複数の画像が、一画面に表示されるよぅに表示を制御するよぅに

することができる。

０００7 前記表示制御手段は、テレビ、ジョン放送による番組の画面の隣に、前記画像が表

示されるよぅに制御するよぅにすることができる。

０００8 前記表示制御手段は、典なるモード毎に、前記画像を典なる表示となるように表示

を制御し、前記モードは、ユーザの指示により切り換えられるよぅにすることができる。

０００9 前記表示制御手段は、第 のモードのとき、複数の画像を均等な大きさで表示され

るよぅに表示を制御し、第2のモードのとき、前記複数の画像のぅちの 画像が他の画

像よりも大きな大きさで表示されるよぅに表示を制御し、第3のモードのとき、前記複数

の画像のぅちの 画像のみが表示されるよぅに表示を制御するよぅにすることができる

００1０ 前記取得手段は、前記タグが設定されていない場合、デフオルトのタグと同一のタ

グで管理されている前記画像データを取得するよぅにすることができる。

００11 本発明の一側面の情報処理方法は、所定のザーバに記憶されている画像データ

を取得し、取得された前記画像データに某づく画像の表示を制御するステップを含

み、前記所定のザーバは、前記画像データとタグを関連付けて管理し、取得される

前記画像データは、設定されているタグと同一のタグで管理されている前記画像デ

ータであり、所定の間隔毎に取得される。

００12 本発明の一側面のプログラムは、所定のザーバに記憶されている画像データを取

得し、取得された前記画像データに某づく画像の表示を制御するステップを含み、

前記所定のザーバは、前記画像データとタグを関連付けて管理し、取得される前記

画像データは、設定されているタグと同一のタグで管理されている前記画像データで

あり、所定の間隔毎に取得される処理を制御するコンピュータが読み取り可能なプロ

グラムである。

００13 本発明の一側面の情報処理装置および方法、並びにプログラムにおいてほ、画像

データとタグを関連付けて管理している所定のザーバから、設定されているタグと同



一のタグで管理されている画像データが所定の間隔毎に取得される。

発明の効果

００14 本発明の一側面によれば、所定のザーバなどで管理されている画像を、簡便な設

定を行ぅだけで、閲覧することが可能となる。

図面の簡単な説明

００15 図 本発明を適用したシステムの一実施の形態の構成を示す図である。

図2 システムの構成をさらに示す図である。

図3 アプリケーションザーバの内部構成例を示す図である。

図4 アプリケーションザーバが管理するデータについて説明するための図である。

図5 コンテスソザーバの内部構成例を示す図である。

図6 コンテスソザーバが管理するデータについて説明するための図である。

図7 テレビジョン受像機の内部構成例を示す図である。

図8 リモートコントローうの外観の構成例を示す図である。

図9 データの流れについて説明する図である。

図1０表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図11 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図12 アプリケーションリストについて説明する図である。

図13 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図14 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図15 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図16 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図17 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図18 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図19 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図2０表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図2 1 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図22 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図23 表示パネルに表示される画面例を示す図である。



図24 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図2 5 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図26 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図2 7 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図28 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図29 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3０表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 1 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 2 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 3 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 4 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 5 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 6 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 7 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 8 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図3 9 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図4０表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図4 1 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図4 2 表示パネルに表示される画面例を示す図である。

図4 3 システムの動作について説明するフローチャートである。

図4 4 テレビジョン受像機の動作について説明するフローチャートである。

図4 5 テレビジョン受像機の動作について説明するフローチャートである。

符号の説明

ネットワーク， 2 アプリケーションザーバ， 3 コンテンツザーバ， 4 テ

レビジョン受像機， 2 9 グラフィック生成回路， 2 2０ パネル駆動回路， 2 2

表示パネル， 2 3０ DRAM 2 3 フラッシュメモり， 232 C u 2 5 りモート

コ ト 一ノ ローフ

発明を実施するための最良の形熊



００17 以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

００18 システムの構成について」

図 は、本発明を適用したシステムの一実施の形態の構成を示す図である。図 に示

したシステムは、ネットワーク に、アプリケーションザーバ 2 、コンテン"ソザーバ 3

、コンテン"ソザーバ 3 、およびテレビジョン受像機 4 が接続されている構成

００19 ネットワーク は、インターネットや ( oca A ea Ne wo k)などを含む構成とさ

れ、接続されている機器同上のデータの授受が行われる際に用いられる。アプリケー

ションザーバ 2は、後述するアプリケーションや、そのアプリケーションのリストを管理

しているザーバである。

００2０ コンテンツザーバ 3 やコンテンツザーバ 3 は、アプリケーションザーバ 2

に管理されているアプリケーションが、利用するコンテンツを管理しているザーバであ

る。以下の説明において、コンテンツザーバ 3 やコンテンツザーバ 3 を、個

々に区別する必要がない場合、単にコンテンツザーバ 3 と記述する。また、図 には

、2台のコンテンツザーバ 3 がネットワーク に接続されている例を示したが、2台以

上のコンテンツザーバ 3 がネットワーク に接続されていても勿論良い。

００2 1 コンテンツザーバ 3 が管理するコンテンツは、テキスト、画像、映像のデータである

。また、プログラムであっても良い。

００2 2 テレビジョン受像機 4 は、ユーザ (利用者) 側の情報処理装置であり、テレビジョン

放送を受信し、テレビジョン放送の番組をユーザに提供する機能と、ネットワーク を

介してアプリケーションザーバ 2で管理されているアプリケーションを取得し、そのア

プリケーションに基づく処理を実行し、所定の情報などをユーザに提供する機能を有

する。図 には、 台のテレビジョン受像機 4 がネットワーク に接続されている例を

示したが、 台以上のテレビジョン受像機 4 がネットワーク には接続されている。

００2 3 本実施の形態における図 に示したシステムにおいてユーザは、テレビジョン受像

機 4 で、テレビジョン放送の番組を視聴できるとともに、アプリケーションザーバ 2で

管理されているアプリケーションに基づく処理による所定の情報を閲覧することができ

る。



そのようなシステムの詳細について、以下に説明を加える。

００24 図2は、図 に示したザーバなどを管理する管理者やザ一ビスを利用する利用者の

関係を示す図である。ザ一ビスを提供する側として、ザ一ビス提供者2 、アプリケー

ション提供者22、およびコンテンツ提供者23がある。また、ザ一ビスを利用する側と

して、利用者24が存在する。

００25 ザ一ビス提供者2 は、アプリケーションザーバ 2を管理する。アプリケーション提

供者22は、アプリケーション提供者22 、アプリケーション提供者22 、アプリケ

ーション提供者22 、・‥などの複数のアプリケーション提供者22から構成されて

いる。コンテンツ提供者23は、コンテンツ提供者23 、コンテンツ提供者23 、コ

ンテンツ提供者23 、コンテンツ提供者23 、コンテンツ提供者23 、・‥など

の複数のコンテンツ提供者23から構成されている。

００26 ザ一ビス提供者2 は、複数存在しない。ザ一ビス提供者2 は、アプリケーションザ

ーバ 2を管理し、アプリケーションザーバ 2には、図4を参照して後述するように、ア

プリケーションリスト7 やアプリケーション72を管理している。アプリケーションリスト7

には、アプリケーション72に関する情報が記載されるが、そのアプリケーション72は、

アプリケーション提供者22から定供される。

００27 アプリケーション提供者22は、アプリケーション72を提供する側である。このアプリ

ケーション72は、コンテンツザーバ 3に管理されているコンテンツデータを適宜参照

するように構成されている。参照されるコンテンツデータは、コンテンツ提供者23によ

り提供される。

００28 図2に示した例では、アプリケーション提供者22 は、コンテンツ提供者23 か

らのコンテンツ、コンテンツ提供者23 からのコンテンツ、およびコンテンツ提供者

23 からのコンテンツを参照するようなアプリケーション72を、ザ一ビス提供者2

に提供する。

００29 同様に、図2に示した例では、アプリケーション提供者22 は、コンテンツ提供者

23 からのコンテンツと、コンテンツ提供者23 からのコンテンツを参照するよう

なアプリケーション72を、ザ一ビス提供者2 に提供する。また同様に、図2に示した

例では、アプリケーション提供者22 は、コンテンツ提供者23 からのコンテンツ



を参照するようなアプリケーション72を、ザ一ビス提供者2 に提供する。

００3０ このように、アプリケーション提供者22が提供するアプリケーションは、複数のコンテ

ンソ提供者23から提供されるコンテンツを参照できるようなアプリケーション72を、ザ

一ビス提供者2 に提供する。ザ一ビス提供者2 とアプリケーション提供者22との間

には、何らかの契約が結ばれており、ザ一ビス提供者2 は、アプリケーション提供者

22から、契約料や登録料などを得るようにすることも可能である。

００3 1 また、ザ一ビス提供者2 は、事前に、アプリケーションザーバ 2に登録されるアプリ

ケーション72を審査するなどすることで、ウィルスなどを含むようなアプリケーション72

を登録してしまうようなことを防ぐことが可能である。ザ一ビス提供者2 を一元的にす

ることで、セキュリティを向上させることが可能となる。

００32 ザ一ビス提供者2 が管理しているアプリケーション72は、利用者24からの要求に

某づき、利用者24に提供される。ザ一ビス提供者2 に登録されているアプリケーショ

ン72は、上記したように、登録される際、また、登録された後も必要に応じてチェック

されることにより、ウィルスなどを含むようなアプリケーションではなく、安全なアプリケ

ーションを提供することができる。

００33 また、利用者24に提供されたアプリケーションが、コンテンツ提供者23が提供する

コンテンツを参照するように構成されているような場合、そのアプリケーションの 処理

として、コンテンツ提供者23からコンテンツの供給うけるように構成されている。

００34 アプリケーション提供者22とコンテンツ提供者23との間にも、個々に契約が結ばれ

ているようにしても良い。

００35 アプリケーション提供者22とコンテンツ提供者23は、同一の場合もある。某本的に

、コンテン"ソ提供者23は、コンテンツザーバ 3を管理するが、アプリケーション提供

者22とコンテンツ提供者23が同一の場合には、アプリケーション提供者22がコンテ

ン"ソザーバ 3を管理する場合もある。

００36 アプリケーション提供者22とコンテンツ提供者23の一例を挙げると、アプリケーショ

ン提供者22は、所定の検索ザイトを運営する会社や、ネット上で営業している会社な

どであり、コンテンツ提供者23は、検索ザイトの人一ジを構成する例えば、ニュース

や天気予報などのコンテンツを提供する会社である。



００3 7 アプリケーションザーハの構成例について」

図3は、アプリケーションザーハ 2の内部構成例を示す図てある。アプリケーションザ

ーハ 2は、例えは、パーソナルコンピュータて構成することかてき、その内部構成は

、パーソナルコンピュータと同様な構成とすることかてきる。

００3 8 アプリケーションザーハ 2は CPU (Cen a ocess ng Un ) 3 RO M(Read On

Memo ) 3 RAM (Random Access Memo ) 3 3 ハス34 人出カインターフェース

，
3 5、入力部3 6、出力部3 7、記盾部3 8、適信部3 9、トライフ4０を含む構成とされて

いる。

００3 9 アプリケーションザーハ 2において、C PU3 R M3 2 RAM33 は、ハス34 により

相互に接続されている。ハス34 には、さらに、入出カインターフェース3 5か接続され

ている。人出カインターフェース3 5には、キーホート、マウス、マイクロホンなとよりな

る入力部3 6、ティスプレイ、スピーヵなとよりなる出力部3 7、ハートティスクや不揮発

性のメモりなとよりなる記，盾部3 8、ネノトワークインタフェースなとよりなる通信部3 9

磁気ティスク、光ティスク、光磁気ティスク、あるいは半導体メモりなとのりム一ハフル
メティア4 を駆動するトライフ4０か接続されている。

００4０ なお、C PU3 として、 Ce 拠生 、日経エレクトロ二クス、日経 P社、2００5年2月 2

8 日、8 9頁乃至 7頁に記載されているCe を採用することかてきる。

００4 1 以上のように構成されるアプリケーションザーハ 2ては、C PU3 か、例えは、記 き

部3 8 に記惜されているプロクラムを、入出カインターフェース3 5およひハス34を介し

て、RAM33 に口一トして実行することにより、後述する一庫の処理か行われる。

００4 2 図4は、記，盾部3 8に記惜されているテータを説明するための図てある。記，盾部3 8

には、アプリケーションリスト7 と、アプリケーション7 2 乃至7 2 か記惜されて

いる。アプリケーションリスト7 は、アプリケーションザーハ 2か管理するアプリケーシ

ョン7 2 乃至7 2 に関するリストてあり、テレヒション受像機 4かアクセスしてき

たとき、換言すれは、テレヒション受像機 4側てアプリケーションを選択するメニュー

画面か表示されるときに、テレヒション受像機 4 に提供されるテータてある。

００4 3 アプリケーション7 2 乃至7 2 は、それそれアプリケーション本体のテータて

ある。以下の説明において、アプリケーション7 2 乃至7 2 を、個々に区別する



必要がない場合、単に、アプリケーション72と記述する。

００44 アプリケーション72は、ウハジェット(W dge )などと称されるプログラムとすることがで

きる。ウィ、ジェットとは、例えば、主にパーソナルコンピュータのデスクトップ上において

、特定のランタイム環境で実行される単機能プログラムのことであり、時計やヵレンダ

ー、辞菩、電卓、気象情報などを提供するプログラムが存在し、ネットワークとの連携

ができるという特徴がある。

００45 アプリケーシゴンサーバ 、アプリケーシゴンリスト7 をテレビジゴン受像機 4に

提供する。そしてテレビジョン受像機 4側で、アプリケーションリスト7 から選択され

たアプリケーション72をテレビジョン受像機 4に提供する。

００46 コンテンツザーバの内部構成例について」

図5は、コンテンツザーバ 3の内部構成例を示す図である。コンテンツザーバ 3も、

アプリケーションザーバ 2と同様に、例えば、パーソナルコンピュータで構成すること

ができ、その内部構成は、パーソナルコンピュータと同様な構成とすることができる。

００47 コンテンツザーバ 3において、CPU R M ０2 RAM ０3は、バス ０4により

相互に接続されている。バス ０4には、さらに、入出カインターフェース ０5が接続さ

れている。人出カインターフェース ０5には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよ

りなる入力部 ０6、ディスプレイ、スピーヵなどよりなる出力部 ０7、ハードディスクや

不揮発性のメモりなどよりなる記，憶部 ０8、ネットワークインタフェースなどよりなる通

信部 ０9、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りなどのり

ム一バブルメディア を駆動するドライブ ０が接続されている。

００48 なお、C U として、 Ce 誕生 、日経エレクトロ二クス、日経 P社、2００5年2月

28 日、89頁乃至 7頁に記載されているCe を採用することができる。

００49 以上のように構成されるコンテンツザーバ 3では、CPU が、例えば、記，憶部 ０

8に記，憶されているプログラムを、入出カインターフェース ０5およびバス ０4を介し

て、RAM ０3に口一ドして実行することにより、後述する一連の処理が行われる。

００5０ コンテンツザーバ 3の記，憶部 ０8には、図6に示すようにコンテンツデータ 3 が

，記憶されている。このコンテンツデータ 3 ほ、プログラムであったり、テキストデータ

であったりする。



００5 1 アプリケーションザーバ 2で管理されるアプリケーション7 2 には、そのアプリケーシ

ョン7 2 が必要とするコンテンツデータが管理されている Un fo m Reso u ce oca

o ) が記載されている。テレビジョン受像機 4側でアプリケーション7 2 に基づく処理

が行われることにより、アプリケーション7 2 に含まれる に基づいて、コンテンツザ

ーバ 3 にアクセスがあり、コンテンツデータ 3 が提供される。

００5 2 例えば、アプリケーション7 2 がニュースを提供するためのアプリケーションである場

合、コンテンツデータ 3 は、ニュースの内容を示すテキストデータや画像データで

ある。また例えば、アプリケーション7 2 が占いを提供するためのアプリケーションであ

った場合、コンテンツデータ 3 は、星座毎の占いの内容を示すテキストデータや星

座をイメージした画像のデータなどである。

００5 3 コンテンツデータ 3 は、ここでは、コンテンツザーバ 3で管理されているとして説

明を続けるが、コンテンツデータ 3 が、アプリケーションサーバ 2で管理されるよう

にすることも可能である。この場合、ザ一ビス提供者2 が、複数のアプリケーション提

供者2 2を構成するアプリケーション提供者2 2を兼ねる。

００5 4 また、コンテンツザーバ 3 で管理されるコンテンツデータ 3 とコンテンツザー

バ 3 で管理されるコンテンツデータ 3 (コンテンツザーバ 3 で管理される

コンテンツデータ 3 と区別するためのダッシュ( ) を付して説明する) は、典なるコン

テンツデータである。換言すれば、例えばアプリケーション7 2 が引用するコンテン
、ソデータは、コンテンツデータ 3 であり、アプリケーション7 2 が引用するコンテ

