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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを画面上に表示するコンテンツ表示装置において、
　ユーザ操作により、前記画面上に表示されているコンテンツを前または次に切り替える
ための切替指示を受け付けるコンテンツ切替指示受付手段と、
　前記コンテンツ切替指示受付手段が受け付けた前記切替指示に従い、前記画面上に表示
される複数のコンテンツの各々の識別子および当該複数のコンテンツの各々を保持する場
所を記述する保持場所記述子がリスト化されたコンテンツリストにおいて定められた順序
に基づき、前記画面上に表示されているコンテンツの前または次のコンテンツを選択する
コンテンツ選択手段と、
　前記コンテンツ選択手段により選択された前記コンテンツの保持場所記述子を用いて特
定されたコンテンツを、前記画面上に表示させるコンテンツ表示手段と
を備え、
　前記コンテンツ表示手段は、
　　前記コンテンツリスト内の前記コンテンツの記載順序と
　　現在表示している前記コンテンツが前記コンテンツリスト内のいずれのコンテンツで
あるかの情報と
　に基づき、
　前記コンテンツ切替指示受付手段が次にユーザからの前記切替指示を受け付ける際に、
前記コンテンツ選択手段が選択する前記コンテンツを、
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　該切替指示に先立ち、予め取得しておくことを特徴とするコンテンツ表示装置。
【請求項２】
　前記コンテンツリストは、前記コンテンツの識別子および保持場所記述子をエントリと
したリストであ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】
　前記定められた順序は、前記エントリの記載順序であることを特徴とする請求項２に記
載のコンテンツ表示装置。
【請求項４】
　表示中の前記コンテンツの前記識別子を含んだ、前記コンテンツリストの少なくとも一
部を、前記画面上に表示するコンテンツリスト表示手段をさらに備えたことを特徴とする
、請求項２または３に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項５】
　前記コンテンツリスト表示手段は、
　前記コンテンツ切替指示受付手段が前記切替指示を受け付けた場合に、前記コンテンツ
リストの少なくとも一部を前記画面上に表示する
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】
　前記コンテンツリストを記憶した外部記憶装置から、前記コンテンツリストを取得する
コンテンツリスト取得手段をさらに備えていることを特徴とする、請求項１から５のいず
れか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項７】
　外部との通信を行う通信手段と、前記通信手段を介して前記コンテンツリストを外部か
ら取得するコンテンツリスト取得手段とをさらに備えていることを特徴とする、請求項１
から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】
　外部との通信を行う通信手段をさらに備え、
　前記コンテンツ表示手段は、
　前記コンテンツ選択手段により選択された前記コンテンツを、前記通信手段を介して、
外部から取得する
ことを特徴とする、請求項１から７のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項９】
　前記コンテンツリスト表示手段は、
　前記コンテンツリスト内の少なくとも一部の前記コンテンツの識別子を前記画面上に表
示する際、
　取得が完了している前記コンテンツの前記コンテンツの識別子に対して、
　前記取得の完了を示すアイコンを併せて表示する
ことを特徴とする、請求項４または５に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツリスト表示手段は、
　前記コンテンツリスト内の少なくとも一部の前記コンテンツの識別子を前記画面上に表
示する際、
　該コンテンツの前記取得の完了度合いも併せて表示する
ことを特徴とする、請求項９に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１１】
　前記コンテンツリスト表示手段は、
　前記コンテンツリストを表示してから一定時間の経過後、もしくは利用者からの入力に
よって、前記コンテンツリストの表示を、表示中の前記コンテンツのタイトル表示に変更
することを特徴とする請求項４、５、９、１０のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装
置。
【請求項１２】
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　前記コンテンツリストに記載された各コンテンツを、所定の時間間隔毎に、切り替えて
表示する、スライドショーモードへの切り替え指示を、ユーザから受け付けるスライドシ
ョーモード設定手段をさらに備え、
　前記コンテンツ表示手段は、
　前記スライドショーモードが設定された場合は、
　前記コンテンツ切替指示受付手段からの指示なしに、前記コンテンツリストに記載され