ンツデータは、コンテンツデータ 3 であるといったように、典なるアプリケーション7

2 は、典なるコンテンツデータ 3 を引用するように構成されている。

００5 5 また、 つのアプリケーション7 2 が複数のコンテンツサ一バ 3 にアクセスし、複数の

コンテンツデータ 3 を取得する場合もある。

００5 6 テレビジョン受像機の内部構成について」

図7 は、テレビジョン受像機 4 の内部構成例を示す図である。

００5 7 テレビジョン受像機 4 は、地上アナログ放送受信用のアンテナからの信号が入力さ

れるアンテナ人力端子2 と、デジタル放送 (地上デジタル放送、 デジタル

放送 ) 受信用のアンテナからの信号が入力されるアンテナ人力端子2 2を有してい



る。いずれか一方の端子だけが設けられるよぅにしてもよい。

００5 8 地上波チューナ2 3 は、アンテナ人力端子2 に入力された放送波信号を受信、

復調し、映像信号および音声信号を取得する。地上波チューナ2 3 は、取得した音

声信号を音声A D (Analog D g a )変換回路 2 4 に出力し、映像信号をビデオデコ

ーダ2 5 に出力する。

００5 9 音声A D変換回路 2 4 は、地上波チューナ2 3から供給された音声信号に対して

A D変換処理を施し、得られたデジタルの音声信号を音声信号処理回路 222 に出

力する。

００6０ ビデオデコーダ2 5 は、地上波チューナ2 3から供給された映像信号に対してデ

コード処理を施し、得られたデジタルのコンポーネント信号を映像信号処理回路 2 8

に出力する。

００6 1 デジタルチューナ2 6 は、アンテナ人力端子2 2 に入力された放送波信号を受信

、復調し MPEG T (Mov ng c u e Expe s G oup T anspo eam)を取得する

。デジタルチューナ2 6 は、取得したMPEG T をMPEG デコーダ2 7 に出力する。

００6 2 MPEG デコーダ2 7 は、デジタルチューナ2 6から供給されたMPEG T に施され

ているスクランブルを解除し、再生対象 (視聴対象) になっている番組のデータを含

むストリームを抽出する。MPEG デコーダ2 7 は、抽出したストリームを構成する音声

パケットをデコードし、得られた音声データを音声信号処理回路 222 に出力するとと

もに、ストリームを構成する映像パケットをデコードし、得られた映像データを映像信

号処理回路 2 8 に出力する。

００6 3 また MPEG デコーダ2 7 は MPEG T から抽出したEPG (E e c on c og am G u

de) データを図示せぬ経路を介してC P U ( C e n a ocess ng Un )2 3 2 に出力すると

いった処理も行ぅ。

００6 4 映像信号処理回路 2 8 は、ビデオデコーダ2 5から供給された映像データに対し

て、あるレソまMPEG デコーダ2 7から供給された映像データに対してノイズ除去など

の所定の処理を施し、得られた映像データをグラフィック生成回路 2 9 に出力する。

００6 5 グラフィック生成回路 2 9 ほ、表示パネル2 2 に表示させる番組の映像データや、

ネットワーク を介して供給されるアプリケーション7 2 に某づく処理による画像データ



などを生成し、生成した映像データや画像データをパネル駆動回路 2 2０に出力する

また、グラフィック生成回路 2 9 は、項 目の選択などにュ一ザにより利用される画面を

表示するための映像データ (グラフィッ列を生成し、それを番組の映像データに重畳

したりすることによって得られた映像データをパネル駆動回路 2 2０に出力するれ㌧
た処理も適宜行われるよぅに構成されている。

００6 6 パネル駆動回路 2 2０ほ、グラフィック生成回路 2 9から供給されたデータに墓づい
て表示パネル2 2 を駆動し、番組の映像や上述した各種の画面を表示パネル2 2

に表示させる。

００6 7 表示パネル2 2 は CD ( qu d C s a D sp a ) などよりなり、パネル駆動回路 2 2０

による制御に従って番組の映像などを表示させる。

００6 8 音声信号処理回路 222 は、音声A D変換回路 2 4から供給された音声データに

対して、あるレソまMPEG デコーダ2 7から供給された音声データに対してノイズ除去

などの所定の処理を施し、得られた音声データをェコーキヤンセルノ音声合成回路

223 に出力する。

００6 9 ェコーキヤンセルノ音声合成回路 223 は、音声信号処理回路 222 から供給された

音声データを音声増幅回路 224 に出力し、番組の音声をスピーヵ225 から出力させ

る。

また、ェコーキヤンセルノ音声合成回路 223 は、ネットワーク を介して供給された

音声のデータが音声コーデック228 から供給されたり、あるレ ま、テレビ、ジョン受像機

4 のュ一ザ (ュ一ザ )の音声のデータがA D変換回路 227 から供給されている場

合、ュ一ザ の音声データを対象としてェコーキヤンセルを行ったりする。ェコーキヤ

ンセルノ音声合成回路 223 は、合成して得られた音声のデータを音声増幅回路 2 2

4 に出力する。

００7０ 音声増幅回路 224 は、ェコーキヤンセルノ音声合成回路 223 から供給された音声

データに対してD A変換処理、増幅処理を施し、所定の音呈に調整した後、音声を

スピーヵ225 から出力さぜる。

００7 1 A D変換回路 227 は、音声会話用のものとしてテレビ、ジョン受像機 4 に設けられる



マイクロホン226 により取り込まれたユーザの音声の信号を受信し、受信した音声信

号に対してA D変換処理を施す。A D変換回路 227 は、A D変換処理によって得ら

れたデジタルの音声データをエコーキヤンセルノ音声合成回路 223 と音声コーデッ

ク228 に出力する。

００7 2 音声コーデック228 は、A D変換回路 227 から供給された音声データを、ネットワー

ク 経由で送信するための所定のフオーマットのデータに変換し、内部バス229 を

介してネットワーク 234に出力する。

００7 3 内部バス229 には DRAM ( nch onous D nam c Random Access Memo )2 3 、

フラッシュメモり2 3 C U232 U B (Un ve sa e a Bus) 233、およびネットワ

ーク 234も接続される。

００7 4 DRAM23 ０は、C U232 が処理を行ぅ上で必要な各種のデータを記憶する。

００7 5 フラッシュメモり2 3 は、C U232 により実行されるプログラムを記憶する。フラッシュ
メモり2 3 に記憶されているプログラムは、テレビジョン受像機 4の起動時などの所

定のタイミングでC PU232 により読み出される。フラッシュメモり2 3 には、デジタル放

送を介して取得されたEPGデータ、ネットワーク を介して所定のザーバから取得さ

れたデータなども記憶される。

００7 6 CPU232 は、フラッシュメモり2 3 に記憶されているプログラムを実行し、受光部2 3

7から供給される制御コードなどに応じてテレビジョン受像機 4の全体の動作を制御

する。 PU232 とテレビジョン受像機 4の各部は、図示せぬ経路を介して接続されて

いる。

００7 7 U B 233は、U B端子236 に装若されたU Bケーブルを介して接続される、テ

レビジョン受像機 4の外部の機器との間でデータの送受信を行ぅ。ネットワーク 2

34 は、ネットワーク端子235 に装若されたケーブルを介してネットワーク に接続し、

ネットワーク に接続される各種の装置とデータの送受信を行ぅ。

００7 8 受光部237 は、りモートコントローラ2 5 からの赤外線を受光し、復調して得られた

ユーザ操作の内容を表す制御コードを PU232 に出力する。

００7 9 図8ほ、りモートコントローラ2 5 の外観の構成例を示す図である。りモートコントロー

ラ2 5 は、テレビジョン受像機 4 に表示されている力一ソルを上方向に移動させると



きに操作される上方向ボタン27 、下方向に移動させるときに操作される下方向

ボタン27 、左方向に移動させるときに操作される左方向ボタン27 、右方向

に移動させるときに操作される右方向ボタン27 、移動先の項 目を選択し、決定

するときに操作される決定ボタン272 、所定の設定を行うときに操作される設定ボタン

273 、前の画面などに戻るときに操作される戻るボタン274 を備える構成とされている

００8０ これらのボタンは、アプリケーション72を選択するときなどに操作されるボタンである

００8 1 リモートコントローラ25 には、図8に示したボタンの他に、例えばりモートコントロー

ラ25 の上側には、符号は付さずに図示してあるが、テレビジョン放送の番組を選択

するときに操作されるボタンや音呈を選択するときに操作されるボタンなども備えられ

ている。すなわち、りモートコントローラ25 には、テレビジョン放送に関する操作を行

うためのボタンと、アプリケーション72に関する操作を行うためのボタンが、別々に設

けられている。ただし、一部共用されるボタンが存在しても良い。

００82 テレビジョン放送に関する操作を行うためのボタンと、アプリケーション72に関する

操作を行うためのボタンが、それぞれ典なるボタンとされていることにより、後述するよ

うに、テレビジョン放送の番組と、アプリケーション72に基づく画像やテキストを、同一

の画面に表示させたときに、ユーザが操作対象としたい方を、りモートコントローラ25

の操作対象に対応付けられているボタンを操作するだけで行うことができる。

００83 仮に、番組を選択するボタンとしてチヤンネルをアップするボタンと、アプリケーショ

ンを選択するカーソルを上方向に移動させるためのボタンを共通のボタンとした場合

、ユーザが番組のチヤンネルをアップする意図でボタンを操作したにもかかわらず、

カーソルが上方向に移動されてしまうといったことがおこる可能性がある。また、その

ようなことがおきないように、切り換えボタンなどを設け、そのボタンを操作する必要が

ある。

００84 しかしながら上記したように、テレビジョン放送に関する操作を行うためのボタンと、

アプリケーション72に関する操作を行うためのボタンが、それぞれ典なるボタンとされ

ていることにより、誤操作が行われることなく、また、切り換えボタンを操作するといっ



たような煩わしい操作を行うことなく、ユーザが所望の処理を、りモートコントローラ2 5

を用いて行うことが可能となる。

００8 5 処理の概略」

図9を参照し、図 に示したシステムにおいて実行される処理の概略を説明する。ア

プリケーションザーバ 2から、テレビジョン受像機 4 に対して、アプリケーションリスト

7 が供給される。その後、アプリケーションザーバ 2からアプリケーション7 2 が提供

される。アプリケーション 、例えば、 aVa (登録商標 ) S c p 73 やP SM (Page

uc u e a nd Mac o desc p on Language) 7 3 2などを含む構成とされている。

００8 6 テレビジョン受像機 4側では、アプリケーションリスト7 とアプリケーション7 2を受信

した後、ユーザの指示があったときなど、受信されたアプリケーション7 2 に基づく処理

を実行する。アプリケーション7 2 によっては (アプリケーション7 2を構成する aVa (登

録商標 ) c p 3 に記載されているスクリプトにより) 、コンテシソザーバ 3にア

クセスされ、コンテシソデータ 3 が取得され、そのコンテシソデータ 3 に基づく処

理も実行される。

００8 7 画面の切り換えについて」

次に、このような構成を有するテレビジョン受像機 4 に表示される画面について説明

する。以下の説明においては、アプリケーション7 2 に基づく画像などが表示された画

面を例にあげて説明する。

００8 8 図 ０は、ユーザがアプリケーション7 2を起動させたいときに表示パネル2 2 に表示

される画面の一例である。図 ０に示した画面を、以下の説明においては、初期画面

と記述する。ユーザは、初期画面から、所望する処理を選択することができる。所望

する処理とは、例えば、テレビジョン受像機 4 に接続されている レコーダ (不図

示) に録画されている番組の一覧を参照し、番組を選択するための処理、地上波デ

ジタル放送の番組表を参照し、視聴するための処理などの処理である。初期画面は

、処理や設定などを選択するためのメニュー画面である。

００8 9 図 ０に示した初期画面において、点線は、説明のために付した線であり、実際の

画面にほ表示されない線である。

００9０ アイコン表示部3０ には、複数のアイコンが横方向に配置されて表示され、各アイ



コンは、何に関する処理ができるのか、何に関する設定ができるのかなどを、直感的

にユーザに認識させるような画像である。例えば、アイコン表示部3０ に表示される

のは、画像に関する処理 (例えば、 レコーダに録画されている番組の一覧を表

示させるための処理)を行いたときには、そのような画像に関する処理ができるような

認識をユーザに与えられるようなアイコンである。

００9 1 また、アイコン表示部3０ に表示されているアイコンのうち、 つのアイコンにはフオ

ーカスがあたっている。フオーカスがあたっているアイコンの下側にほ、そのアイコン

が何に関するアイコンであるかを示すテキストが表示される。図 ０に示した例では、

ネットワーグに関するアイコンにフオーカスがあたっているために、 ネットワーグとい
うテキストが、アイコンの下に表示されている状態である。フオーカスがあたっているア

イコンは、他のアイコンとは区別がつくように、他のアイコンとは典なる色で表示される

００92 また、アイコン表示部3０ に表示されているアイコンは、ユーザの指示により、左右

方向にスライドするように構成されている。例えば、ユーザが、りモートコントローラ25

の左方向ボタン27 図 ０を操作した場合、アイコン表示部3０ に表示されて

いるアイコンは、全体的に左側に移動し、フオーカスがあたっているアイコンが、次の

アイコンに移動される。

００93 フオーカスがあたっているアイコンの上下方向には、アイコン表示部3０2が設けられ

、フオーカスがあたっているアイコンが示す処理や設定に関する選択肢を示すアイコ

ンが表示される。図 ０に示した例では、 ネットワーグというアイコンにフオーカスが

あたっている状態であり、ネットワークに関する処理や設定に関する選択肢を示すア

イコンが、アイコン表示部3０2に縦方向に配置されて表示されている。

００94 ネットワーグというアイコンに関する選択肢は、ここでは、アプリケーション72を選

択するための選択肢である。

００95 また、アイコン表示部3０2のうちの つのアイコンには、カーソル3 が位置してい
る。ここでは、カーソル3 は、フオーカスがあたっているアイコンの下側のアイコンに

位置しているとして説明を続ける。換吉すれば、カーソル3 ほ、固定とされており、

常に、フオーカスがあたっているアイコンの下側に位置し、ユーザにより、アイコン表



示部3０2に表示されているアイコンの移動 (スライド) が指示されたときには、

が上下方向にスライドされることにより、アイコンの移動が実現される。

００96 アイコン表示部3０2に表示されているアイコンのうち、アイコン表示部3０ に表示さ

れているアイコンを除くにの場合、ネットワークというアイコンを除く) アイコンの説明が

、説明表示部3０3に表示される。例えば、図 ０を参照するに、説明表示部3０3の一

番上には、 番組ランキング とのテキストが表示されており、対応するアイコン(アプリ

ケーション) が、番組のランキングを表示させるためのものであることがわかる。

００97 説明表示部3０3の右側には、状態アイコン表示部3０4が設けられている。状態アイ

コン表示部3０4には、アプリケーション72が新たに迫加されたときに W というア

イコンが表示され、アプリケーション72が更新されたときに 更新 というアイコンが表

示され、アプリケーション72によりザ一ビスの提供が終了したときに 終了 というアイ

コンが表示される。

００98 状態アイコン表示部3０4の右側には、登録状態表示部3０5が設けられている。アイ

コン表示部3０2に表示されているアイコンが選択された場合、そのアイコンのアプリケ

ーション72が起動され、起動されたアプリケーション72による情報が、テレビジョン放

送の番組と共に、ユーザ側に提供されるが、そのときに選択されたアプリケーション7

2以外であっても起動させるアプリケーション72を、予め所定の数だけ登録しておくこ

とができるように構成されている。すなわち、ユーザは、お気に入りのアプリケーション

72を登録しておくことが可能とされている。

００99 このような初期画面のレイアウトや表示される情報は、一例であり、図 ０に示した初

期画面のレイアウトや表示される情報に限定されるものではない。以下に説明する画

面に関しても同様であり、限定を示すのではなく、一例を示すものであり、適宜変更

することは可能である。

０1００ 図 ０に示したような初期画面は、ユーザが ネットワーグというアイコンを選択したと

き、換言すれば、 ネットワーグというアイコンにフオーカスがあたったときに、アプリケ

ーションザーバ 2に接続され、アプリケーションリスト7 が取得されることにより表示さ

れる。アプリケーションリスト7 が取得されるタイミングは、このように、アイコンにフオ

ーカスがあたったときでも良いが、ネットワークの通信速度などに依存し、フオーカス



があたったときに瞬時に初期画面を表示できない可能性があるので、例えば、定期

的にアプリケーションリスト7 を取得し、保持しておくよぅにしても良い。

０1０1 アプリケーションリスト7 には、アイコン表示部3０2、説明表示部3０3、状態アイコン

表示部3０4の各表示部に表示される情報が記載されている。登録状態表示部3０5

に記載される情報は、テレビジョン受像機 4側で記憶されており、アプリケーションリ

スト7 が取得された時点で、どのアプリケーション72が登録済であるか否かが判断さ

れ、対応するアイコンのところに、登録済と うアイコンが表示される。

０1０2 図 を参照し、アイコン表示部3０2に表示される つのアイコンを例にあげ、説明

表示部3０3、状態アイコン表示部3０4、および登録状態表示部3０5に表示される情

報についてさらに説明を加える。

０1０3 アイコン表示部3０2に表示されるアイコン32 は、アプリケーション72の内容をユー

ザにイメージさせるよぅな画像から構成される。このアイコン32 を表示させるための

アイコンデータは、アプリケーションリスト7 に記載されている。または、アプリケーショ

ンリスト7 にはアイコンデータが保存されている が記載されており、その に

アクセスすることによりアイコンデータが取得される。

０1０4 説明表示部3０3は、アプリケーション72の名称を表示する名称表示部322 、アプリ

ケーション72の説明を表示する説明表示部323 、および、アプリケーション72の提供

者を表示する提供者表示部324 から構成されている。

０1０5 例えば、図 を参照するに、アイコン32 に対応するアプリケーション7 2の名称は

、 番組ランキング であるので、名称表示部322 に 番組ランキング と表示される。ま

た、アイコン32 に対応するアプリケーション72は、テレビジョン放送の番組で、視聴

率のランキングの情報や、番組を推薦する機能を有するため、説明表示部323 には

、 オススメ番組があるよ といった説明文が表示される。アイコン32 に対応するア

プリケーション72を配信しているのは、 配信社 であるので、提供者表示部324 に

は 配信者 と表示される。この配信者 とは、アプリケーション提供者22のことであ

る。

０1０6 状態アイコン表示部3０4には、アプリケーション7 2の状態が変化したときに表示さ

れる状態アイコン325 が表示される。この状態アイコン325 は、上述したよぅに、アプリ



ケーション7 2が新たに迫加された状態であるときに表示される W とレロアイコン

、アプリケーション7 2が更新されたときに表示される 更新 とレロアイコン、および、ア

プリケーション7 2 によるザ一ビスの提供が終了しているときに表示される 終了 とレリ
アイコンがある。状態に変化のないアプリケーション7 2 に対応する状態アイコン表示

部3０4 には、状態アイコン325 は表示されない。

０1０7 登録状態表示部3０5 には、登録されているアプリケーション7 2の場合、登録済アイ

コン326 が表示される。ユーザは、お気に入りのアプリケーション7 2を登録しておくこ

とができる。登録しておくことで、後述するように、所定のアプリケーション7 2を選択し

たときに、その選択したアプリケーション7 2と共に、登録済のアプリケーション7 2を表

示させることができる。また、詳細は後述するが、図 ０に示した初期画面を再度参照

するに、 ザ一ビスキヤスドという名称のアイコンが選択されたときには、登録済のア

プリケーション7 2が表示される。

０1０8 登録済のアプリケーション7 2は、同時に起動され、それぞれのアプリケーション7 2

で処理が行われるが、複数のアプリケーション7 2 による処理、主にネットワーク を

介してコンテンツザーバ 3にアクセスし、コンテンツデータ 3 を取得し、表示する処

理が、同時に行われていると、その処理数によっては、テレビジョン受像機 4 に負担

がかかる可能，性がある。特に、コンテンツデータ 3 を一時的に記，憶しておく DRAM

2 3０(図6 ) の容呈などには制限があるため、複数のアプリケーション7 2 によるコンテ

ンツデータ 3 を無制限に記，憶させることができない。

０1０9 そこで、登録できるアプリケーション7 2の数に制限を設けるようにしても良い。例え

ば、5個のアプリケーション7 2が登録できるように制限し、ユーザが6個 目のアプリケ

ーション7 2を登録しようとしたときには、ェラーメッセージなどが表示されるようにして

も良い。また、例えば、5個のアプリケーション7 2が登録できるように制限されている

場合、登録状態表示部3０5 には、最大、5個の登録済アイコン326 が表示される。

０11０ 登録されているか否かは、テレビジョン受像機 4毎に典なるため、登録済のアプリ

ケーション7 2 に関する情報、例えば、登録済のアプリケーション7 2を識別するための

などほ、テレビジョン受像機 4側で記憶されている。そしてテレビジョン受像機 4

側でアプリケーションリスト7 を取得したときに、その記，憶されている情報とアプリケー



ションリスト7 に記載されている情報を参照し、登録されているアプリケーション72が

判断され、登録状態表示部3０5に、登録済アイコン326 が表示される。

０111 図 を参照して説明した情報のうち、登録状態表示部3０5以外の表示部に表示さ

れる情報は、アプリケーションリスト7 に記載されている。図 2は、アプリケーションリ

スト7 に記載されている情報の一例であり、 つのアプリケーション72に対する情報

の一例である。

０112 アプリケーションリスト7 には、アプリケーション72毎に、アプリケーション72を識別

するための 、アイコン表示部3０2に表示されるアイコンの 画像 、アプリケーショ

ン72の 名称 、アプリケーション72で提供されるザ一ビスに関する 説明 、アプリケ

ーション72を提供する 提供者 、およびアプリケーション72の 状態 に関する情報 (

データ) が記載されている。

０113 アプリケーション72を識別するための は、アプリケーション72が管理されてい

る先の でも良い。また、テレビジョン受像機 4側で、登録済のアプリケーション7

2であるか否かを判断するとき、テレビジョン受像機 4側で管理されている は、この

アプリケーションリスト7 に記載されている である。

０114 アイコン表示部3０2に表示されるアイコンの 画像 は、アイコンの画像データそのも

のでも良いし、アイコンの画像データが管理されている先の でも良い。 で

ある場合、アプリケーションリスト7 が取得され、そのアプリケーションリスト7 に記載

されている に接続されることにより、アイコンの画像データが取得される。

０115 このようなアプリケーションリスト7 が、アプリケーションザーバ 2側で管理されるこ

とにより、以下のような効果を得ることができる。すなわち、まず、アプリケーションリスト

7 にアプリケーション72が新たに登録されるとき、アプリケーションザーバ 2を管理

する管理者 (図2におけるザ一ビス提供者2 ) が審査を行うことが可能となる。管理者

が審査を行うことで、例えばウィルスを含む悪意のあるアプリケーション72が、登録さ

れるようなことを防ぐことが可能となる。よって、利用者24側 (テレビジョン受像機 4側

) に提供するアプリケーション72のセキュリティを高めることが可能となる。

０116 また、アプリケーションリスト7 がテレビジョン受像機 4に供給され、テレビジョン受

像機 4は、供給されたアプリケーションリスト7 に登録されているアプリケーション72



しか、ユーザ側に提示しないため、アプリケーションリスト7 が更新されれば、その更

新されたアプリケーションリスト7 に基づく処理を、テレビジョン受像機 4側で実行さ

せることが可能となる。例えば、新たに登録されたアプリケーション7 2があった場合、

テレビジョン受像機 4側のユーザの手を煩わすことなく(例えば、アップデートの処

理を実行しなくてはならないといったことなく) 、新たに登録されたアプリケーション7 2

をユーザ側に提供することが可能となる。

０117 換言すれば、ユーザ側に提供するアプリケーション7 2を、管理者側で自由に設定

することが可能となり、例えば、問題のあるアプリケーション7 2をアプリケーションリスト

7 から削除するといったことも可能となるため、管理者の的確な管理のもと、ユーザ

側にアプリケーション7 2を提供することが可能となる。さらに換言すれば、ザ一ビス提

供者2 側で、アプリケーション提供者22を自由に設定することが可能となり、例えば

、問題のあるアプリケーション提供者22と契約を解除し、そのアプリケーション提供者

22が提供していてアプリケーション7 2に関する情報を、アプリケーションリスト7 から

削除するといったことが可能となるため、ザ一ビス提供者2 の的確な管理のもと、利

用者24側にアプリケーション7 2を提供することが可能となる。

０118 テレビジョン受像機 4は、アプリケーションザーバ 2にアクセスし、アプリケーション

リスト7 を取得するための を保持している。

０119 図 ０に示した初期画面の説明に戻る。図 ０に示したような初期画面が表示パネル

22 に表示されているときに、ユーザがりモートコントローラ2 5 の下方向ボタン2 7

(図 ０) を操作すると、画面は、図 3に示したような画面に切り換えられる。

０12０ 図 3に示した画面例と図 ０に示した画面例とを比較するに、図 ０に示した画面 (

初期画面) においては、カーソル3 が ニューズとレぢ名称のアプリケーション7 2を

示すアイコン上に位置しているのに対し、図 3に示した画面では、カーソル3 が

占い という名称のアプリケーション7 2のアイコン上に位置している。

０12 1 図 ０を参照するに、 ニューズという名称のアプリケーション7 2のアイコンに対して

、 占い という名称のアプリケーション7 2のアイコンは、2つほど下に位置している。

ユーザがりモートコントローラ2 5 の下方向ボタン2 7 を2回操作した場合、また

は、カーソル3 が2個のアイコン分だけ移動するまでりモートコントローラ2 5 の下



方向ボタン2 7 を操作し続けた場合、カーソル3 が下方向に移動し、2つ下に

位置していたアイコンに移動する。

０122 この場合、カーソル3 の位置は固定されているので、実際には、アイコン表示部3

０2に表示されているアイコンが、上方向に2個分だけ移動することにより、りモートコ

ントローラ2 5 の下方向ボタン2 7 が2回操作された場合に対応した処理が行わ

れる。

０123 図 3に示したように、カーソル3 が 占い という名称のアプリケーション72のアイ

コン上に位置しているときに、りモートコントローラ2 5 の設定ボタン273 が操作される

と、図 4に示した画面になる。

０124 図 4に示した画面について説明する。図 4に示した画面は、図 3に示した画面

に、設定画面3 5 が重畳されて表示されている。設定画面3 5 には、選択項 目として

、登録されている全てのアプリケーション7 2を解除するとき操作される アプリケーショ

ン全件解除 とレぢ項 目3 6 、選択されているアプリケーション7 2を起動させるときに

操作される アプリケーション選択 という項 目362 、選択されているアプリケーション7

2を登録するときに操作される アプリケーション登録 という項 目363 、選択されてい
るアプリケーション7 2がどのような処理を行うかなどアプリケーション7 2の説明を閲覧