た各コンテンツを、前記所定の時間間隔毎に、切り替えて表示する
ことを特徴とする、請求項１から１１のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１３】
　ユーザから前記コンテンツの表示範囲変更指示を受け付ける、表示範囲変更指示受付手
段と、
　前記表示範囲変更指示受付手段が受け付けた前記表示範囲変更指示に従い、表示中の前
記コンテンツの表示範囲制御を行う表示範囲制御手段と、
　前記コンテンツ表示装置の動作モードを、表示中の前記コンテンツの表示範囲を制御す
るスクロールモードにするか、前記コンテンツリスト内のエントリの選択を制御するコン
テンツ切替モードにするかを切り替える制御切替指示を受け付ける制御切替指示受付手段
と
をさらに備え、
　前記コンテンツ切替指示受付手段および前記表示範囲変更指示受付手段は、
　兼用されており、
　前記制御切替指示受付手段は、
　前記スクロールモードのときは、前記表示範囲変更指示受付手段からの入力を、前記表
示範囲制御手段へ渡し、
　前記コンテンツ切替モードのときは、前記コンテンツ切替指示受付手段からの入力を、
前記コンテンツ選択手段へ渡す
ことを特徴とする、請求項１から１２のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１４】
　前記表示範囲制御手段は、
　表示中のコンテンツの内容に応じ、表示範囲を制御する方法を変更することを特徴とす
る、請求項１３に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１５】
　前記表示範囲制御手段は、
　表示中のコンテンツの内容に応じ、制御の対象となる表示範囲を変更することを特徴と
する、請求項１３または１４に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１６】
　前記制御切替指示受付手段は、前記コンテンツ切替指示受付手段とは別に設けられたボ
タンであることを特徴とする請求項１３から１５のいずれか１項に記載のコンテンツ表示
装置。
【請求項１７】
　前記コンテンツ切替指示受付手段と、前記表示範囲変更指示受付手段と、前記制御切替
指示受付手段とは、
　回転操作と押し込み操作とが可能なホイールにより兼用され、
　前記ホイールは、
　前記コンテンツ切替モードのときは、前記回転操作を、前記コンテンツ選択手段への入
力として受け付け、
　前記スクロールモードのときは、前記回転操作を、前記表示範囲制御手段への入力とし
て受け付け、
　前記押し込み操作を、前記制御切替指示受付手段への入力として受け付ける
ことを特徴とする、請求項１３から１６のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１８】
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　前記制御切替指示受付手段は、前記画面に設けられたタッチセンサーからの入力である
ことを特徴とする請求項１３から１７のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項１９】
　前記制御切替指示受付手段は、
　前記スクロールモードのときに、前記表示範囲が前記表示中のコンテンツの端に達した
後に、さらに同方向に表示範囲を移動させる前記表示範囲変更指示が入力された場合は、
該表示範囲変更指示をトリガとして、前記スクロールモードを前記コンテンツ切替モード
に変更する
ことを特徴とする、請求項１３から１８のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項２０】
　前記画面上に、前記動作モードに応じた表示を行うことを特徴とする請求項１３から１
９のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項２１】
　前記制御切替指示受付手段での動作モードに応じて発光色を変更する発光手段を備えて
いることを特徴とする請求項１３から２０のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項２２】
　表示中の前記コンテンツの入手元および属性の少なくともいずれか一方に応じて発光色
を変更する発光手段を備えていることを特徴とする請求項１３から２１のいずれか１項に
記載のコンテンツ表示装置。
【請求項２３】
　表示中の前記コンテンツの入手元および属性の少なくともいずれか一方に応じて再生す
る音楽を変更する再生音楽変更手段を備えていることを特徴とする請求項１３から２２の
いずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項２４】
　前記コンテンツ選択手段と前記コンテンツ表示手段は、別々のアプリケーションプログ
ラムにて制御されており、
　前記コンテンツの切替指示は、前記コンテンツ選択手段に応じた前記アプリケーション
プログラムにて制御される一方、前記コンテンツのスクロールは前記コンテンツ表示手段
に応じた前記アプリケーションプログラムにて制御されることを特徴とする請求項１から
２３のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項２５】
　前記表示されるコンテンツは、
　前記コンテンツ表示装置のメニュー画面である