したいときに操作される アプリケーション説明 という項 目364 、および、選択画面3 5

を閉じるときに操作される 閉じる という項 目365 が表示されている。

０125 なお、ここで、 選択されているアプリケーション7 2 とは、カーソル3 が位置する

アイコンに対応するアプリケーション7 2のことであり、図 4に示した画面例の場合、

占い という名称のアプリケーション7 2のことである。

０126 図 3の画面例を再度参照するに、 占い という名称のアプリケーション7 2は、まだ

登録されていないために、登録状態表示部3０5に登録済を示すアイコンは表示され

ていない。このようなアプリケーション7 2が選択されているときに、 アプリケーション登

録 とレぢ項 目363 (図 4 ) が選択されると、そのアプリケーション7 2が登録される。

０127 登録されると、登録状態表示部3０5に、登録済を示すアイコンが、次回、初期画面

が表示されたときに表示される。また、登録されると、そのアプリケーション72の が

、テレビジョン受像機 4に記憶される。また、登録されるとき、既に所定の数だけアプ



リケーション7 2が登録されているような場合、登録は行われずに、ェラーメッセージな

どが表示される。

０128 登録が行われるとき、図示はしないが、登録を実行するか否かをユーザに確認する

ための画面が表示されるようにしても良い。

０129 図 4の画面例の説明に戻り、 アプリケーション説明 とレぢ項 目364 が選択される

と、図 5に示したような、アプリケーション説明画面3 7 に表示パネル22 の画面が

切り換えられる。アプリケーション説明画面3 7 には、アプリケーション7 2の名称を表

示する領城3 8 、アプリケーション7 2の提供者名を表示する領城382 、アプリケーシ

ョン7 2 に対する問い合わせをするときの電話番号を表示する領城383 が設けられて

いる。

０13０ また、アプリケーション説明画面3 7 には、アプリケーション7 2による処理によりユ

ーザに提供されるザ一ビスをユーザにイメージさせるための画像、例えば、アイコン

表示部3０2に表示されているアイコンを拡大した画像を表示する領城384 、アプリケ

ーション7 2による処理によりユーザに提供されるザ一ビスの内容を説明するテキスト

を表示する領城385 が設けられている。

０13 1 アプリケーション説明画面3 7 には、Webブラウザが起動され、アプリケーション7 2

の問い合わせ先やザポート情報を表示するときに操作されるボタン386 と、図 4に示

した画面、すなわち、設定画面3 5 が表示されている画面に戻るときに操作されるボ

タン387 が設けられている。

０132 ユーザは、このようなアプリケーション説明画面3 7 を閲覧することで、アプリケーシ

ョン7 2 により提供されるザ一ビスの内容などを認識することができる。

０133 次に、図 3に示したような画面から、または、図 4に示したような画面から、アプリ

ケーション7 2が起動されたときの画面について説明を加える。図 3に示したような画

面は、カーソル3 が 占い という名称のアプリケーション7 2を示すアイコン上に位

置しているときであり、このように所定のアプリケーション7 2を示すアイコン上にカーソ

ル3 が位置しているときに、りモートコントローラ2 5 の決定ボタン272 (図 ０) が操

作されると、図 6に示したような画面に表示パネル22 の画面が切り換えられる。

０134 または、図 4に示したような、 占い とレぢ名称のアプリケーション7 2を示すアイコ



ンにカーソル3 が位置し、設定画面3 5 が表示されているときに、 アプリケーショ

ン選択 とレぢ項 目362 が操作されると、図 6に示したような画面に表示パネル22

の画面が切り換えられる。

０135 アプリケーション7 2が起動されると、そのアプリケーション7 2の本体のデータが、ア

プリケーションザーバ 2から取得される。すなわち、この場合、アプリケーション7 2の

起動が指示された時点で、アプリケーションザーバ 2にアクセスされ、アプリケーショ

ン7 2本体のデータ (プログラムなど) が取得される。その取得の際、アプリケーションリ

スト7 に記載されているアプリケーション7 2の に基づき、起動が指示されたアプリ

ケーション7 2のデータが取得される。

０136 図 6に示した画面について説明する。図 6に示した画面のうち、左側はテレビ、ジョ

ン放送の番組を表示する番組表示領城4０ とされ、右側は複数のアプリケーション7

2のザ一ビスを表示するアプリケーション表示領城4０2から構成されている。このよう

に、テレビ、ジョン放送の番組と、アプリケーション7 2により提供される情報が、ユーザ

に対して同時に提供される。ユーザは、テレビジョン放送の番組を楽しみながら、アプ

リケーション7 2により提供される所望の情報を閲覧することができる。

０137 図 6に示した画面例においては、アプリケーション表示領城4０2には、3つのアプ

リケーション7 2により提供される情報が、それぞれ表示されている。アプリケーション

表示領城4０2の上段の領城4 には、ザ一ビスチヤンネルとレリアプリケーション7 2

(以下、 ザ一ビスチヤンネル とレぢ名称のアプリケーション7 2をアプリケーション7 2

に対応させて記述する) により情報が表示され、中段の領城4 2には、占いとレづ

アプリケーション7 2 (以下、 占い という名称のアプリケーション7 2をアプリケーション

7 2 に対応させて記述する) により情報が表示され、下段の領城4 3には、ニュー

スとレリアプリケーション7 2 (以下、 ニューズという名称のアプリケーション7 2をアプ

リケーション7 2 に対応させて記述する) により情報が表示されている。

０138 アプリケーション表示領城4０2に情報を表示するアプリケーション7 2は、登録され

ているアプリケーション7 2と、選択されたアプリケーション7 2である。上記したように、

ユーザは、予め所定の数のアプリケーション7 2を登録することができるように構成さ

れており、ユーザにより登録されているアプリケーション7 2は、登録されていないアプ



リケーション7 2が選択されたときでも、その登録されていないアプリケーション7 2と共

に、アプリケーション表示領域4０2に表示される。

０139 例えば、図 6に示した画面において、占いとレリアプリケーション7 2 は、図 3

を参照するに登録されていないアプリケーション7 2である。この登録されていないア

プリケーション7 2 が選択されたときであっても、登録されているアプリケーション7

2 とアプリケーション7 2 が、アプリケーション7 2 と共に、アプリケーション表

示領域4０2に表示される。

０14０ このアプリケーション表示領城4０2に表示されているアプリケーション7 2は、それぞ

れ動作している。例えば、ニュースを表示するザ一ビスを提供するアプリケーション7

2 は、アプリケーション7 2 で設定されているタイミングで、コンテンツザーバ 3

に接続し、ニュースのコンテンツデータ 3 を取得し、領城4 3に表示されている二

ュ一ス (テキスト) を更新する。

０14 1 アプリケーション表示領城4０2に表示されているアプリケーション7 2 乃至7 2

3だけが動作しているのではなく、表示されていないが、登録されているアプリケーシ

ョン7 2は動作している。例えば、5つのアプリケーション7 2が登録されているような場

合、その5つのアプリケーション7 2、または登録されていないが選択されたアプリケー

ション7 2を含む6つのアプリケーション7 2は、アプリケーション表示領城4０2に表示さ

れているか否かにかかわらず、処理を実行している。例えば、上記したアプリケーショ

ン7 2 は、アプリケーション表示領城4０2に表示されているときも、表示されていな

いときも、ともに、コンテンツザーバ 3に接続し、ニュースを取得している。

０142 このように、アプリケーション表示領城4０2に表示されているアプリケーション7 2によ

る情報は、そのアプリケーション7 2が適宜情報を更新するようなアプリケーション7 2

であれば、ユーザの指示があったか否かによらず、更新されるので、ユーザは、手を

煩わすことなく、新し清報を取得することができる。

０143 このように、 つのアプリケーション7 2の起動が指示された時点で、その起動が指示

されたアプリケーション7 2を含み、登録されているアプリケーション7 2も同時に起動さ

れる。同時に起動されると りのは、ここでは、アプリケーションザーバ 2にアクセスし

、アプリケーション7 2のデータ本体を取得し、取得されたアプリケーション7 2に基づく



処理を実行し、その処理の過程で、必要に応じ、コンテシソザーバ 3に接続し、コン

テシソデータ 3 を取得することを意味する。

０144 このように、本実施の形態においては、アプリケーション7 2の起動が指示された時

点で、アプリケーション7 2に関するデータが取得される。よって、テレビ、ジョン受像機

4側でアプリケーション7 2に関するデータを常駐しておく必要がなく、アプリケーショ

ン7 2に関するデータに割り当てられる、例えば、 DRAM23 ０(図7) の記憶容呈を 、

さくすることが可能となる。

０145 図 6を再度参照するに、アプリケーション表示領城4０2に表示されているアプリケ

ーション7 2 乃至7 2 は、りモートコントローラ2 5 の上方向ボタン2 7 が操

作されると上方向に移動し、アプリケーション表示領城4０2に表示されていなかった

アプリケーション7 2であり、アプリケーション7 2 の下側に仮想的に配置されていた

アプリケーション7 2 が表示される。結果として、図 7に示したように、領城4 に

アプリケーション7 2 による情報が表示され、領城4 2にアプリケーション7 2 に

よる情報が表示され、領域4 3にアプリケーション7 2 による情報が表示される画

面になる。以下の説明においては、アプリケーション7 2 を、 フオトフレンドとレづ

名称に対応するアプリケーション7 2であるとして説明を続ける。

０146 また、りモートコントローラ2 5 の下方向ボタン2 7 が操作されたときには、アプ

リケーション7 2 乃至7 2 は、下方向に移動し、アプリケーション表示領城4０2

に表示されていなかったアプリケーション7 2であり、アプリケーション7 2 の仮想的

に上側に配置されていたアプリケーション7 2 が表示される。結果として、図 8に

示したように、領城4 にアプリケーション7 2 による情報が表示され、領城4 2に

アプリケーション7 2 による情報が表示され、領城4 3にアプリケーション7 2 に

よる情報が表示される画面になる。以下の説明においては、アプリケーション7 2

を、 グルメ情報 という名称に対応するアプリケーション7 2であるとして説明を続ける

０147 このように、並列動作しているアプリケーション7 2は、仮想的に、縦方向に並んだ状

態で配置されており、りモートコントローラ2 5 の上方向ボタン2 7 または下方向

ボタン2 7 の操作状態により、アプリケーション表示領城4０2に表示されるアプリ



ケーション7 2が切り換えられる。

０148 図 6乃至 8に示した画面をノーマルモードと記述する。ノーマルモードのときに、

りモートコントローラ2 5 の決定ボタン272 が操作されると、その時点で中段に位置す

るァプリケーション7 2 (領城4 2に情報を表示しているァプリケーション72) にフオー

カスが当てられるフオーカスモードに切り換えられる。

０149 例えば、図 6に示した画面において、ァプリケーション表示領城4０2の領城4 2に

情報を表示しているのは、 占い という名称のァプリケーション7 2 であり、このよう

な状態のときに、りモートコントローラ2 5 の決定ボタン272 が操作されると、ァプリケ

ーション7 2 にフオーカスがあたった状態のフオーカスモードの画面に切り換えら

れる。

０15０ 図 9は、フオーカスモードのときの画面例である。フオーカスモードのときには、ァ

ブリケーション表示領城4０2の領城4 と領城4 3が暗く表示される。換言すれば、

ァプリケーション表示領城4０2の中段に位置する領城4 2だけが、他の領城よりも明

るく表示される。フオーカスモードのときも、ァプリケーション表示領城4０2に表示され

ているァプリケーション7 2であるか否かにかかわらず、登録済のァプリケーション7 2と

選択されたァプリケーション7 2は、並列動作している。

０15 1 フオーカスモードのときも、ノーマルモードと同じく、りモートコントローラ2 5 の上方

向ボタン2 7 や下方向ボタン2 7 が操作されると、ァプリケーション表示領城

4０2に表示されているァプリケーション7 2は上方向または下方向にスライドされて表

示される。スライドされることにより、領城4 2に表示されるァプリケーション7 2が切り

換えられることになるので、フオーカスが当てられるァプリケーション7 2も切り換えられ

ることになる。よって、ユーザは、フオーカスモードのときでも、所望のァプリケーション

7 2 にフオーカスを当てることができる。

０152 フオーカスモードに切り換えられた場合、フオーカスがあたっているァプリケーション

7 2 に基づくボタンなどが新たに表示されることがある。例えば、図 9を参照するに、

領城4 2に表示されているのが 占い のァプリケーション7 2 である場合、 占ア

といったボタン4 3 が、フオーカスモードのときには表示される。また、ノーマルモード

に戻るときに操作される戻るというボタン432 も表示される。



０153 ユーザは、りモートコントローラ2 5 の左方向ボタン2 7 または右方向ボタン2 7

を操作することで、ボタン4 3 またはボタン432 を選択することができる。ボタン4

3 またはボタン432 を選択した後、決定ボタン272 を操作すると、その選択されたボ

タンに対応する処理が実行される。 占アというボタン4 3 が選択され、決定された場

合、ァクテイブモードに切り換えられ、 戻びというボタン432 が選択され、決定された

場合、ノーマルモードに切り換えられる。

０154 ァクテイブモードは、 つのァプリケーション7 2により提供される情報のみが表示さ

れるモードである。図2０に、ァクテイブモードのときに表示パネル22 に表示される

画面の一例を示す。ァプリケーション表示領城4０2には、 つのァプリケーション

この場合、 占い という名称のァプリケーション7 2 により提供される情報のみが表

示されるァクテイブ画面4 6 が表示される。

０155 ァクテイブモードのときは、 つのァプリケーション7 2による情報が表示される状態

であり、このような状態のときには、他のァプリケーション7 2の動作は停止状態とされ

る。上記したように、ノーマルモードやフオーカスモードのときには、登録されているァ

ブリケーション7 2と選択されたァプリケーション7 2は、表示されているか否かに関わら

ず、並列動作しているが、ァクテイブモードのときには、表示されているァプリケーショ

ン7 2のみが動作している。

０156 ァクテイブモードにされたとき、そのァクテイブな状態にされたァプリケーション7 2は

、コンテンツザーバ 3にァクセスし、コンテンツデータ 3 を取得する。その取得され

たコンテンツデータ 3 に基づく処理が実行されることにより、ァクテイブ画面4 6 が

表示される。

０157 ァクテイブ画面4 6 は、例えば、図2０に示したように、 占い というァプリケーション

7 2 が提供する情報が表示される場合、占いの内容を示すテキストなどが表示さ

れる。また、図2０に示した占いの情報は、星座毎に提供される情報であり、表示され

ている星座 (図2０では乙女座) 以外の星座の占い情報を閲覧したいときは、ァクテイ

ブ画面4 6 の下側に設けられている 次へ というボタンが操作される。ユーザは、

次へ というボタンを操作することで、所望の星座の占い情報を閲覧することができる



０158 ところで、このように星座別に占いの情報を提供する場合、ユーザとしては自分の

星座の占い情報を、 次へ というボタンを操作しなくても閲覧できるようにしておきた

いとの所望があると考えられる。そこで、ユーザの星座を登録し、その登録された星

座の情報が、アクテイブモードに切り換えられたときに一番初めに表示されるようにす

る。

０159 例えば、図2０に示したアクテイブモードの画面のときに、ユーザが、りモートコントロ

ーラ2 5 の設定ボタン273 を操作すると、星座などの設定 (登録 ) を行えるオプション

メニュー画面が表示される。図2 に、 占い というアプリケーション7 2 に対応した

オプションメニュー画面の一例を示す。オプションメニュー画面4 8 は、ノーマルモー

ドの画面 (例えば、図 6 ) のときやフォーカスモードの画面 (例えば、図 9)のときに、

りモートコントローラ2 5 の設定ボタン273 が操作されても、そのときの画面に重畳さ

れることで、アクテイブモードのときと同様に表示される。

０16０ 図2 を参照するに、オプションメニュー画面4 8 には、 アプリケーション全件解除

というボタン4 9 、 アプリケーション設定 というボタン492 、 登録 というボタン493

お問い合わせ というボタン494 が表示されている。このうち、 登録 というボタン4 9

3は、まだ登録されていなアプリケーション7 2が処理対象とされているときにオプショ

ンメニュー画面4 8 が表示され、既に登録されているアプリケーション7 2が処理対象

とされているときには 登録解除 というボタン493 が表示される。

０16 1 アプリケーション全件解除 というボタン4 9 は、登録されているアプリケーション7

2の登録を、全て解除するときに操作されるボタンである。 アプリケーション設定 とい
うボタン492 は、アプリケーション7 2に依存する情報、例えば、星座別の占いに関す

るアプリケーション7 2である場合、星座の情報などを設定したいときに操作されるボタ

ンである。

０162 登録 というボタン493 ほ、まだ登録されていないアプリケーション7 2が処理対象と

されているときに表示され、その処理対象とされているアプリケーション7 2を登録させ

たいときに操作されるボタンである。また、既に登録されているアプリケーション7 2が

処理対象とされているときには、 登録解除 というボタン493 が表示される。この 登

録解除 というボタン493 ほ、登録さているアプリケーション7 2の登録を解除するとき



に操作されるボタンである。

０163 お問い合わせ というボタン494 は、アプリケーション7 2の提供先などに関する情

報を表示させたいときに操作されるボタンである。

０164 アプリケーション設定 というボタン492 が操作されると、図2 2に示したような画面

に切り換えられる。図22に示した設定画面について説明する。図22に示した設定画

面5０ は、 占い という名称のアプリケーション7 2 における設定を行うための画

面である。占いに関する設定画面5０ には、星座を選択する欄5 、名前を入力す

る欄5 2、および、好きな食べ物を選択する欄5 3が設けられている。

０165 星座を選択する欄5 は、 つの星座を選択できるように構成されており、りモート

コントローラ2 5 の上方向ボタン2 7 または下方向ボタン2 7 を操作すること

で、所望の星座を選択できるように構成されている。

０166 名前を入力する欄5 2は、ユーザがりモートコントローラ2 5 を操作することで、自

己の名前、ニックネームなど、所望のテキストを入力、設定できるように構成されてい

る。なおここでは、名前を入力するとして説明をしたが、アプリケーション7 2により、ユ

ーザ やパスワードなどが設定される場合もある。

０167 好きな食べ物を選択する欄5 3には、複数の食べ物の名前が列記され、各名前に

チェック欄が設けられている。ユーザは、複数の食べ物の名前を選択し、チェック欄

にチェックできるように構成されている。

０168 このように、設定画面5０ において設定される項 目は、ユーザにより所望のテキスト

などが入力されることにより設定される項 目、ユーザが予め設定されている項 目から

つの項 目を選択することにより設定される項 目、ユーザが予め設定されている項 目か
ら複数の項 目を選択することにより設定される項 目などである。

０169 このような設定画面5０ において設定された設定項 目はテレビ、ジョン受像機 4側

に記憶される。そして、例えば、 占い のアプリケーション7 2 がアクテイブモード

にされたとき、テレビ、ジョン受像機 4に設定されている項 目の つである星座が参照

され、その星座に対応するコンテシソがコンテシソザーバ 3から取得され、表示され

る。

よって、ユーザは、 度設定した自己の星座の占いを、フオ一力スモードやアクテイブ



モードにしたときに、最初に閲覧することができるようになる。

０17０ 上記した例は、主に、 占い という名称のアプリケーション72 を中心に説明した

が、以下に、 ニューズという名称のアプリケーション7 2 を中心に再度説明を加

える。

０17 1 図 7に示したようノーマルモードのときの画面、すなわち、アプリケーション表示領

域4０2の中段に位置する領城4 2に ニューズという名称のアプリケーション7 2

による情報が表示されている状態のときに、りモートコントローラ2 5 の決定ボタン2 7

2が操作されると、図23に示したようなフオーカスモードのときの画面に切り換えられ
る。

０172 図23は、 ニュース という名称のアプリケーション7 2 にフオーカスがあたってい
るときのフオーカスモードのときの画面例である。アプリケーション表示領城4０2のうち

、アプリケーション72 による処理により二ュ一スが表示されている領域4 2だけが

、他の領城よりも明るく表示される。このようなフオーカスモードのときも、アプリケーシ

ョン表示領城4０2に表示されているアプリケーション7 2であるか否かにかかわらず、

登録済のアプリケーション7 2と選択されたアプリケーション7 2は、並列動作している。

０173 ニューズという名称のアプリケーション7 2 に基づくボタンとして、図23に示し

た例では、 前 というボタン5 3 と 次 というボタン5 3 2が表示されている。この 前

というボタン5 3 は、ニュース記事の前の記事に戻りたいときに操作されるボタンであ

り、 次 というボタン5 3 2は、ニュース記事の次の記事に戻りたいときに操作されるボ

タンである。

０174 リモートコントローラ2 5 の左方向ボタン2 7 の操作は、 前 というボタン5 3 を

操作したことに相当し、右方向ボタン2 7 の操作は、 次 というボタン5 3 2を操作

したことに相当するように構成されている。ユーザは、左方向ボタン2 7 または右

方向ボタン2 7 を操作することで、所望のニュース記事をみることができる。

０175 図23に示したようなフオーカスモードのときに、りモートコントローラ2 5 の決定ボタ

ン272 が操作されると、アクテイブモードの遷移し、画面が切り換えられる。アクテイブ

モードは、上記したように つのアプリケーション7 2 により提供される情報のみが

表示されるモードであり、図24に示すように、アプリケーション表示領城4０2には、こ



の場合、 ニュース という名称のアプリケーション7 2 により提供される情報のみが

表示されるアクティブ画面4 6 が表示される。

０176 アクティブモードにされたとき、そのアクティブな状態にされたアプリケーション7 2

3は、コンテンツザーバ 3にアクセスし、ニュースに関するコンテンツデータ 3 を取

得する。その取得されたコンテンツデータ 3 に基づく処理が実行されることにより、

ニュース記事がアクティブ画面4 6 として表示される。アクティブ画面4 6 に表示され

る二ュ一ス記事は、アプリケーション7 2 で設定されている周期で更新される。更新

が行われるときに、コンテンツデータ 3 が取得される。

０177 図24に示したアクティブ画面4 6 には、表示されている二ュ一ス記事の詳細を知り

たいときに操作される 詳しぐというボタン5 5 が設けられている。このようにアクティ

ブ画面4 6 に設けられているボタンは、アクティブにされたアプリケーション7 2に適し

たボタンである。

０178 詳しぐというボタン5 5 が操作されると、ニュース記事のさらに詳しい記事のデー

タが、コンテンツザーバ 3にアクセスされて取得される。または、所定のブラウザが起

動され、インターネット上の所定のザーバにアクセスされ、そのザーバから取得された

データが用いられて、所定のブラウザの処理により詳細な記事が提供されるようにし

ても良い。

０179 アクティブ画面4 6 は、例えば、図24に示したように、 ニュース というアプリケーシ

ョン7 2 が提供する二ュ一ス記事が表示されるが、ユーザにより、興味がある二ュ一

スは典なる。そこで、ユーザが興味のあるジヤンルのニュース記事が、興味のない二

ュ一ス記事よりも優先的に提供されるようにするために、ユーザが興味のあるジヤンル

を設定 (登録 ) できるようにする。

０18０ 図24に示したアクティブモードの画面のときに、ユーザが、りモートコントローラ2 5

の設定ボタン273 を操作すると、図2 5に示したようにオプションメニュー画面4 8 が

表示される。オブションメニュー画面4 8 には、既に説明した 占い というアプリケー

ション7 2 がアクティブモードのときにされているときに表示されるオプションメニュ
ー画面4 8 (図2 ) と同じ項 目が表示される。図2 5に示した例は、ニュースのアプリ

ケーション7 2 のアクティブ画面4 6 上にオプションメニュー画面4 8 が表示され



る点が、図2 に示した例と典なる。

０18 1 オプションメニュー画面4 8 に表示されている項 目のうち、 アプリケーション設定

とレぢ項 目に対応するボタン492 が操作されると、図26に示したような画面に切り換え

られる。図26に示した設定画面について説明する。図26に示した設定画面5０ は、

ニュース とレぢ名称のアプリケーション7 2 における設定を行うための画面である

。ニュースに関する設定画面5０ には、所望のジヤンルを設定する領城5 7 が設け

られている。

０182 所望のジヤンルを選択する領城5 7 には、複数のジヤンル名が列記され、各ジヤン

ル名にチェック欄が設けられている。ユーザは、複数のジヤンル名を選択し、チェック

欄にチェックできるように構成されている。

０183 図2０に示した 占い というアプリケーション7 2 に対する設定画面5０ に表示さ

れる項 目と、図26に示した ニュース とレリアプリケーション7 2 に対する設定回
面5０ に表示される項 目は、それぞれ典なり、それぞれのアプリケーション7 2に対応