ことを特徴とする、請求項１から２４のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置。
【請求項２６】
　携帯型であることを特徴とする、請求項１から２５のいずれか１項に記載のコンテンツ
表示装置。
【請求項２７】
　請求項１から２６のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置を備えた、テレビジョン
受像機。
【請求項２８】
　請求項１から２５のいずれか１項に記載のコンテンツ表示装置の各手段として、コンピ
ュータを機能させるためのコンテンツ表示制御プログラム。
【請求項２９】
　請求項２８に記載のコンテンツ表示制御プログラムを記録したコンピュータ読み取り可
能な記録媒体。
【請求項３０】
　コンテンツを画面上に表示するコンテンツ表示方法において、
　コンテンツ切替指示受付手段がユーザから、前記画面上に表示されているコンテンツを
前または次に切り替えるための切替指示を受け付けるコンテンツ切替指示受付ステップと
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、
　コンテンツ選択手段が前記コンテンツ切替指示受付手段が受け付けた前記切替指示に従
い、前記画面上に表示される複数のコンテンツの各々の識別子および当該複数のコンテン
ツの各々を保持する場所を記述する保持場所記述子がリスト化されたコンテンツリストに
おいて定められた順序に基づき、前記画面上に表示されているコンテンツの前または次の
コンテンツを選択するコンテンツ選択ステップと、
　コンテンツ表示手段が前記コンテンツ選択手段により選択された前記コンテンツの保持
場所記述子を用いて特定されたコンテンツを、前記画面上に表示させるコンテンツ表示ス
テップと
を含み、
　前記コンテンツ表示手段は、
　　前記コンテンツリスト内の前記コンテンツの記載順序と
　　現在表示している前記コンテンツが前記コンテンツリスト内のいずれのコンテンツで
あるかの情報と
　に基づき、
　前記コンテンツ切替指示受付手段が次にユーザからの前記切替指示を受け付ける際に、
前記コンテンツ選択手段が選択する前記コンテンツを、
　該切替指示に先立ち、予め取得しておくことを特徴とするコンテンツ表示方法。
【請求項３１】
　前記コンテンツリストは、前記コンテンツの識別子および保持場所記述子をエントリと
したリストであることを特徴とする請求項３０に記載のコンテンツ表示方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツの表示装置に関するものであり、特にコンテンツのＵＲＬの指定
と、表示中のコンテンツの表示範囲制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、インターネット上などに存在する、動画、音楽、音声、静止画等、ＨＴＭＬ（Hy
per Text Markup Language）や、ＳＶＧ（Scalable Vector Graphics）、ＳＭＩＬ（Sync
hronized Multimedia Integration Language）、ＦＬＡＳＨなどの記述言語にて記述され
たコンテンツの視聴には、主にパーソナルコンピュータが使用され、インターネットブラ
ウザアプリケーションプログラムにより、ユーザが、所望のコンテンツのＵＲＬ（Unifor
m Resource Locator）アドレスをブラウザに直接入力する方法により、コンテンツにアク
セスし、ブラウザの操作により、コンテンツの内容を閲覧する方法がとられてきた。
【０００３】
　このアクセスを簡便にする方法としては、ユーザが、ポータルサイトと呼ばれるインタ
ーネット上のサイトにアクセスし、ポータルサイト上に設けられた、コンテンツへのハイ
パーリンクを、マウスなどの入力装置を用いて選択する方法がある。
【０００４】
　また、他の方法として、複数のＵＲＬアドレスを、クライアント端末に、「お気に入り
」として保存しておき、ユーザは、所望のコンテンツにアクセスする際、保存されたＵＲ
Ｌアドレスを選択する方法がある。
【０００５】
　コンテンツ視聴時の操作性を向上させる技術が、特許文献１において開示されている。
この技術では、クライアントのディスプレイの下方に固定表示エリアを設け、そこにペー
ジングボタンを表示する。ユーザがマウス等によりいずれかのページングボタンを選択す
れば、選択されたページングボタンの種別に応じた手順でブックマークファイルからＵＲ
Ｌを読み出し、そのＵＲＬに対応するハイパーテキスト情報にアクセスする。このような
ボタン表示によれば、ユーザは少ないカーソル移動量で、ブックマークファイルに記憶さ
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れたＵＲＬから、一つのＵＲＬを選択することができる。すなわち、ユーザはページング
ボタンの操作により、所望のＵＲＬにアクセスすることができる。
【０００６】
　また、ユーザが、アクセスした所望のコンテンツの内容を閲覧中に、表示中のコンテン
ツのページ切り替えやスクロール操作など、表示範囲の制御指示を容易に行う技術が、特
許文献２において開示されている。
【０００７】
　この技術では、動作モードの画面が表示部に表示される。次に、現画面に表示されてい
ない箇所をスクロールにより表示させる際にワープキー（ブラウザ機能キー）を押下した