した項 目とされる。このように、設定画面5０ に表示される項 目は、アプリケーション7

2に依存するものとされる。

０184 このような設定画面5０ において設定された設定項 目はテレビジョン受像機 4側

に記憶される。そして、例えば、 ニュース のアプリケーション7 2 がアクテイブモ

ードにされたとき、テレビジョン受像機 4に設定されている項 目のジヤンル名が参照

され、そのジヤンルに属している二ュ一スに対応するコンテンツデータ 3 がコンテン

"ソザーバ 3から取得され、表示される。よって、ユーザは、 度設定した自己が所望

するジヤンルに属する二ュ一スを、アクテイブモードにしたときに、最初に閲覧すること

ができるようになる。

０185 なお、ニュースというアプリケーション7 2に関しては、上記したように、ノーマルモー

ドのときも、フォーカスモードのときも、他のアプリケーション7 2と並列動作し、その結

果として、ニュース記事を更新する。よって、アクテイブモードのときだけでなく、ノー

マルモードやフォーカスモードのときにも、設定されているジヤンルが参照され、その

参照されたジヤンルに属する二ュ一ス記事のコンテンツデータ 3 が取得されるよう

にしても良い。



０186 アクティブモードのときに、りモートコントローラ2 5 の戻るボタン274 が操作されると

、ノーマルモードに画面が切り換えられる。

０187 このように、ノーマルモード、フオーカスモード、およびアクティブモードが設けられ

ており、ユーザは、所望のモードで簡便に、かつ、テレビジョン放送の番組を楽しみな

がひ清報を取得することができるように構成されている。

０188 再度、初期画面を参照し説明を加える。初期画面として、図2 7に示した初期画面を

参照する。 ザ一ビスキヤスドとの名称が付けられたアイコン、 占い との名称が付け

られたアイコン、 フオトフレンドとの名称が付けられたアイコン、および、 グルメ情報

との名称が付けられたアイコンが表示されている。このうち、 占い との名称が付け

られたアプリケーション7 2 、 フオトフレンドとの名称が付けられたアプリケーショ

ン7 2 、および、 グルメ情報 との名称が付けられたアプリケーション7 2 は、登

録済であるので、登録済とのアイコンが、登録状態表示部3０5に表示されている。

０189 このように、 占い 、 フオトフレンド、および グルメ情報 の3つのアプリケーション

7 2が登録されているときに、 ザ一ビスキヤスドとの名称が付けられたアイコンが選択

されると、登録済の3つのアプリケーション7 2 72 72 が起動される。この

3つの登録済のアプリケーション7 2 72 72 が起動されると、例えば、図

28に示したようなノーマルモードの画面に画面が切り換えられる。

０19０ なお、ここでは、登録済のアプリケーション7 2のみが起動されるときに操作されるア

イコンの名称は、 ザ一ビスキヤスドとして説明するが、名称はどのような名称であっ
てもよく、ユーザにザ一ビス内容を認識させやすい名称であればよい。

０19 1 図28に示したノーマルモード時の画面は、アプリケーション表示領城4０2に、登録

済の 占い 、 グルメ情辛は 、および フオトフレンドの3つのアプリケーション7 2

7 2 72 により、それぞれ提供される情報が表示されている状態である。

領城4 、領城4 2、領域4 3のそれぞれに、どのアプリケーション7 2 72

7 2 の情報が表示されるかは、例えば、登録順であっても良いし、初期画面に表

示されている順などに従って行われる。

０192 このように、 ザ一ビスキヤスドとの名称が付けられたアイコンは、登録済のアプリケ

ーション7 2を起動させるときに操作されるアイコンであり、複数の登録済のアプリケー



ション7 2を起動させるためのユ一ティリティである。このようなアイコンも初期画面には

設けられている。

０193 このようなユ一ティリティのアイコンを初期画面に設けることで、ユーザは、登録済の

アプリケーション7 2を、リストから探し出す必要がなく、一括して登録済のアプリケー

ション7 2を起動させることができるようになる。よって、ユーザは、簡便な操作で、所望

のアプリケーション7 2による情報を取得することが可能となる。

０194 このように、初期画面が表示されるときに、アプリケーションザーバ 2からアプリケー

ションリスト7 が取得され、テレビジョン受像機 4側に記憶される。そして、初期画面

からノーマルモードの画面に表示が切り換えられるときに、アプリケーションザーバ 2

から、その時点で起動される または複数のアプリケーション7 2 (アプリケーション7 2

本体のプログラム) が取得され、テレビジョン受像機 4側に記，憶される。

０195 ノーマルモードとフオーカスモードのときには、アプリケーション7 2に基づき、適宜、

コンテンツザーバ 3にアクセスされ、コンテンツデータ 3 が取得され、テレビジョン

受像機 4側に記，憶される。このとき、アプリケーション7 2により、接続先のコンテンツ

ザーバ 3は典なり、取得されるコンテンツデータ 3 も典なる。また、アクティブモー

ドのときには、アクティブにされているアプリケーション7 2のみに基づき、コンテンツザ

ーバ 3や、図示していないザーバにアクセスされ、コンテンツデータ 3 や他のデー

タが取得され、テレビジョン受像機 4側に記憶される。

０196 ノーマルモード、フオーカスモード、およびアクティブモードのいずれかのモードの

画面から、初期画面に画面が切り換えられるとき、テレビジョン受像機 4側に記，憶さ

れているアプリケーション7 2とコンテンツデータ 3 (他のデータ) は削除される。この

ように、必要に応じアプリケーション7 2やコンテンツデータ 3 が記，憶され、必要が無

くなった時点で削除されることにより、テレビジョン受像機 4側でアプリケーション7 2

やコンテンツデータ 3 を記，憶する記，憶領城を小さくすることが可能となる。

０197 また、テレビジョン受像機 4側が、必要に応じアプリケーション7 2を取得することで

、例えば、アプリケーション7 2が更新されたような場合であっても、その更新後のアプ

リケーション7 2をテレビジョン受像機 4側に提供することが可能となるので、テレビジ

ョン受像機 4側に提供されるアプリケーション7 2を、常に最新のアプリケーション7 2



であるようにすることができる。

０198 また、テレビジョン受像機 4が取得するアプリケーション7 2は、アプリケーションリス

ト7 に記載があるアプリケーション7 2のみとすることができるため、アプリケーションリ

スト7 を適切に管理することで、悪意のあるアプリケーション7 2が、テレビジョン受像

機 4 にダウンロードされてしまうようなことを防ぐことが可能となる。また、アプリケーシ

ョンリスト7 に記載されている期間を限定すれば、期間限定で、アプリケーション7 2を

ユーザ側に提供することが可能となり、ザ一ビスの幅を広げることが可能となる。

０199 さらに、テレビジョン受像機 4側が、必要に応じてコンテンツデータ 3 を取得する

ことで、また、必要がなくなった時点で記，憶していたコンテンツデータ 3 を削除する

ことで、例えば、ニュース記事のような更新される頻度が高い情報であっても、テレビ

ジョン受像機 4側に、更新された最新の情報を提供することが可能となるとともに、

，記憶されている古い情報をユーザに提供してしまうようなことを防ぐことが可能となる。

０2００ 他のアプリケーションについて」

上記した例は、主に、 占い とレぢ名称のアプリケーション7 2 を中心に説明した

が、他のアプリケーション7 2においても、某本的な流れは同じである。すなわち、他

のアプリケーション7 2においても、 占い という名称のアプリケーション7 2 と同じく

、ユーザからの指示により、ノーマルモードからフオーカスモード、フオーカスモードか

らアクテイブモードに遷移し、各モードにおいて所定の設定を行えたりするように構成

０2０1 某本的な処理の流れなどは同じであるが、 占い 以外のアプリケーション7 2におけ

る画面の遷移などについて、再度説明を加える。まず、登録済のアプリケーション7 2

について説明を加える。

０2０2 再度、初期画面を参照し説明を加える。初期画面として、図29に示した初期画面を

参照する。 ザ一ビスキヤスドとの名称が付けられたアイコン、 フオトフレンドとの名

称が付けられたアイコン、 フオトナイス との名称が付けられたアイコン、および、 フ

オトチョイス との名称が付けられたアイコンが表示されている。このうち、 フオトフレン

ドとの名称が付けられたアプリケーション72 、 フオトナイス との名称が付けられ

たアプリケーション7 2 、および、 フオトチョイス との名称が付けられたアプリケー



ション72 は、登録済であるので、登録済とのアイコンが、登録状態表示部3０5に

表示されている。

０2０3 このように、 フオトフレンド、 フオトナイス 、および フオトチョイズの3つのアプリ

ケーション72が登録されているときに、 ザ一ビスキヤスドとの名称が付けられたアイ

コンが選択されると、登録済の3つのアプリケーション72 72 72 が起動

される。この3つの登録済のアプリケーション72 72 72 が起動されると、

例えば、図3０に示したようなノーマルモードの画面に画面が切り換えられる。

０2０4 なお、ここでは、登録済のアプリケーション72のみが起動されるときに操作されるア

イコンの名称は、 ザ一ビスキヤスドとして説明するが、名称はどのような名称であっ
てもよく、ユーザにザ一ビス内容を認識させやすい名称であればよい。

０2０5 図3０に示したノーマルモード時の画面は、アプリケーション表示領城4０2に、登録

済の フオトフレンド、 フオトナイス 、および フオトチョイズの3つのアプリケーショ

ン72 72 72 により、それぞれ提供される情報が表示されている状態で

ある。領城4 、領城4 2、領城4 3のそれぞれに、どのアプリケーション72 72

72 の情報が表示されるかは、例えば、登録順であっても良いし、初期画面

に表示されている順などに従って行われる。

０2０6 このように、 ザ一ビスキヤスドとの名称が付けられたアイコンは、登録済のアプリケ

ーション72を起動させるときに操作されるアイコンであり、複数の登録済のアプリケー

ション72を起動させるためのユ一ティリティである。このようなアイコンも初期画面には

設けられている。

０2０7 このようなユ一ティリティのアイコンを初期画面に設けることで、ユーザは、登録済の

アプリケーション72を、リストから探し出す必要がなく、一括して登録済のアプリケー

ション72を起動させることができるようになる。よって、ユーザは、簡便な操作で、所望

のアプリケーション72による情報を取得することが可能となる。

０2０8 次に、図3０に示したノーマルモードのときに表示されている、 フオトフレンドとの

名称が付けられたアプリケーション72 、 フオトナイス との名称が付けられたアプ

リケーション72 、および、 フオトチョイス との名称が付けられたアプリケーション7

2 のそれぞれのアプリケーション72における画面の推移や設定について説明す



る。

０2０9 フオトフレンド、 フオトナイス 、および フオトチョイス は、いずれも、写真 (静止画

像 ) に関するアプリケーションである。詳細は各アプリケーションの説明のところで説

明するが、簡便に各アプリケーションについて記載しておくと、 フオトフレンドは、所

定の を知っている人達同上で写真を共有できるアプリケーションであり、 フオトナ

イス は、所定のザーバにこでは、コンテシソザーバ 3 とする)で管理されている

写真のうち、たくさんの人が良い写真として選んだ写真を閲覧できるアプリケーション

であり、 フオトチョイス は、コンテシソザーバ 3 で管理されている写真のうち、所

定のカテゴリに分類されている写真を閲覧できるアプリケーションである。

０21０ フオトフレンドについて

まず、 フオトフレンドという名称が付けられたアプリケーション72 について説明

を加える。

０211 図3０に示したようノーマルモードのときの画面、すなわち、アプリケーション表示領

城4０2の中段に位置する領城4 2に フオトナイス という名称のアプリケーション72

による情報が表示されている状態のときに、りモートコントローラ25 の下方向ボ

タン27 が操作されると、図3 に示したようなノーマルモードのときの画面になる

。すなわち、アプリケーション表示領城4０2の中段に位置する領城4 2に フオトフレ

ンドという名称のアプリケーション72 による情報が表示されているノーマルモード

の画面に切り換えられる。

０212 図3０または図3 に示したノーマルモードの画面のときの フオトフレンドとレぢ名称

の画面について説明する。 フオトフレンドという名称の画面は、例えば、図3 に示

したように、紙媒体のアルバムの ぺ一ジを模写したような背景とされ、その背景に写

真が表示されるように構成されている。この写真は、所定の時間が経過する毎に、他

の写真に切り換えられる。換言すれば、あたかも、アルバムを ぺ一ジずつ ( 写真ず

つ)めくっている (差し替えている)かのような表示が行われる。さらに換言すれば、ワ
ォトフレンドとレぢ名称の画面内に表示される写真は、スライドショー表示される。

０213 所定の時間が経過する毎に写真が切り換えられるが、その所定の時間に関する情

報は、アプリケーション72 に含まれている、例えば、 ava(登録商標 ) c p に記



載されている。また、写真が切り換えられるときに、その写真の画像データが、その画

像データを管理しているコンテンツサ一バ 3にこでは、コンテンツサ一バ 3 とす

る)から取得される。背景の画像データは、アプリケーション72 に含まれており、ノ

ーマルモードの画面が表示されるときに、写真より前の時点でいち早く表示される。

背景だけでもいち早く表示させることで、ユーザにノーマルモードの画面に遷移した

ことを認識させたり、何も表示されないと操作が間違っていたなどの不安感を与えて

しまうので、そのような不安感を払拭したりすることが可能となる。

０2 14 コンテンツザーバ 3 から取得される画像データは、所定の で識別される画

像データである。所定の とは、例えば、利用者24 (図 )を識別するための であ

り、その利用者24がコンテンツザーバ 3 に画像データを登録するときに用いた1

である。換言すれば、利用者24は、コンテンツザーバ 3 に、自己が撮影した写

真の画像データを登録できるように構成されており、画像データを登録するとき、登

録する権限がある利用者24であることを認証するときに用いられる である。

０2 15 コンテンツザーバ 3 は、登録されている複数の画像データを、 により識別で

きるように構成されている。また、登録される際、ユーザによりタグが付けられる。この

タグは、写真のカテゴリを示すものであり、例えば、赤ちやんの写真の場合、 赤ちや

ん というカテゴリに分類され、そのカテゴリを示すタグが付けられる。後述する フオト

チョイス という名称のアプリケーション72 は、このタグに基づき、写真を選択する

０2 16 図3 に示した フオトフレンドという名称の画面の説明に戻り、写真の周りには、例

えば、白い枠が表示される。白い枠が設けられることにより、コンテンツザーバ で管

理されている画像データに基づく写真にほ、さまざまなサイズ (アスペクト比 ) があるこ

とが想定されるが、その典なるザイズを吸収することができるようになる。 フオトフレン

ドという画面内に写真を表示させるとき、その画面の大きさ (アスペクト比 ) に適した

大きさに、取得された画像データに基づく写真が加工され、その加工された写真の

大きさにあった大きさの白い枠が表示される。

０2 17 また、 フオトフレンドという名称の画面には、例えば、図3 に示した例では、

Cさんのフオドといったような文も表示される。この表示される文は、例えば、 C



にあたる部分が、ニックネームとされている文である。ニックネームは、上記した に

関連付けられて、コンテシソザーバ 3 側で管理されている。

０2 18 上述してきたように、 フォトフレンドとレぢ名称の画面には、所定の で管理される

画像データに基づく写真が表示されるが、このような表示が行われる前の時点で、

が設定されている必要がある。 が設定されていなければ、どのような で管理され

ている画像データを、コンテシソザーバ 3 から取得すれば良いかわからないから

である。

０2 19 そこで、 が設定されていない場合、図32に示すような画面が、図3 に示したワ
オトフレンドとレぢ名称の画面の代わりに表示される。図32を参照するに、 フォトフ

レンドとレぢ名称の画面には、 知り合いの を設定すると、その人の公開フォトが見

られます といった文章が表示されている。このような文章が表示されることにより、

ユーザに、 を設定していないことを認識させ、 を設定していないためにアプリケ

ーション72 を起動させても写真が閲覧できない状況であることを認識させることが

可能となる。

０22０ また、このような文章を表示させることで、 フォトフレンドという名称のアプリケーシ

ョン72 は、知り合いが公開している写真 (フォト)を閲覧するためのアプリケーショ

ン72であることを、ユーザに認識させることが可能となる。

０22 1 このような文章を読んで、自己が を設定していないことを認識したユーザは、

を設定することが可能である。図32に示したようなノーマルモードのときの画面であっ
ても良いし、図3 に示したようなノーマルモードのとき画面であっても良いが、ユーザ

は、 フォトフレンドという名称のアプリケーション72 に関する設定を行いたいとき

、りモートコントローラ25 の設定ボタン273 を操作する。

０222 リモートコントローラ25 の設定ボタン273 が操作されることにより、 を設定できる

オプションメニューが表示される。図33に、 フォトフレンドとレロアプリケーション72

に対応したオプションメニュー画面の一例を示す。オプションメニュー画面4 8 は

、ノーマルモードの画面 (例えば、図3 ) のときや、後述するフォーカスモードの画面

(例えば、図36) 、およびアクテイブモードの画面 (例えば、図37) のいずれの画面に

おいても、りモートコントローラ25 の設定ボタン273 が操作されることにより、その時



点の画面に重畳されることで同様な表示がなされる。

０223 ただし、 フォトフレンドとレリアプリケーション7 2 の場合、1 が設定されていな

ければ、フォー力スモードやアクテイブモードに遷移しないように制御されるため、フ

ォー力スモードやアクテイブモードのときには、既に が設定されている場合であり、

そのようなときには、既に設定されている を変更することができるように構成されて

いる。

０224 オブションメニュー画面4 8 には、既に説明した 占い とレロアプリケーション7 2

2 がアクテイブモードのときにされているときに表示されるオプションメニュー画面4 8

(図2 ) と同じ項 目が表示される。図3 3 に示した例は、フォトフレンドのアプリケーショ

ン7 2 のノーマルモード画面上にオプションメニュー画面4 8 が表示される点が、

図2 に示した例と典なる。

０225 オプションメニュー画面4 8 に表示されている項 目のうち、 アプリケーション設定

とレぢ項 目のボタン492 が選択され、操作されると、図3 4 に示したような画面に切り換

えられる。

０226 図3 4 に示した設定画面について説明する。図3 4 に示した設定画面5０ は、 フォト

フレンドとレぢ名称のアプリケーション7 2 における設定を行うための画面である。

フォトフレンドに関する設定画面5０ には、どのような を入力すればよいかをユー

ザに認識させるための文章が記載されている領城 5 7 と、既に設定されている を

表示する領城 5 7 2 が設けられている。

０227 領城 5 7 には、 、を入力してくだ刮 といった文章と、 h p: abc d ne ne p p

ho o 料の「ボ ボ ポ 」部分を入力してください。 といった文章が表示されている。この

文章から、ユーザは、「ボ ボ ボ 」の部分に相当する文字を入力すれば良いことを認識

できる。なお、この h : abc d ne ne p p o o㍗とのアドレスは、コンテンツザーバ

3 が写真の画像データを管理しているアドレスである。

０228 を用いて写真をコンテンツザーバ 3 に登録する利用者2 4 は、コンテンツザ

ーバ 3 を管理するコンテンツ提供者2 3または、コンテンツザーバ 3 を管理

するアプリケーション提供者2 2 と、事前に、写真を登録することに関する契約を結ん

でいる。そして、その契約時などに取り交わした が存在しており、その が、図3 4



に示した設定画面で入力される。

０229 図34に示した設定画面において領城5 72には、既に設定されている1 があった場

合、ポ ポ ホ の代わりに、その が表示される。

０23０ 図34に示した設定画面が表示されているときに、りモートコントローラ25 の決定ボ

タン272 が操作されると、図3 5に示したよぅな、ソフトキーボードなどと称される文字入

力をザポートする画面が表示される。例えば、図3 5に示した文字入力画面では、入

力された文字を表示する領域 58 、入力できる文字のボ久ノが一覧で表示されてい
る領城58 2、入力された文字を修正するときに操作されび修正 とレぢボタン583 、お

よび、入力された文字 ( )で良いときに操作されび決定 とレづボタン584 が表示さ

０23 1 領城58 2に表示されている文字の各ボタンは、図3 5に示した例では、小文字のア

ルファベットとされている。各ボタン間は、りモートコントローラ2 5 の上方向ボタン2 7

、下方向ボタン27 、左方向ボタン27 、および右方向ボタン27

を、それぞれ操作することにより、各文字を選択することができるように構成されてい

る。また、選択した文字を入力したいときには、りモートコントローラ25 の決定ボタン

272 が操作される。

０232 このようなりモートコントローラ25 の操作が繰り返されることにより、領城58 に を

構成する文字が入力される。 を構成する全ての文字が入力されると、 決定 とレづ

ボタン584 が操作される。このボタン584 が操作されると、図34に示した画面に戻さ

れる。そして、領城5 72には、設定された が表示されている状態とされる。

０233 このような1 の入力は、例えば、パーソナルコンピュータのキーボードを操作して人

力するといったような操作よりも、簡単であると考えられる。また、 を構成する文字の

種類は、アルファベットや数字であり、限定的であるので、図3 5に示したような画面か

ら、所望の文字を探し出し入力するとしても、所望の文字を探し出すのが困難になっ
たり、りモートコントローラ25 の操作が複雑になったりすることはないと考えられる。

さらに、 を構成する文字の数は、さほど多くはないので、りモートコントローラ25 を

数回操作するだけで、 を入力することができると考えられる。

０234 よって、このような1 の入力は簡便にできるため、子供から老人まで、さまざまな人



が を設定することができ、アプリケーション72 の処理による写真の閲覧を楽し

むことが可能となる。

０235 例えば、利用者 が、自己の を、利用者 の両親 に教えたとする。利用者 は

勿論のこと、両親 も、利用者 が登録した写真を、上記したような簡単な の設定

処理を行うだけで閲覧することが可能となる。よって、このような場合、利用者 が、両

親 にとっての孫の写真を登録していたようなときには、両親 は、孫の写真をいつ

でも気軽に閲覧することが可能となる。さらに、その閲覧は、テレビジョン受像機 4に

おいて、テレビジョン放送を閲覧しながら行うことも可能であり、両親 にとっては、好

きなテレビジョン放送の番組を閲覧しながら、かわいい孫の写真まで楽しめることにな

る。さらに、既に説明したようにノーマルモードの画面のときには、表示される写真が

切り換えられるため、さまざまな表情の孫の写真を楽しめることになる。

０236 このように、簡単な設定、この場合1 の設定を行うだけで、写真の共有を行うことが

可能となる。

０237 ノーマルモードの画面に表示されていた写真は、アクテイブモードの画面に切り換

えられたとき、後述するように拡大表示されて表示されるため、好きな写真が表示され

ているとき、さらにその好きな写真を、より大きな写真で閲覧することが、簡単に行える

ようになる。

０238 図22に示した 占い とレロアプリケーション72 に対する設定画面5０ に表示さ

れる項 目と、図34に示した フオトフレンドとレリアプリケーション72 に対する設

定画面5０ に表示される項 目は、それぞれ典なり、それぞれのアプリケーション72に

対応した項 目とされる。このように、設定画面5０ に表示される項 目は、アプリケーシ

ョン72に依存するものとされる。

０239 このような設定画面5０ において設定された設定項 目はテレビジョン受像機 4側

に記，憶される。そして、例えば、 フオトフレンドのアプリケーション72 が起動され

ているとき、テレビジョン受像機 4に設定されている が参照され、その に属して

いる写真に対応する画像データ (コンテンツデータ 3 ) がコンテンツザーバ 3

から取得され、表示される。

０24０ ここで、 フオトフレンドとレぢ名称のフオーカスモードのときの画面と、アクテイブモ



一ドのときの画面について、さらに説明を加える。

０24 1 図3 に示したようなノーマルモードの画面のときに、りモートコントローラ25 の決定

ボタン272 が操作されると、図36に示したようなフオーカスモードの画面に切り換えら

れる。

０242 なお、図32に示したようなノーマルモードのときの画面、すなわち、1 が設定されて

いない状況の場合、りモートコントローラ25 の決定ボタン272 が操作されても、フオ

ーカスモードには遷移せず、フオーカスモードのときの画面に画面が切り換えられる

ことはない。

０243 図36は、 フオトフレンドという名称のアプリケーション72 にフオーカスがあたっ
ているときのフオーカスモードのときの画面例である。アプリケーション表示領城4０2