か否かを判定する。ワープキー（ブラウザ機能キー）を押下したならば、スクロールモー
ドの変更を行う。ワープキー（ブラウザ機能キー）を押下しなければ現在のスクロールモ
ードを持続する。変更されるスクロールモードの例としては行単位とページ単位を挙げる
ことができる、というものである。すなわち、入力装置およびブラウザアプリケーション
が設けたボタンにより、コンテンツのスクロール量を可変とするなど、表示範囲の制御を
行っている。
【０００８】
　なお、近年、パーソナルコンピュータに加え、携帯電話機、モバイル端末、テレビジョ
ン受像器など多種多様な家電製品を用いてインターネット接続が行われ、インターネット
上のコンテンツの視聴が可能となっている。そのため、マウスなどの汎用的な入力手段を
持たないこれら機器においても適用可能な、操作性向上技術が求められている。
【特許文献１】特開平１０－３０７８３８号公報（１９９８年１１月１７日公開）
【特許文献２】特開２００１－２４５３５１号公報（２００１年９月７日公開）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来の所望のコンテンツへのアクセス方法では、キーボードからの文字
列入力や、表示中のコンテンツ内の所望のハイパーリンクを、ユーザが視認し、マウスカ
ーソルを合わせ、クリックにより選択するという、煩雑な作業が必要であった。
【００１０】
　例えば、特許文献１において開示されている技術では、コンテンツのＵＲＬが登録され
たブックマークファイルを利用することにより、文字列入力やハイパーリンクのマウスク
リックが不要となるようにしている。しかし、画面上に表示された複数のページングボタ
ンのうちの一つを、ユーザが視認し、マウスカーソルを合わせ、クリックにより選択する
手間がかかるという問題点があった。なお、特許文献１では、画面上に表示されたコンテ
ンツの表示範囲の制御については、何も記載されていない。
【００１１】
　また、特許文献２に記載されている技術では、画面に表示されたコンテンツに対して、
行単位のスクロールとページ単位のスクロールとを切り替えられる。しかしながら、ユー
ザが所望のコンテンツにアクセスする際に、操作性を向上させる技術に関しては記載され
ていない。すなわち、従来の技術により所望のコンテンツのＵＲＬ指定を行うので、ＵＲ
Ｌ指定操作に手間がかかるという問題点があった。
【００１２】
　特許文献１および２に開示されている技術は、それぞれ、ＵＲＬへのアクセスの操作性
、および表示中のコンテンツの表示範囲制御の操作性を、向上させる技術である。しかし
、最初に、所望のコンテンツのＵＲＬへアクセスし、次に、表示されたコンテンツの閲覧
に際して、表示範囲の制御操作を行うという、ユーザのコンテンツ閲覧動作を、一連の操
作として捉えた観点から、総合的に最適化することは行われていない。つまり、特許文献
１および２に開示された技術を組み合わせても、操作すべきボタンが増えるだけであり、
ユーザに対して、コンテンツ閲覧の一連の操作としての、操作性の向上を提供できていな
い。
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【００１３】
　本発明は、前記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、ユーザのコンテン
ツ閲覧動作を、所望のコンテンツのＵＲＬへのアクセスと、表示されたコンテンツの表示
範囲の制御操作とを一連の操作として捉えた観点から総合的に最適化し、操作性を向上さ
せたコンテンツ表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　（１）本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記課題を解決するために、コンテンツを
画面上に表示するコンテンツ表示装置において、ユーザ操作により前記コンテンツの切替
指示を受け付けるコンテンツ切替指示受付手段と、前記コンテンツ切替指示受付手段が受
け付けた前記切替指示に従い、前記コンテンツの識別子および保持場所記述子をエントリ
としたリストであるコンテンツリストにおいて定められた順序に基づき、前記画面上に表
示する前記コンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手段により
選択された前記コンテンツを、前記画面上に表示させるコンテンツ表示手段とを備えたこ
とを特徴とする。
【００１５】
　当該構成において、コンテンツの識別子とは、例えばコンテンツ名である。また、保持
場所記述子とは、例えばＵＲＬである。また、上記順序としては、例えば、ユーザが定義
する順序やカテゴリー等によるソートが含まれる。
【００１６】
　コンテンツ切替指示受付手段は、例えば、回転操作が可能なホイールとして実現される
。ユーザが表示中のコンテンツを切り替える際に、ホイールに指を当て、ホイールを回転
させる操作を行う。ユーザは、最初にホイールに指を当てる際には、ホイールを視認する
必要があるが、指をホイールに当てた後は、コンテンツの切替時に表示中のコンテンツか
らホイールに視線を移動し、ホイールを視認する必要はない。コンテンツ切替指示受付手
段が受け付けたコンテンツ切り替え指示に基づき、コンテンツ選択手段がコンテンツリス
ト内の、次に記載されたコンテンツを選択する。そして、コンテンツ表示手段が、選択さ
れたコンテンツを画面上に表示する。