のうち、アプリケーション72 による処理により写真が表示されている領城4 2だけ

が、他の領城よりも明るく表示される。このようなフオーカスモードのときも、アプリケー

ション表示領城4０2に表示されているアプリケーション72であるか否かにかかわらず

、登録済のアプリケーション7 2と選択されたアプリケーション72は、並列動作している

０244 フオトフレンドという名称のアプリケーション72 に基づくボタンとして、図32に

示した例では、 つ前の時間に更新された写真を表示させるときに操作されるボタン

6０ と、 つ後の時間に更新された写真を表示させるときに操作されるボタン6０2が

表示されている。

０245 リモートコントローラ25 の左方向ボタン27 の操作は、ボタン6０ を操作したこ

とに相当し、右方向ボタン27 の操作は、ボタン6０2を操作したことに相当するよ

うに構成されている。ユーザは、左方向ボタン27 または右方向ボタン27 を

操作することで、所望の写真を閲覧することできる。

０246 フオーカスモードのときには、ノーマルモードのときに白枠で表示されていた写真の

周りの枠が、例えば、黄色など、他の色に切り換えられ表示されるようにしても良い。

そのように表示が切り換えられることにより、よりフオーカスモードであることをユーザに

認識させ、綺麗な表示を行うことができる。

０247 図36に示したようなフオーカスモードのときに、りモートコントローラ25 の決定ボタ



ン272 が操作されると、アクティブモードに遷移し、画面が切り換えられる。アクティブ

モードは、上記したように つのアプリケーション7 2 により提供される情報のみが

表示されるモードであり、図3 7に示すように、アプリケーション表示領城4０2には、こ

の場合、 フオトフレンドという名称のアプリケーション72 により提供される情報の

みが表示されるアクティブ画面6 2 が表示される。

０248 アクティブモードにされたとき、そのアクティブな状態にされたアプリケーション72

4は、コンテンツザーバ 3 にアクセスし、フオトフレンドに関するコンテンツデータ

3 を取得する。その取得されたコンテンツデータ 3 に基づく処理が実行されるこ

とにより、写真がアクティブ画面6 2 として表示される。

０249 図3 7に示したアクティブ画面6 2 には、拡大された写真が表示される領城6 3 と、

その写真に関する情報が表示される領城632 が設けられている。領城6 3 に表示さ

れる写真は、アクティブモードに遷移する前のフオーカスモードのときに表示されてい
た写真である。領城632 には、表示されている写真のタイトルや、説明文、タグに関

する情報などが表示される。また、領城632 には、タブが切り換えられるように構成さ

れ、タブが切り換えられることにより、例えば、他のユーザのこの写真に対するコメント

が表示される。

０25０ このようなアクティブ画面6 2 は、アプリケーション表示領城4０2内のみ表示される

ようにしても良いし、表示パネル22 に全画面として表示されても良い。

０25 1 アクティブ画面6 2 が、アプリケーション表示領城4０2内のみに表示される場合、上

記した 占い という名称のアプリケーション72 がアクティブモードにされたときと同

じような画面構成となり、例えば、図2０に示したような画面構成とされ、テレビジョン放

送の画面とともに表示される。一方、アクティブ画面6 2 が、表示パネル22 に全画

面として表示されるようにした場合、テレビジョン放送の画面は表示されない。

０252 ところで、上記したように、 フオトフレンドという名称のアプリケーション72 は、

コンテンツザーバ 3 にアクセスし、写真の画像データを取得する。コンテンツザ

ーバ 3 に登録されている画像の閲覧は、パーソナルコンピュータからでもできる

ように構成されている。パーソナルコンピュータからコンテンソザーバ 3 にアクセ

スし、画像データを取得するような場合、Webブラウザなどと称されるアプリケーション



が用いられる。テレビジョン受像機 4にも、Webブラウザが細み込まれ、アプリケーシ

ョン72 の処理の つとして、アクテイブモードに遷移したときに、Webブラウザを起

動させることで、図3 7に示したアクテイブ画面6 2 が表示されるようにしても良い。

０253 すなわち、アクテイブモードに遷移したときに、Webブラウザが起動され、アプリケー

ション72 による処理から、その起動されたWebブラウザによる処理に移行し、アク

テイブ画面6 2 が表示パネル22 上に表示されるようにしても良い。このようにするこ
。

とで、ユーザが特に意識しなくても、テレビジョン放送を閲覧するモードから、Webフ

ラウザで写真などを閲覧するモードに変換することが可能となる。

０254 テレビジョン受像機 4側で、放送電波からテレビジョン放送の番組の情報を受信し

ていた状態から、ネットワーク (図 )を介した通信により所定の情報を取得する状

態に切り換えることを、ユーザに意識させずに行うことが可能となる。すなわち、通信

形態の切り換えを、ユーザに意識させずに行うことが可能となる。

０255 テレビジョン放送の番組を閲覧するという行為は、広く普及している。Webブラウザ

を用いた通信は、一般的にパーソナルコンピュータで、所定のザーバにアクセスし、

ホームページを閲覧するといったときに行われるが、このような閲覧は、テレビジョン

放送の番組を閲覧するという行為に比べると普及していない。換言すれば、テレビジ

ョン放送の番組を閲覧することはしても、パーソナルコンピュータによる情報の閲覧は

したことがない(あまりしたことがない) といったユーザは存在している。

０256 上記したように、テレビジョン放送の番組の閲覧からの一連の操作で、Webブラウ

ザによる情報の閲覧に遷移することで、Webブラウザによる情報の閲覧に，噴れ親しん

でいないようなユーザであっても、Webブラウザによる情報の提供を受けることが可能

となる。また、このようなことがWebブラウザによる情報の取得をうけるための つのき

っかけ、換言すれば、この場合、パーソナルコンピュータでコンテンツザーバ 3

に管理されている写真を閲覧するようなことのきっかけとすることが可能となる。

０257 さらに、写真を管理しているコンテンツザーバ 3 を管理するコンテンツ提供者2

3やアプリケーション提供者22が、パーソナルコンピュータなどでも閲覧できるので、

パーソナルコンピュータでの閲覧もしてください、そして契約してくださいといったよう

な宜伝もできる。



０258 このように フオトフレンドとレぢ名称のアプリケーション72 においても、ノーマル

モード、フオーカスモード、およびアクティブモードが設けられており、ユーザは、所望

のモードで簡便に、かつ、テレビジョン放送の番組を楽しみながら情報を取得するこ

とができるように構成されている。

０259 フオトナイスについて」

次に フオトナイス という名称のアプリケーション72 について説明を加える。

０26０ 図3０に示したようにノーマルモードのときの画面、すなわち、アプリケーション表示

領城4０2の中段に位置する領城4 2に フオトナイス という名称のアプリケーション7

2 による情報が表示されている。ノーマルモードのときの フオトナイス とレぢ名称

のアプリケーション72 による画面について説明を加える。

０26 1 フオトナイス という名称の画面も、上記した フオトフレンドと名称の画面と同じく

、背景と写真に分けることができる。背景の画像データは、アプリケーション72 に

含まれており、ノーマルモードの画面が表示されるときに、写真より前の時点でいち

早く表示される。

０262 写真は、所定の時間が経過する毎に、他の写真に切り換えられる。換言すれば、あ

たかも、 フオトフレンドという名称の画面内に表示される写真と同様に、 フオトナイ

ズとレぢ名称の画面内に表示される写真も、スライドショー表示される。

０263 所定の時間が経過する毎に写真が切り換えられるが、その所定の時間に関する情

報は、アプリケーション72 に含まれている、例えば、 ava( 登録商標 ) c p に記

載されている。また、写真が切り換えられるときに、その写真の画像データが、その画

像データを管理しているコンテンソザーバ 3 にこでは、コンテシソザーバ 3 とす
る)から取得される。

０264 コンテ 、ンソザーバ 3 から取得される画像データは、コンテシソザーバ 3 に

登録されている複数の写真のうち、複数のユーザが閲覧し、 良い とレづ評価を与え

た写真である。コンテシソザーバ 3 に登録されている写真は、登録したユーザの

許可があれば、複数のユーザが閲覧できる状態にされている。そして、写真を閲覧し

たユーザは、その閲覧した写真に対して、評価を与えることができるように構成されて

いる。



０265 フオトナイス という名称のアプリケーション72 は、例えば、 良い とレづ評価の

総計が高い写真の画像データを、コンテシソザーバ 3 から取得する。このような

場合、 良い とレづ評価の総計が高い写真が、 フオトナイス とレぢ名称の画面内に

スライドショー表示されることになる。

０266 ここでは、 フオトナイス という名称のアプリケーション7 2 は、 良い とレづ評価

の総計が高い写真の画像データを取得し、表示するとした。他にも、例えば、新着の

写真をスライドショー表示するとレづことも考えられ、新着の写真をスライドショー表示

するときも、某本的に フオトナイス という名称のアプリケーション72 で処理するこ

とができる。

０267 しかしながら、新着の写真は、単に、コンテシソザーバ 3 に登録された日時が

新しい日時であるとレぢだけであり、その他のフィルタがかかっていない。よって、公

開するには好ましくない写真が登録され、そのような写真が、スライドショー表示され

てしまことも考えられる。

０268 これに対して、 良い という評価の総計が高い写真は、複数のユーザが閲覧し、か

つ、 良い とレづ評価を与えているので、公開するのに好ましくない写真である可能

性はとても低い。すなわち、 良い とレぢ評価の総計が高い写真は、複数のユーザの

閲覧とレリフィルタがかけられた結果、選択された写真であるといえる。よって、そのよ

うな写真を公開し、スライドショー表示することは問題がないと考えられる。

０269 このようにすることで、テレビ、ジョン受像機 4の利用者24側に提供される情報にの

場合、写真) に対しても、フィルタをかけることが可能となり、アプリケーション72と同様

に、ユーザ側に安全な情報を提供することが可能となる。また、提供される情報に関

しては、この場合、ザ一ビス提供者2 (図2) が管理する必要がないため、ザ一ビス提

供者2 の処理の低減をはかることが可能となる。

０27０ 図3０に示した フオトナイス という名称の画面の説明に戻り、写真の周りには、例え

ば、白い枠が表示される。白い枠が設けられることにより、写真にはさまざまなザイズ (

アスペクト比 ) があることが想定されるが、その典なるザイズを吸収することができるよう

になる。

０27 1 また、 フオトナイス という名称の画面には、例えば、図3０に示した例では、 2００7



3 昼下がりの‥・といったような文も表示される。この表示される文は、例え

ば、写真が登録された日付や、その写真のタイトルなどである。

０272 図3０に示したようノーマルモードのときの画面、すなわち、アプリケーション表示領

城4０2の中段に位置する領城4 2に フオトナイス という名称のアプリケーション

による情報が表示されている状態のときに、りモートコントローラ25 の決定ボタン

272 が操作されると、図 に示したようなフオーカスモードのときの画面に切り換えら

れる。

０273 図38は、 フオトナイス という名称のアプリケーション72 にフオーカスがあたって

いるときのフオーカスモードのときの画面例である。アプリケーション表示領城 の

うち、アプリケーション72 による処理によりフオトナイスが表示されている領城4 1

だけが、他の領城よりも明るく表示される。

０274 フオトナイス という名称のアプリケーション72 に基づくボタンとして、図 に示

した例では、 つ前の時間に更新された写真を表示させるときに操作されるボタン7０

と、 つ後の時間に更新された写真を表示させるときに操作されるボタン7０2が表示

されている。

０275 リモートコントローラ25 の左方向ボタン27 の操作は、ボタン7０ を操作したこ

とに相当し、右方向ボタン27 の操作は、ボタン7０2を操作したことに相当するよ

うに構成されている。ユーザは、左方向ボタン27 または右方向ボタン271 を

操作することで、所望の写真を閲覧することできる。

０276 フオーカスモードのときには、ノーマルモードのときに白枠で表示されていた写真の

周りの枠が、例えば、黄色など、他の色に切り換えられ表示されるようにしても良い。

そのように表示が切り換えられることにより、よりフオーカスモードであることをユーザに

認識させ、綺麗な表示を行うことができる。

０277 図38に示したようなフオーカスモードのときに、りモートコントローラ25 の決定ボタ

ン272 が操作されると、アクティブモードの遷移し、画面が切り換えられる。アクティブ

モードは、上記したように つのアプリケーション72 により提供される情報のみが

表示されるモードであり、図37に示すように、アプリケーション表示領域4０2には、こ

の場合、 フオトナイス という名称のアプリケーション72 により提供される情報の



みが表示されるアクティブ画面6 2 が表示される。

０278 アクティブモードにされたとき、そのアクティブな状態にされたアプリケーション72

5は、コンテシソザーバ 3 にアクセスし、フオトナイスに関するコンテシソデータ 3

を取得する。その取得されたコンテシソデータ 3 に基づく処理が実行されることに

より、写真がアクティブ画面6 2 として表示される。

０279 図3 7に示したアクティブ画面6 2 に関しては、既に説明したのでその詳細な説明

は省略するが、 フオトナイス と吉う名称のアプリケーション7 2 の場合も、 フオトフ

レンドとレぢ名称のアプリケーション72 のときと同じく、アクティブモードにされた

ときには、 っの写真を拡大して表示する画面に遷移し、その際、Webブラウザが起

動される (Webブラウザが起動されるようにしても良い)。

０28０ このように、ノーマルモード、フオーカスモード、およびアクティブモードが設けられ

ており、ユーザは、所望のモードで簡便に、かっ、テレビジョン放送の番組を楽しみな

がら情報を取得することができるように構成されている。

０28 1 フオトチョイスにっいて

次に フオトチョイス という名称が付けられたアプリケーション72 にっいて説明を

加える。

０282 図3０に示したようノーマルモードのときの画面、すなわち、アプリケーション表示領

城4０2の中段に位置する領城4 2に フオトナイス という名称のアプリケーション72

による情報が表示されている状態のときに、りモートコントローラ25 の上方向ボ

タン27 が操作されると、図39に示したようなノーマルモードのときの画面になる

。すなわち、アプリケーション表示領城4０2の中段に位置する領城4 2に フオトチョ

イス という名称のアプリケーション72 による情報が表示されているノーマルモー

ドの画面に切り換えられる。

０283 図3０または図39に示したノーマルモードの画面のときの フオトチョイス の画面に

っいて説明する。 フオトチョイス という名称の画面には、例えば、図39に示したよう

に、複数の写真 (図39に示した例では、9枚の写真) が表示される。これらの複数の

写真は、所定の時間が経過する毎に、他の写真に切り換えられる。換吉すれば、つ
ォトチョイス という名称の画面内に表示される写真は、スライドショー表示される。複



数の写真が同時に更新されるように構成しても良いし、例えば、左上から、右下にか

けて順に更新されるように構成しても良い。

０284 所定の時間が経過する毎に写真が切り換えられるが、その所定の時間に関する情

報や、更新の仕方に関する情報は、アプリケーション72 に含まれている、例えば

Java(登録商標 ) c p に記載されている。また、写真が切り換えられるときに、その

写真の画像データが、その画像データを管理しているコンテシソザーバ 3にこでは

、コンテンツサ一バ 3 とする)から取得される。

０285 コンテ 、ンソザーバ 3 から取得される画像データは、所定のタグで識別される画

像データである。所定のタグとは、例えば、写真が属するカテゴリに関する情報であり

、ユーザが、コンテシソザーバ 3 に写真を登録するときに、その登録する写真は

、どのカテゴリに属する写真であるかを判断し、設定した情報である。例えば、登録さ

れる写真が犬の写真の場合、ユーザの判断によげぺッドというカテゴリに分類され、

その ペソドというカテゴリを示すタグが付けられる。

０286 このタグに関する情報も、 フォトチョイス という名称の画面内に表示される。例えば

、図39に示した フォトチョイス という名称の画面においては、右下に ペソドとレぢ

文字が表示されている。すなわち図39に示した例の場合、 フォトチョイス という名称

の画面内に表示されている複数の写真は、 ペソドというタグに適合する写真である

０287 上述してきたように、 フォトチョイス という名称の画面には、所定のタグで管理され

る画像データに基づく写真が表示されるが、どのタグに適合する写真を、 フォトチョ

イス という名称の画面で表示させるかは、ユーザにより設定することが可能である。

０288 ユーザは、 フォトチョイス という名称のアプリケーション72 に関する設定を行い

たいとき、りモートコントローラ25 の設定ボタン273を操作する。りモートコントローラ

25 の設定ボタン273が操作されることにより、表示させる写真に適合するタグを設

定できるオプションメニューが表示される。

０289 図4０に、 フォトチョイス というアプリケーション72 に対応したオプションメニュ
ー画面の一例を示す。オプションメニュー画面48 ほ、ノーマルモードの画面 (例え