【００１７】
　上記の構成によれば、コンテンツ切替指示を行う際に、ユーザは、視線を移動しコンテ
ンツ切替指示受付手段を視認して操作する必要が無いので、コンテンツ表示装置の操作性
を向上させることが出来るという効果を奏する。
【００１８】
　（２）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、前記定められた
順序は、前記エントリの記載順序であることを特徴とする。
【００１９】
　（３）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、表示中の前記コ
ンテンツの前記識別子を含んだ、前記コンテンツリストの少なくとも一部を、前記画面上
に表示するコンテンツリスト表示手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００２０】
　当該構成において、コンテンツリスト表示手段により、選択されたコンテンツが表示さ
れている画面の一部に、コンテンツリストの少なくとも一部が、コンテンツリストウィン
ドウとして表示される。例えば、このコンテンツリストウィンドウ内には、現在表示中の
コンテンツのコンテンツ名と、コンテンツリスト内においてそのコンテンツの前後に記載
されている、すなわち、ユーザによるコンテンツ切り替え指示があると次に表示されるコ
ンテンツのコンテンツ名とが、前記識別子として表示されてもよい。
【００２１】
　上記の構成によれば、ユーザは、現在表示中のコンテンツを識別子により他のコンテン
ツから識別できるとともに、コンテンツ切り替え指示を与えた場合に、次に表示されるコ
ンテンツが何であるかを知ることが出来るという効果を奏する。
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【００２２】
　（４）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記コンテン
ツリスト表示手段は、前記コンテンツ切替指示受付手段が前記切替指示を受け付けた場合
に、前記コンテンツリストの少なくとも一部を前記画面上に表示することを特徴とする。
【００２３】
　当該構成において、通常は、コンテンツリストの少なくとも一部であるコンテンツリス
トウィンドウは、画面上に表示されておらず、ユーザがコンテンツを切り替える指示を与
えたタイミングで、コンテンツリストウィンドウが画面上に表示される。
【００２４】
　上記の構成によれば、ユーザが、コンテンツを切り替えるという明確な意志をもって切
り替え指示を行うまで、コンテンツリストウィンドウは画面上に表示されないので、コン
テンツリストウィンドウが画面上に表示されたコンテンツの少なくとも一部を隠してしま
う問題を回避できるという効果がある。
【００２５】
　（５）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、前記コンテンツ
リストを記憶した外部記憶装置から、前記コンテンツリストを取得するコンテンツリスト
取得手段をさらに備えていることを特徴とする。
【００２６】
　（６）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、外部との通信を
行う通信手段と、前記通信手段を介して前記コンテンツリストを外部から取得するコンテ
ンツリスト取得手段とをさらに備えていることを特徴とする。
【００２７】
　（７）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、外部との通信を
行う通信手段をさらに備え、前記コンテンツ表示手段は、前記コンテンツ選択手段により
選択された前記コンテンツを、前記通信手段を介して、外部から取得することを特徴とす
る。
【００２８】
　上記の構成によれば、コンテンツ表示装置が、外部に保持されているコンテンツも取得
し表示するので、ユーザは、コンテンツリストに登録されたコンテンツが、外部にある場
合もその内容を閲覧できるという効果を奏する。
【００２９】
　（８）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記コンテン
ツ表示手段は、前記コンテンツリスト内の前記コンテンツの記載順序と現在表示している
前記コンテンツが前記コンテンツリスト内のいずれのコンテンツであるかの情報とに基づ
き、前記コンテンツ切替指示受付手段が次にユーザからの前記切替指示を受け付ける際に
、前記コンテンツ選択手段が選択する前記コンテンツを、該切替指示に先立ち、予め取得
しておくことを特徴とする。
【００３０】
　当該構成において、コンテンツ表示手段は、前記コンテンツリスト内の前記コンテンツ
の記載順序と現在表示している前記コンテンツが前記コンテンツリスト内のいずれのコン
テンツであるかとを認識しているので、次にユーザから切替指示が来た場合にいずれのコ
ンテンツを表示すべきかを判断できる。そして、ユーザからの切替指示が来る前に、次に
表示すべきコンテンツを先読みする。
【００３１】
　上記の構成によれば、ユーザによるコンテンツの切替指示に先立ち、コンテンツ表示手
段が、次に表示すべきコンテンツを先読みするので、ユーザからの切替指示に対し、短時
間で次のコンテンツを表示できるという効果を奏する。
【００３２】
　（９）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記コンテン
ツリスト表示手段は、前記コンテンツリスト内の少なくとも一部の前記コンテンツ識別子
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を前記画面上に表示する際、取得が完了している前記コンテンツの前記コンテンツ識別子
に対して、前記取得の完了を示すアイコンを併せて表示することを特徴とする。
【００３３】
　上記の構成によれば、ユーザは、コンテンツを切り替える場合、次に切り替えるコンテ
ンツが既に取得されているか否かを、切り替え前に知ることが出来るので、コンテンツ切
り替え指示後に、コンテンツの取得が完了するまで待たされることによる不快感を軽減す
ることが出来るという効果を奏する。
【００３４】
　（１０）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記コンテ
ンツリスト表示手段は、前記コンテンツリスト内の少なくとも一部の前記コンテンツ識別
子を前記画面上に表示する際、該コンテンツの前記取得の完了度合いも併せて表示するこ
とを特徴とする。
【００３５】
　上記の構成によれば、ユーザは、コンテンツを切り替える場合、次に切り替えるコンテ
ンツの取得がどの程度完了しているか、また、取得作業の進捗状況を、切り替え前に知る
ことが出来るので、コンテンツ切り替え指示後に、コンテンツの取得が完了するまで待つ
間の不快感を軽減することが出来るという効果を奏する。
【００３６】
　（１１）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、前記コンテンツリスト表示手段
は、前記コンテンツリストを表示してから一定時間の経過後、もしくは利用者からの入力
によって、前記コンテンツリストの表示を表示中の前記コンテンツのタイトル表示に変更
することを特徴とする。
【００３７】
　上記の構成によれば、リスト表示ではブラウザの見えなくなる部分が多くなるので、一
定時間後などにタイトル表示することによってリスト表示とブラウザの見えやすさとを両
立することができる。
【００３８】
　（１２）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記コンテ
ンツリストに記載された各コンテンツを、所定の時間間隔毎に、切り替えて表示する、ス
ライドショーモードへの切り替え指示を、ユーザから受け付けるスライドショーモード設
定手段をさらに備え、前記コンテンツ表示手段は、前記スライドショーモードが設定され
た場合は、前記コンテンツ切替指示受付手段からの指示なしに、前記コンテンツリストに
記載された各コンテンツを、前記所定の時間間隔毎に、切り替えて表示することを特徴と
する。
【００３９】
　上記の構成によれば、コンテンツ表示手段は、ユーザからのコンテンツ切り替え指示な
しに、順にコンテンツを切り替えていくので、ユーザがコンテンツを順に閲覧する場合に
、毎回切り替え指示を行う手間を省くことが出来るという効果を奏する。
【００４０】
　（１３）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、ユーザから前
記コンテンツの表示範囲変更指示を受け付ける、前記コンテンツ切替指示受付手段と兼用
された表示範囲変更指示受付手段と、前記表示範囲変更指示受付手段が受け付けた前記表
示範囲変更指示に従い、表示中の前記コンテンツの表示範囲制御を行う表示範囲制御手段
と、ユーザから、前記コンテンツ表示装置の動作モードを、表示中の前記コンテンツの表
示範囲を制御するスクロールモードにするか、前記コンテンツリスト内の前記エントリの
選択を制御するコンテンツ切替モードにするかを切り替える制御切替指示を受け付ける制
御切替指示受付手段とをさらに備え、前記コンテンツ切替指示受付手段および前記表示範
囲変更指示受付手段は、兼用されており、前記制御切替指示受付手段は、前記スクロール
モードのときは、前記表示範囲変更指示受付手段からの入力を、前記表示範囲制御手段へ
渡し、前記コンテンツ切替モードのときは、前記コンテンツ切替指示受付手段からの入力
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を、前記コンテンツ選択手段へ渡すことを特徴とする。
【００４１】
　上記の構成によれば、コンテンツ切替指示受付手段および表示範囲変更指示受付手段を
、例えば、一つのホイールなどにより兼用できるので、それぞれの手段に対応する装置を
別々に設けることによる無駄を省くことが出来るという効果を奏する。
【００４２】
　（１４）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記表示範
囲制御手段は、表示中のコンテンツの内容に応じ、表示範囲を制御する方法を変更するこ
とを特徴とする。
【００４３】
　当該構成において、表示範囲を制御する方法を変更するとは、例えば、画面のスクロー
ルを行単位で行うか、半ページ単位で行うかを切り替えるということである。例えばコン
テンツの内容が文字中心の日記サイトである場合には行単位でスクロール、静止画像中心
の写真サイトであれば半ページ単位、動画コンテンツのサムネイルであれば１ページ単位
でスクロールさせる。
【００４４】
　上記の構成によれば、表示中のコンテンツの内容に応じ、表示範囲を制御する方法を変