ば、図39) のときや、後述するフォーカスモードの画面 (例えば、図42) 、およびアク



ティブモードの画面 (例えば、図37) のいずれの画面においても、りモートコントローラ

25 の設定ボタン273が操作されることにより、その時点の画面に重畳されることで同

様な表示がなされる。

０29０ オブションメニュー画面48 には、既に説明した 占い とレロアプリケーション72

2がアクティブモードのときにされているときに表示されるオプションメニュー画面48

(図2 ) と同じ項 目が表示される。図4０に示した例は、フォトチョイスのアプリケーショ

"ノ72 のノーマルモード画面上にオプションメニュー画面48 が表示される点が、

図2 に示した例と典なる。

０29 1 オプションメニュー画面48 に表示されている項 目のうち、 アプリケーション設定

とレぢ項 目に対応するボタン492 が操作されると、図4 に示したような画面に切り換え

られる。

０292 図4 に示した設定画面について説明する。図4 に示した設定画面5０ は、 フォト

チョイス という名称のアプリケーション72 における設定を行うための画面である。

フォトチョイスに関する設定画面5０ には、 フォトチョイス のアプリケーション72

における処理で表示される写真が適合するタグを設定できる画面である。

０293 設定画面5０ には、タグを選択できる領城75 が設けられている。領城75 には、

ユーザに、フォトチョイスのときの画面に表示させる写真のタグを選択できる画面であ

ることを示すための 表示する写真のテーマを選択してください といった文章が表示

されている。さらに、図4 に示した例では、領城75 には、 つタグが選択できる部分

が設けられた構成とされている。

０294 ユーザは、りモートコントローラ25 の上方向ボタン27 または下方向ボタン27

を操作することで、所望のタグを選択できるように構成されている。例えば、図4

に示した例では、領城72 に ペソドとレリタグ (カテゴリーを示す名称 ) が表示され

ているが、このような状態のときに、りモートコントローラ25 の上方向ボタン27

が操作されると、仮想的に ペソドとレロタグの次に設けられているタグが表示される

０295 タグとして設けられているのほ、例えば、 ペット 、 旅行 、 夜景 、 アードなどで

あり、これらのタグが、順次、りモートコントローラ25 のボタン操作に応じて、領城75



に表示される。領城7 5 に表示されているタグで設定を行いたいときには、 決定

というボタン5 4が操作される。ボタン5 4が操作されることにより設定されたタグに適

合する写真が、 フオトチョイス という名称の画面内に表示されるようになる。

０296 なお、図4 に示した設定画面5０ の例では、 つのタグが選択、設定できる例を示

したが、例えば、図22の好きな食べ物を選択する欄5 3のように、複数のタグがタ 記

されており、列記されているタグのうち、所望のタグをチェックできる欄が設けられてい

るような画面にしても良い。そして、複数のタグを設定できるように構成することも可能

である。

０297 なお、設定画面5 ０において、ユーザはタグを設定することが可能であるが、ユー

ザによるタグの設定が行われていないとき (末設定の状態のとき) に、 フオトチョイズ
という名称のアプリケーション72 が起動された場合、デフオルトで設定されている

タグに適合する写真が、 フオトチョイス という名称の画面内に表示される。

０298 このような設定画面5０ において設定された設定項 目はテレビジョン受像機 4側

に記，憶される。そして、例えば、 フオトチョイス のアプリケーション72 が起動され

ているとき、テレビジョン受像機 4に設定されているタグが参照され、そのタグに適合

する写真に対応する画像データ (コンテンツデータ 3 ) がコンテンツザーバ 3

から取得され、表示される。

０299 ここで、 フオトチョイス という名称の画面のうち、フオーカスモードのときの画面とア

クティブモードのときの画面について、さらに説明を加える。

０3００ 図39に示したようなノーマルモードの画面のときに、りモートコントローラ25 の決定

ボタン272 が操作されると、図4 2に示したようなフオーカスモードの画面に切り換えら

れる。

０3０1 図4 2は、 フオトチョイス という名称のアプリケーション72 にフオーカスがあたっ
ているときのフオーカスモードのときの画面例である。アプリケーション表示領城4０2

のうち、アプリケーション72 による処理により写真が表示されている領城4 2だけ

が、他の領城よりも明るく表示される。

０3０2 フオーカスモードのときの フオトチョイス という名称の画面は、フオーカスモードに

遷移するときのノーマルモードの画面の中央に表示されていた写真が拡大表示され



るとともに、中央に表示されていた写真の周りに表示されていた写真も拡大表示され

る。中央に表示されていた写真は、拡大表示されたときには、全体が表示される状態

とされるが、中央に表示されていた写真の周りに表示されていた写真は、一部分のみ

が表示される状態とされる。

０3０3 リモートコントローラ25 の上方向ボタン27 が操作されると、その時点で中央

に表示されている写真の上側に位置する写真が、中央で拡大表示されるように、アプ

リケーション72 は制御を行う。また、りモートコントローラ25 の下方向ボタン27

が操作されると、その時点で中央に表示されている写真の下側に位置する写真

が、中央で拡大表示されるように、アプリケーション72 は制御を行う。

０3０4 また、りモートコントローラ25 の左方向ボタン27 が操作されると、その時点で

中央に表示されている写真の左側に位置する写真が、中央で拡大表示されるように

、アプリケーション72 は制御を行う。また、りモートコントローラ25 の右方向ボタ

ン27 が操作されると、その時点で中央に表示されている写真の右側に位置す

る写真が、中央で拡大表示されるように、アプリケーション72 は制御を行う。

０3０5 中央に表示される写真だけでなく、その中央の写真の切り換えに応じて、他の写真

も切り換えられるような制御も行われる。そのとき、他の写真の画像データが、必要に

応じてコンテシソザーバ 3 から取得される。

０3０6 このような制御が行われることにより、 フオトチョイス がフオーカスモードにされてい
るときには、ユーザは、りモートコントローラ25 を操作することで、所望の写真を中央