更できるので、ユーザのコンテンツ閲覧時の操作性を向上させることが出来るという効果
を奏する。
【００４５】
　（１５）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記表示範
囲制御手段は、表示中のコンテンツの内容に応じ、表示範囲制御の対象となる画面の範囲
を変更することを特徴とする。
【００４６】
　当該構成において、表示中のコンテンツの内容に応じ、制御の対象となる表示範囲を変
更するとは、例えば、表示中のコンテンツがＷｅｂページである場合は、画面全体をスク
ロールさせ、表示中のコンテンツがスケジューラである場合は、日々のスケジュール内容
に該当する箇所のみをスクロールさせるということである。
【００４７】
　上記の構成によれば、表示中のコンテンツの内容に応じ、制御の対象となる表示範囲を
変更できるので、ユーザのコンテンツ閲覧時の操作性を向上させることが出来るという効
果を奏する。
【００４８】
　（１６）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記制御切
替指示受付手段は、前記コンテンツ切替指示受付手段とは別に設けられたボタンであるこ
とを特徴とする。
【００４９】
　（１７）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記コンテ
ンツ切替指示受付手段と、前記表示範囲変更指示受付手段と、前記制御切替指示受付手段
とは、回転操作と押し込み操作とが可能なホイールにより兼用され、前記ホイールは、前
記コンテンツ切替モードのときは、前記回転操作を、前記コンテンツ選択手段への入力と
して受け付け、前記スクロールモードのときは、前記回転操作を、前記表示範囲制御手段
への入力として受け付け、前記押し込み操作を、前記制御切替指示受付手段への入力とし
て受け付けることを特徴とする。
【００５０】
　上記の構成によれば、コンテンツ切替指示受付手段と、表示範囲変更指示受付手段と、
制御切替指示受付手段とが、一つの、例えばホイールにより兼用されているので、兼用に
より無駄を省くことが出来るという効果を奏する。また、ユーザはホイールに指を当てる
ことで、切替指示と表示範囲変更指示と制御切替指示とを行うことが出来るので、ユーザ
の操作性を向上させることが出来るという効果も奏する。
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【００５１】
　（１８）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記制御切
替指示受付手段は、前記画面に設けられたタッチセンサーからの入力であることを特徴と
する。
【００５２】
　（１９）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記制御切
替指示受付手段は、前記スクロールモードのときに、前記表示範囲が前記表示中のコンテ
ンツの端に達した後に、さらに同方向に表示範囲を移動させる前記表示範囲変更指示が入
力された場合は、該表示範囲変更指示をトリガとして、前記スクロールモードを前記コン
テンツ切替モードに変更することを特徴とする。
【００５３】
　上記の構成によれば、ユーザは、一つのコンテンツの端まで閲覧した、すなわちそのコ
ンテンツの閲覧が完了した後、すぐに次のコンテンツの選択に移れるので、ユーザが複数
のコンテンツを連続して閲覧する際の操作性を向上させることが出来るという効果を奏す
る。
【００５４】
　（２０）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、前記画面上に
、前記動作モードに応じた表示を行うことを特徴とする。
【００５５】
　（２１）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、前記制御切替
指示受付手段での動作モードに応じて発光色を変更する発光手段を備えていることを特徴
とする。
【００５６】
　上記の構成によれば、利用者が今の動作モードを認識しやすくなる、という効果を奏す
る。
【００５７】
　（２２）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、表示中の前記
コンテンツの入手元および属性の少なくともいずれか一方に応じて発光色を変更する発光
手段を備えていることを特徴とする。
【００５８】
　（２３）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、表示中の前記
コンテンツの入手元および属性の少なくともいずれか一方に応じて再生する音楽を変更す
る再生音楽変更手段を備えていることを特徴とする。
【００５９】
　（２４）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、前記コンテン
ツ選択手段と前記コンテンツ表示手段は、別々のアプリケーションプログラムにて制御さ
れており、前記コンテンツの切替指示は、前記コンテンツ選択手段に応じた前記アプリケ
ーションプログラムにて制御される一方、前記コンテンツのスクロールは前記コンテンツ
表示手段に応じた前記アプリケーションプログラムにて制御されることを特徴とする。
【００６０】
　（２５）また、本発明に係るコンテンツ表示装置では、上記構成に加えて、前記表示さ