に拡大表示させて閲覧することできる。

０3０7 フオーカスモードのときには、例えば、黄色などの色で、中央に表示されている写真

が縁取られ、縁取られることにより、ユーザにフオーカスモードであることを認識させた

り、選択されている写真を明確に表示したりするようにしても良い。

０3０8 図4 2に示したようなフオーカスモードのときに、りモートコントローラ25 の決定ボタ

ン272 が操作されると、アクティブモードに遷移し、画面が切り換えられる。アクティブ

モードは、上記したように つのアプリケーション72 により提供される情報のみが

表示されるモードであり、図3 7に示すように、アプリケーション表示領城4０2には、こ

の場合、 フオトチョイス という名称のアプリケーション72 により提供される情報の



みが表示されるアクティブ画面6 2 が表示される。

０3０9 アクティブモードにされたとき、そのアクティブな状態にされたアプリケーション72

6は、コンテシソザーバ 3 にアクセスし、フオトチョイスに関するコンテシソデータ

3 を取得する。その取得されたコンテシソデータ 3 に基づく処理が実行されること

により、写真がアクティブ画面6 2 として表示される。

０3 1０ 図3 7に示したアクティブ画面6 2 に関しては、既に説明したのでその詳細な説明

は省略するが、 フオトチョイス と吉う名称のアプリケーション72 の場合も、 フオト

フレンドとレぢ名称のアプリケーション72 のときと同じく、アクティブモードにされ

たときには、 つの写真を拡大して表示する画面に遷移し、その際、Webブラウザが

起動される (Webブラウザが起動されるようにしても良い)。

０3 11 このように、ノーマルモード、フオーカスモード、およびアクティブモードが設けられ

ており、ユーザは、所望のモードで簡便に、かつ、テレビジョン放送の番組を楽しみな

がら情報を取得することができるように構成されている。

０3 12 写真の画像データを管理するザーバについて」

上記したように、 フオトフレンド、 フオトナイス 、および フオトチョイス という3つの

アプリケーション72 乃至72 は、それぞれ写真の表示を制御するアプリケーシ

ョンである。上述した実施の形態においては、これらの写真の表示を制御するアプリ

ケーション72 乃至74 は、コンテン"ソザーバ 3 から画像データを取得する

として説明した。

０3 13 コンテン"ソザーバ 3 は、 フオトフレンドとレぢ名称のアプリケーション72 が

を基づいて画像データを取得できるように、所定のユーザを識別するための

を、写真が登録されるときに、その登録される写真と関連付けて管理できるように構成

０3 14 また、コンテンツザーバ 3 は、 フオトナイス という名称のアプリケーション72

5が、評価の順位に基づいて画像データを取得できるように、登録されている写真を

公開したり、公開されている写真に対して、ユーザが評価を加えたりできるように構成

され、加えられた評価に基づく、ランキングなどを管理できるように構成されている。

０3 15 また、コンテンツザーバ 3 は、 フオトチョイス という名称のアプリケーション72



が、タグに基づいて画像データを取得できるように、写真が登録されるときに、そ

の登録される写真に適合したタグが、ユーザにより付けられるように構成され、付けら

れたタグと関連付けて写真が管理できるように構成されている。

０3 16 写真を登録したり、登録する写真にタグを付けたりするときの処理を行うユーザ側の

装置として、例えば、パーソナルコンピュータが用いられる。また、テレビジョン受像機

4でも行えるように構成されている。また、コンテンソザーバ 3 で管理されている

写真は、テレビジョン受像機 4で、上記したようにアプリケーション72 乃至72

の処理により閲覧することができるが、パーソナルコンピュータで閲覧することもできる

０3 17 すなわち、パーソナルコンピュータにより、コンテンツザーバ 3 に写真が登録さ

れ、その登録された写真は、パーソナルコンピュータでも閲覧することが可能であると

ともに、テレビジゴン受像機 4でも閲覧することも可能とされている。コンテンツサ一バ

3 は、同一の写真を、パーソナルコンピュータ用の写真とテレビジョン受像機 4

の写真を、それぞれ、例えば、典なる解像度として ，記憶しているようにしても良いし、

パーソナルコンピュータとテレビジョン受像機 4で共通して用いられる写真として、例

えば、同じ解像度として記，憶していても良い。

０3 18 パーソナルコンピュータにはなじみのない人であっても、テレビジョン受像機 4には

なじみのある人であれば、コンテンツザーバ 3 に登録されている写真を閲覧する

ことが簡便にできる。このようなことを、本実施の形態においては実現できる。また、テ

レビジョン受像機 4が、写真を取り込む機能を有している場合があり、そのようなテレ

ビジョン受像機 4の場合、コンテンツザーバ 3 に写真を登録することもできる。よ

って、閲覧と同様に、パーソナルコンピュータにはなじみのない人であっても、テレビ

ジョン受像機 4にはなじみのある人であれば、コンテンツザーバ 3 に写真を登

録することが簡便にできる。

０3 19 パーソナルコンピュータとコンテンツザーバ 3 は、Webブラウザなどの言語が

用いられた通信を行うのが一般的である。

０32０ 上述した実施の形態のように、アプリケーション72は、ノーマルモードのときとフオー

カスモードのときには、たとえユーザ側に情報を提示していない状態であっても、換



言すれば、表示パネル22 に情報を表示していない状態であっても、登録済のアプ

リケーション72や選択されたアプリケーション72であれば、常に処理を実行している

。すなわち、ノーマルモードのときとフオーカスモードのときには、複数のアプリケーシ

ョン72が並列的に処理を実行している。アクティブモードのときには、アクティブモー

ドにされたアプリケーション72以外のアプリケーション72は、その処理を停止する。

０32 1 ノーマルモードのときとフオーカスモードのときには、複数のアプリケーション72が、

メモり、例えば DRAM23０に処理を行うためのデータを記，憶させるが、アクティブモ

ードのときには、アクティブモードにされたアプリケーション72のみが、必要となるデ

ータをメモりに記，憶したりすることができる状態とされる。

０322 このような状況を考慮し、上述した実施の形態のように、ノーマルモードとフオーカス

モードのときには、比較的 、さなザイズの、例えば、ウハジェットなどと称されるアプリケ

ーション72が用いられる。そして、アクティブモードのときには、アプリケーション72に

よっては、Webブラウザなど言語によるプログラムがアプリケーション72の代わりに起

動される。

０323 Webブラウザは、上記したように、パーソナルコンピュータとコンテンツザーバ 3

との通信に一般的に用いられている言語であるので、Webブラウザが起動されるこ

とにより、テレビジョン受像機 4でも、パーソナルコンピュータと同じような処理を実行

することが可能となる。例えば、図3 7に示したように、拡大された写真を表示させたり

、その写真に付随する情報を表示させたりすることが可能となる。

０324 このように、本実施の形態においては、処理を行うアプリケーション72を、モードより

切り換えることが可能となる。

０325 システムの動作について

このように、初期画面が表示されるときに、アプリケーションザーバ 2からアプリケー

ションリスト7 が取得され、テレビジョン受像機 4側に記，憶される。そして、初期画面

からノーマルモードの画面に表示が切り換えられるときに、アプリケーションザーバ 2

から、その時点で起動される または複数のアプリケーション72 (アプリケーション72

本体のプログラム) が取得され、テレビジョン受像機 4側に記，憶される。

０326 ノーマルモードとフオーカスモードのときには、アプリケーション72に基づき、適宜、



コンテンツザーバ 3にアクセスされ、コンテンツデータ 3 が取得され、テレビジョン

受像機 4側に記，憶される。このとき、アプリケーション72により、接続先のコンテンツ

ザーバ 3は典なり、取得されるコンテンツデータ 3 も典なる。また、アクテイブモー

ドのときには、アクテイブにされているアプリケーション72のみに基づき、コンテンツザ

ーバ 3や、図示していないザーバにアクセスされ、コンテンツデータ 3 や他のデー

タが取得され、テレビジョン受像機 4側に記，憶される。

０327 ノーマルモード、フオーカスモード、およびアクテイブモードのいずれかのモードの

画面から、初期画面に画面が切り換えられるとき、テレビジョン受像機 4側に記，憶さ

れているアプリケーション72とコンテンツデータ 3 (他のデータ) は削除される。この

ように、必要に応じアプリケーション72やコンテンツデータ 3 が記，憶され、必要が無

くなった時点で削除されることにより、テレビジョン受像機 4側でアプリケーション72

やコンテンツデータ 3 を記，憶する記，憶領城を小さくすることが可能となる。

０328 また、テレビジョン受像機 4側が、必要に応じアプリケーション72を取得することで

、例えば、アプリケーション72が更新されたような場合であっても、その更新後のアプ

リケーション72をテレビジョン受像機 4側に提供することが可能となるので、テレビジ

ョン受像機 4側に提供されるアプリケーション72を、常に最新のアプリケーション72

であるようにすることができる。

０329 また、テレビジョン受像機 4が取得するアプリケーション72は、アプリケーションリス

ト7 に記載があるアプリケーション72のみとすることができるため、アプリケーションリ

スト7 を適切に管理することで、悪意のあるアプリケーション72が、テレビジョン受像

機 4にダウンロードされてしまうようなことを防ぐことが可能となる。また、アプリケーシ

ョンリスト7 に記載されている期間を限定すれば、期間限定で、アプリケーション72を

ユーザ側に提供することが可能となり、ザ一ビスの幅を広げることが可能となる。

０33０ さらに、テレビジョン受像機 4側が、必要に応じてコンテンツデータ 3 を取得する

ことで、また、必要がなくなった時点で記，憶していたコンテンツデータ 3 を削除する

ことで、例えば、ニュース記事のような更新される頻度が高い情報であっても、テレビ

ジョン受像機 4側に、更新された最新の情報を提供することが可能となるとともに、

，記憶されている古い情報をユーザに提供してしまうようなことを防ぐことが可能となる。



０33 1 次に、上記したようにテレビジョン受像機 4の表示画面が切り換えられるときに、図

に示したシステムで行われる動作について図3 7のフローチヤートを参照して説明す

る。なお、図3 7に示したフローチヤートを参照しての説明は、図 に示したシステムに

おけるデータの流れを中心に説明する。

０332 ステップS 2 において、テレビジョン受像機 4は、アプリケーションザーバ 2にアク

セスする。このアクセスにおいて、アプリケーションリスト7 の提供の要求が出される。

０333 ステップS 5 において、アプリケーションザーバ 2は、テレビジョン受像機 4からの

アクセスを受け、アプリケーションリスト7 の提供の要求を受けると、ステップS 5 2にお

いて、自己が管理しているアプリケーションリスト7 を記，憶部38 (図4)から読み出し、

テレビジョン受像機 4に提供する。

０334 ステッ S 22において、テレビジョン受像機 4は、アプリケーションザーバ 2から提

供されたアプリケーションリスト7 を受信し、ステップS 23において、その受信したア

プリケーションリスト7 を記，憶し、その記，憶したアプリケーションリスト7 に基づく初期

画面を表示する。

０335 ステップ524 において、テレビジョン受像機 4は、ユーザにより初期画面から所定

のアプリケーション72が選択されたことをトリガ一とし、アプリケーションザーバ 2への

アクセスを開始する。このアクセスでは、ユーザにより選択されたアプリケーション7 2

や登録されたアプリケーション72の提供の要求が出される。

０336 ステップ553 において、アプリケーションザーバ 2は、テレビジョン受像機 4からの

アクセスを受け、アプリケーション72の提供の要求を受けると、ステップ554 において

、自己が管理しているアプリケーション72を記，憶部38 (図4)から読み出し、テレビジョ

ン受像機 4に提供する。このとき、テレビジョン受像機 4側からの要求により、複数

のアプリケーション72が読み出され、提供される場合がある。

０337 ステップ525 において、テレビジョン受像機 4は、アプリケーションザーバ 2から提

供されたアプリケーション72を受信し、ステップ526 において、その受信したアプリケ

ーション72を記，憶し、その記，憶したアプリケーション72に基づく処理を開始する。

０338 ステップ527 において、テレビジョン受像機 4は、コンテンツザーバ 3にアクセス

する。このアクセスは、アプリケーション72に基づく処理が実行されているときに、コン



テンツデータ 3 が必要とされたときに行われる。

０339 ステッ 8 において、コンテンツザーバ 3は、テレビジョン受像機 4からのアクセ

スを受け、コンテンツデータ 3 の提供の要求を受けると、ステップS 8 2において、自

己が管理しているコンテンツデータ 3 を記，憶部 ０8 (図6)から読み出し、テレビジョ

ン受像機 4に提供する。

０34０ アプリケーション72毎に、典なるコンテンツザーバ 3にアクセスされ、コンテンツデ

ータ 3 が取得される。

０34 1 ステッ S 28において、テレビジョン受像機 4は、コンテンツザーバ 3から提供さ

れたコンテンツデータ 3 を受信し、ステッ S 29において、その受信したコンテンツ

データ 3 を記，憶し、その記，憶したコンテンツデータ 3 に基づく処理、例えば、テ

キストの表示といった処理を行う。

０342 このようなコンテンツデータ 3 の取得や記，憶といった処理は、アプリケーション72

に依存し、繰り返し行われる。例えば、ニュース記事を提供するアプリケーション72の

場合、比較的頻繁に二ュ一ス記事のコンテンツデータ 3 が取得され、ユーザ側に

二ュ一ス記事が提供される。また例えば、占いの情報を提供するアプリケーション72

の場合、占いを実行するときに操作されるボタンが操作されたときに、コンテンツデー

タ 3 が取得される。

０343 また、コンテンツデータ 3 の取得や記，憶といった処理は、ノーマルモード、フォー

カスモード、およびアクテイブモードの、それぞれのモードで、アプリケーション72に

某づき繰り返し行われる。

０344 ステップ53０において、テレビジョン受像機 4は、記，憶しているアプリケーション72

やコンテンツデータ 3 を削除する。この処理は、ユーザによりアプリケーション72に

よる処理の終了が指示されたとき (例えば、テレビジョン放送の番組を全画面表示す

ると指示されたとき)や、テレビジョン受像機 4の電源がオフにされたときなどをトリガ

一として実行される。

０345 このように、アプリケーションリスト7 、アプリケーション72、コンテンツデータ 3 が

、テレビジョン受像機 4側で必要なときに取得され、それらに基づく処理が実行され

、必要がなくなった時点で削除される。



０346 次に、図44と図45に示したフローチヤートを参照し、テレビジョン受像機 4におけ

る処理について説明する。

０347 ステップS ０ において、テレビジョン受像機 4は、初期画面の閲覧の指示を受け

る。ユーザは、初期画面の閲覧を行いたいとき、りモートコントローラ25 (図8)を操

作し、テレビジョン受像機 4に対して初期画面を表示するように指示を出す。りモート

コントローラ25 から出された指示内容を示す制御コードは、テレビジョン受像機 4

の受光部237 により受光され、CPU232に供給される。CPU232は、供給された制御

コードを解析することにより、初期画面の表示の指示を受けたと認識し、その認識に

対応する処理を実行する。

０348 ステップS ０2において、CPU232は、ネットワーク1 234 などを制御し、予め記 意

されている に基づき、アプリケーションザーバ 2にアクセスする。このとき、アプ

リケーションリスト7 の取得の要求も出される。

０349 ステップS ０3において、テレビジョン受像機 4のCPU232は、ネットワーク1 234

を制御し、アクセス北のアプリケーションザーバ 2から、アプリケーションリスト7 を受

信し、 D AM23０に記憶させる。

０35０ ここでは、初期画面の閲覧の指示があったときに、アプリケーションリスト7 が取得

され、記憶されるとして説明するが、他のタイミングで取得され、記憶されるようにして

も良い。例えば、テレビジョン受像機 4の電源がオンにされたときに、取得されるよう

にしても良い。このようにした場合、ステップS ０ における処理は、テレビジョン受像

機 4の電源がオンにされたことをトリガ一とする処理とされる。

０35 1 また、所定の周期や所定の時刻に、取得されるようにしても良い。このようにした場

合、ステップS ０ における処理は、所定の周期が経過したか否か、所定の時刻にな

ったか否かなどの判断が行われ、その判断結果をトリガ一とする処理とされる。

０352 いずれにしても、テレビジョン受像機 4側に記憶されるアプリケーションリスト7 は、

常に最新のリストであるようにされている。

０353 ステップ5 ０4において、登録されているアプリケーション72があるか否かがチェッ
クされる。上記したように、ユーザは所望のアプリケーション72を登録することができ、

登録されたアプリケーション72に関する情報、例えば、アプリケーション72を識別す



るための が、例えば、フラッシュメモり23 に記，憶されている。

０354 ここでは、アプリケーション72を識別するための情報が、フラッシュメモり23 に記 意

されているとして説明を続けるが、フラッシュメモり23 以外の記，憶部に、 を記，憶し

ても良いし、 を記，憶する専用の記，憶部を設けるようにしても良い。また、設定情報

などもフラッシュメモり23 に記，憶されているとして説明を続けるが、フラッシュメモり2

3 以外の記，憶部に、設定情報を記，憶しても良いし、設定情報を記，憶する専用の記

憶部を設けるようにしても良い。

０355 CPU232は、フラッシュメモり23 にアプリケーション72を識別するための が記 意

されているか否かを判断し、記憶されているときには、登録済のアプリケーション72が

あるとして、後段の処理を行う。
。

０356 ステッフS ０5において、CPU232は、グラフィック生成回路2 9に指示を出し、ア

プリケーションリスト7 に基づく初期画面のデータを生成させる。パネル駆動回路22

0は、グラフィック生成回路2 9で生成された初期画面のデータに基づき、表示パネ

ル22 を制御する。このような制御が行われることにより、表示パネル22 に、例えば

、図 に示したような初期画面が表示される。

０357 初期画面のデータが生成されるとき、ステップ5 ０4において、登録されているアプ

リケーション72があると判断されているときには、その登録済のアプリケーション72の1

と一致する が、アプリケーションリスト7 から検出され、検出され に対応するア

プリケーション72の登録状態表示部3０5のところに登録済を示すアイコンが表示され

るようなデータが生成される。

０358 ステップ5 ０6において、初期画面からアプリケーション72が選択されたか否かが

判断される。CPU232は、りモートコントローラ25 からの制御コードを解析することで

、りモートコントローラ25 の決定ボタン272 が操作されたか否かを判断し、りモートコ

ントローラ25 の決定ボタン272 が操作されたと判断されるとき、初期画面からアプリ

ケーション72が選択されたと判断する。

０359 図 ０に示したように、初期画面には、カーソル3 が表示されており、そのカーソ

ル3 が所定のアプリケーション72を示すアイコン上に位置しているときに、りモート

コントローラ25 の決定ボタン272 が操作されると、そのアプリケーション72が選択さ



れたと判断し、ステップS ０7に処理が進められる。

０36０ なお、図44に示したフローチヤートの処理にほ含めていないが、CPU232ほ、制御

コードを解析することにより、りモートコントローラ25 の上方向ボタン27 や下方

向ボタン27 が操作されたと判断したときには、アプリケーション72を示すアイコ

ンを、上方向または下方向にスライドさせるような表示が行われるように、グラフィック

生成回路2 9などを制御する。このような制御は、適宜、りモートコントローラ25 から

の制御コードに基づいて行われる。

０36 1 ステップ5 ０6において、アプリケーション72が選択されたと判断された場合、ステ

、ソプS ０7に処理が進められる。ステップS ０7において、アプリケーションザーバ 2

にアクセスされ、ステップS ０8において、選択されたアプリケーション72の取得が行

われる。この取得は、登録済のアプリケーション72がある場合には、選択されたアプリ

ケーション72と共に、登録、済のアプリケーション72の企てが取得される。また、図3

を参照して説明した ザ一ビスキヤスドとの名称のユ一ティリティが選択されたときに

は、登録済のアプリケーション72の全てが取得される。取得されたアプリケーション7

2は、フラッシュメモり23 に記，憶される。
。

０362 ステッフS ０9において、CPU232は、フラッシュメモり23 に記，憶されたアプリケー

ション72に基づく処理を開始する。ステップS ０において、コンテンツザーバ 3に

アクセスし、ステップ において、アクセス北のコンテンツザーバ 3からコンテン

ソデータ 3 が取得され、フラッシュメモり23 に記，憶される。

０363 コンテンツデータ 3 の取得は、アプリケーション72に基づく処理として行われる。

よって、アプリケーション72によっては、この処理は省略される場合がある。また、省

略された場合、ステップS 2における処理も省略される。

０364 ステップS 2において、コンテンツデータ 3 に基づく処理が行われる。取得され

たアプリケーション72に基づく処理に従い、グラフィック生成回路2 9は、コンテンツ

データ 3 に基づきテキストや画像から構成される画面のデータを生成する。そして

、パネル駆動回路22０が、その生成されたデータを某に、表示パネル22 を制御す

ることにより、例えば、図 4に示したようなノーマルモードのときの画面が表示される。

０365 ステップS 3 図45) において、フオーカスモードへの切り換えが指示されたか否



かが判断され、切り換えが指示されたと判断された場合、ステップS 4に処理が進

められる。CPU232は、りモートコントローラ25 の制御コードが、決定ボタン272 が操

作されたことを示すと認識したとき、フオーカスモードへの切り換えが指示されたと判

断する。ここでは、決定ボタン272 が操作されたときの説明を続けるが、上方向ボタン

27 が操作されたと認識されたときなどには、その認識結果に基づく処理が行わ

れる。

０366 ステッ S 4において、アプリケーション表示領城4０2の中段の領城4 2に表示

されているアプリケーション72が特定される。ステップS 5において、フオーカスモ

ードのときの表示を行うための処理が実行される。フオーカスモードのときの表示とは

、例えば、図 7に示したように、アプリケーション表示領城4０2の上段の領城4 と

下段の領城4 3をそれぞれ暗くした表示や、中段の領城4 2にボタンなどが表示さ

れる表示である。

０367 CPU232は、グラフイック生成回路2 9に対して、アプリケーション表示領城4０2の

上段の領城4 と下段の領城4 3をそれぞれ暗くして表示するように指示を出すとと

もに、中段の領城4 2に、その領城4 2に情報を表示しているアプリケーション72が

フオーカスモードのときに表示するボタンなどがあれば、そのボタンなどを表示するよ

うに指示を出す。このような指示に基づく処理が行われることにより、表示パネル22

上に、例えば図 7に示したようなフオーカスモードのときの画面が表示される。

０368 ステップS 6において、アクテイブモードへの切り換えが指示されたか否かが判断

され、切り換えが指示されたと判断された場合、ステップS 7に処理が進められる。

ステップS 7において、中段の領城4 2に表示されているアプリケーション72が特

定され、ステップS 8において、その特定されたアプリケーション72に設定されてい
る項 目が読み出される。

０369 図2０を参照して説明したように、例えば、占いを提供するアプリケーション72は、星

座などの所定の項 目を設定できるように構成されており、設定されている項 目(例え

ば、星座) に対応して、適切な情報が取得されるように構成されている。CPU232は、

領城4 2に表示されているアプリケーション72に基づく処理で、アクテイブモードにさ

れたときに設定されている項 目を参照するという処理があった場合、ステップS 8に



おいて、設定されている項 目を読み出す。

０37０ なおここでは、アクテイブモードにされたときに、設定されている項 目を読み出すとし

て説明したが、アプリケーション72によっては、ノーマルモードのときやフォーカスモ

ードのときに設定されている項 目を読み出す場合もある。

０37 1 また、アクテイブモードにされたとき、アプリケーション72によっては、Webブラウザ

を起動させ、そのWebブラウザでの処理に、処理が切り換えられる。Webブラウザが

起動されたときには、テレビジョン放送の番組の情報を取得する処理は行われないよ

うに制御される。

０372 ステップS 9において、コンテンツザーバ 3にアクセスされ、ステップS 2０にお

いて、コンテンツデータ 3 が取得され、記，憶される。このコンテンツデータ 3 は、

設定されていた項 目に適した情報のデータである。ステップS 2 において、図 8に

示したようなアクテイブモードの画面が表示される。すなわち、ステッ S 7におい

て特定されたアプリケーション72による情報のみが表示されるような画面であり、その

表示される情報は、ステップS 2０において取得され記，憶されたコンテンツデータ 3

に基づくものである。

０373 アクテイブモードにされると、ステップ5 22において、領城4 2または表示パネル2

2 の全体に情報を表示していたアプリケーション72以外のアプリケーション72の動

作が停止される。すなわち、CPU232は、ステップS 7において特定したアプリケー

ション72以外のアプリケーション72の処理を行わない。

０374 ステップ5 23において、アプリケーション72による処理の終了が指示されたか否

かが判断される。アプリケーション72による処理の終了が指示されたと判断されるの

は、ユーザからの終了の指示があったとき、テレビジョン放送の番組のみの表示が指

示されたとき、テレビジョン受像機 4の電源がオフにされたときなどである。

０375 ステップS 23において、終了が指示されたと判断された場合、ステップS 24に処

理が進められ、記，憶されていたアプリケーション72やコンテンツデータ 3 が破棄さ

れる。このように、必要が無くなった時点で、記，憶されていたデータなどは破棄される

。換言すれば、設定情報以外の ，記憶されている情報は、破棄され、設定情報のみが

記，憶されている状態にされる。



０376 このように、テレビジョン受像機 4側では、必要が生じた時点で、アプリケーション7

2やコンテシソデータ 3 が取得され、必要が無くなった時点で廃棄されるため、フラ

ッシュメモり23 などの記，憶部を有効利用することができるとともに、小さな容呈でも、

複数のアプリケーション72を並列動作させたりすることができるようになる。

０377 なお、図44と図45のフローチヤートを参照して説明した処理は、 つの処理の例示

であり、アプリケーション72により、例えば、コンテシソデータ 3 を取得する処理が

省略されたりすることほある。

０378 上述した実施の形態においては、テレビジョン受像機 4を例にあげて説明したが、

本発明は、テレビジョン受像機 4のみに適用できるのではなく、DVDレコーダなどの

C 機器などにも適用できる。

０379 なお、上述した実施の形態においては、アプリケーション72は、例えば、ウィジェット

(W dge )などと称されるプログラムとすることができると説明した。ウィジェットは、一般

的に、パーソナルコンピュータに、実行される前の時点でダウンロードされ、インストー

ルされた状態で、常駐されたような状態で利用される。しかしながら、本実施の形態

においては、上述したように、実行されるときにダウンロードされ、必要が無くなった時

点で破棄される。このようにアプリケーション72を扱うことで、上述したようなさまざまな

効果を期待することができる。

また、上述した実施の形態における各アプリケーション72は、階層構造とすることが

可能である。また、上述した実施の形態における、例えば、 フオトフレンドといった

アプリケーション72 は、 つだけ登録されるのではなく、複数登録されるように構

成することも可能である。例えば、複数の友達毎に、 フオトフレンドとレロアプリケー

ション72 が登録されるように構成することも可能である。また、勿論、上述したアプ

リケーション72に、本発明が適用されることが限定されるのではなく、他のアプリケー

ションに対しても本発明を適用することは可能である。

０38０ 記録媒体について」

上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行すさせることもできるし、ソフトウエア

により実行すさせることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行すさせる場合に



は、そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに細み込まれてい
るコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実

行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録

媒体からインストールされる。

０3 8 1 例えば、図2 に示したアプリケーションザーバ 2 のような構成を有するコンピュータ (

C P U 3 ) が実行するプログラムは、例えば、磁気ディスク (フレキシブルディスクを含

む) 、光ディスク (CD ROM(Compact D sc Read O n Memo ) DVD (D g a V e sa

e D sc ) 等 ) 、光磁気ディスク、もしくは半導体メモりなどよりなるパッケージメディアで

あるりム一バブルメディア4 に記録して、あるいは、ロ一力ルエリアネットワーク、イン

ターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供さ

れる。

０382 そして、プログラムは、りム一バブルメディア4 をドライブ4 ０に装着することにより、

入出カインターフェース3 5を介して、記憶部 3 8 にインストールすることができる。また

、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部 3 9 で受信し、記憶部 3

8 にインストールすることができる。その他、プログラムは、R M32 や記憶部 3 8 に、予

めインストールしておくことができる。

０383 なお、コンピュータが実行するプログラムは、木明細菩で説明する順序に沿って時

系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行

われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。

０384 また、木明細菩において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を

表すものである。

０385 なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本

発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。



請求の範囲

所定のザーバに記憶されている画像データを取得する取得手段と、

前記取得手段により取得された前記画像データに某づく画像の表示を制御する表

示制御手段と

を備え、

前記所定のザーバは、前記画像データとタグを関連付けて管理し、

前記取得手段は、設定されているタグと同一のタグで管理されている前記画像デ

ータを所定の間隔毎に取得する

情報処理装置。

2 前記取得手段は、複数の画像データを取得し、

前記表示制御手段は、前記複数の画像データに某づく複数の画像が、一画面に

表示されるよぅに表示を制御する

請求項 に記載の情報処理装置。

3 前記表示制御手段は、テレビ、ジョン放送による番組の画面の隣に、前記画像が表

示されるよぅに制御する

請求項 に記載の情報処理装置。

4 前記表示制御手段は、典なるモード毎に、前記画像を典なる表示となるよぅに表示

を制御し、

前記モードは、ュ一ザの指示により切り換えられる

請求項 に記載の情報処理装置。

5 前記表示制御手段は、第 のモードのとき、複数の画像を均等な大きさで表示され

るよぅに表示を制御し、

第2のモードのとき、前記複数の画像のぅちの 画像が他の画像よりも大きな大きさ

で表示されるよぅに表示を制御し、

第3のモードのとき、前記複数の画像のぅちの 画像のみが表示されるよぅに表示を

制御する

請求項5に記載の情報処理装置。

6 前記取得手段は、前記タグが設定されていない場合、デフオルトのタグと同一のタ



グで管理されている前記画像データを取得する

請求項 に記載の情報処理装置。

7 所定のザーバに記憶されている画像データを取得し、

取得された前記画像データに某づく画像の表示を制御する

ステップを含み、

前記所定のザーバは、前記画像データとタグを関連付けて管理し、

取得される前記画像データは、設定されているタグと同一のタグで管理されている

前記画像データであり、所定の間隔毎に取得される

情報処理方法。

8 所定のザーバに記憶されている画像データを取得し、

取得された前記画像データに某づく画像の表示を制御する

ステップを含み、

前記所定のザーバは、前記画像データとタグを関連付けて管理し、

取得される前記画像データは、設定されているタグと同一のタグで管理されている

前記画像データであり、所定の間隔毎に取得される

処理を制御するコンピュータが読み取り可能なプログラム。
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