れるコンテンツは、前記コンテンツ表示装置のメニュー画面であることを特徴とする。
【００６１】
　上記の構成によれば、通常のコンテンツ閲覧に加えて、コンテンツ表示装置のメニュー
画面も同じ仕組みで切り替えることが出来るので、メニュー画面を表示し切り替えるため
に別途仕組みを用意する無駄を省くことが出来るという効果を奏する。
【００６２】
　（２６）また、本発明に係るコンテンツ表示装置は、上記構成に加えて、携帯型である
ことを特徴とする。
【００６３】
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　上記の構成によれば、ユーザは、コンテンツ表示装置を容易に持ち運ぶことが出来ると
いう効果を奏する。
【００６４】
　ところで、上記コンテンツ表示装置は、ハードウェアで実現してもよいし、プログラム
をコンピュータに実行させることによって実現してもよい。具体的には、本発明に係るプ
ログラムは、少なくとも上述したコンテンツ選択手段・コンテンツ表示手段・コンテンツ
リスト表示手段・通信手段・表示範囲制御手段としてコンピュータを動作させるコンテン
ツ表示制御プログラムであり、本発明に係る記録媒体には、当該コンテンツ表示制御プロ
グラムが記録されている。
【００６５】
　このコンテンツ表示制御プログラムがコンピュータによって実行されると、当該コンピ
ュータは、上記コンテンツ表示装置として動作する。従って、上記コンテンツ表示装置と
同様に、コンテンツ切替指示を行う際に、ユーザは、視線を移動しコンテンツ切替指示受
付手段を視認して操作する必要が無いので、コンテンツ表示装置の操作性を向上させるこ
とが出来るという効果を奏する。
【００６６】
　一方、本発明に係るコンテンツ表示方法は、上記課題を解決するために、コンテンツを
画面上に表示するコンテンツ表示方法において、ユーザ操作によりコンテンツ切替指示受
付手段がユーザから前記コンテンツの切替指示を受け付けるコンテンツ切替指示受付ステ
ップと、コンテンツ選択手段が前記コンテンツ切替指示受付手段が受け付けた前記切替指
示に従い、前記コンテンツの識別子および保持場所記述子をエントリとしたリストである
コンテンツリスト内の前記エントリの記載順序に基づき、前記画面上に表示する前記コン
テンツを選択するコンテンツ選択ステップと、コンテンツ表示手段が前記コンテンツ選択
手段により選択された前記コンテンツを、前記画面上に表示させるコンテンツ表示ステッ
プとを含んだことを特徴とする。
【００６７】
　当該構成において、上記コンテンツ表示装置と同様に、ユーザが表示中のコンテンツを
切り替える際に、コンテンツ切替指示受付ステップにおいて、ホイールに指を当て、ホイ
ールを回転させる操作を行う。ユーザは、最初にホイールに指を当てる際には、ホイール
を視認する必要があるが、指をホイールに当てた後は、コンテンツの切替時に表示中のコ
ンテンツからホイールに視線を移動し、ホイールを視認する必要はない。
【００６８】
　上記の構成によれば、コンテンツ切替指示を行う際に、ユーザは、視線を移動しコンテ
ンツ切替指示受付手段を視認して操作する必要が無いので、コンテンツ表示装置の操作性
を向上させることが出来るという効果を奏する。
【００６９】
　なお、前記コンテンツリスト表示手段は、所定の時間が経過した場合、または利用者か
らの入力が受け付けられた場合、前記コンテンツリストの表示を、現在表示しているコン
テンツのタイトル名の表示に切り替えることを特徴とする構成でもよい。
【００７０】
　なお、前記制御切替指示受付手段は、前記コンテンツ切替指示受付手段および前記表示
範囲変更指示受付手段とは別に設けられたボタンであることを特徴とする構成でもよい。
【００７１】
　なお、前記制御切替指示受付手段は、前記コンテンツ表示装置の前記表示画面上に設け
られたタッチセンサであることを特徴とする構成でもよい。
【００７２】
　なお、前記制御切替指示受付手段は、画面上に前記スクロールモードと前記コンテンツ
切替モードとに応じた表示を行うことを特徴とする構成でもよい。
【００７３】
　なお、前記コンテンツ表示装置は、現在のモードが前記スクロールモードまたは前記コ
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ンテンツ切替モードのいずれであるかに応じて発光色を変更する発光手段をさらに備えた
ことを特徴とする構成でもよい。
【００７４】
　なお、前記コンテンツ表示装置は、現在画面に表示中のコンテンツの入手元および属性
に応じ、発光色を変更する発光手段をさらに備えたことを特徴とする構成でもよい。
【００７５】
　なお、前記コンテンツ表示装置は、現在画面に表示中のコンテンツの入手元および属性
に応じ、再生する音楽を変更する再生音楽変更手段をさらに備えたことを特徴とする構成
でもよい。
【００７６】
　前記コンテンツ選択手段および前記表示範囲制御手段は、別々のアプリケーションプロ
グラムであることを特徴とする構成でもよい。
【００７７】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、コンテンツ取得表示手段と、描画手段と、
コンテンツ制御指示手段と、コンテンツリスト保持手段と、コンテンツリスト解析手段と
を有し、上記コンテンツリスト解析手段は、上記コンテンツ制御指示手段からの指示に応
じて、上記コンテンツリスト保持手段に保持されているコンテンツリストより表示するコ
ンテンツを決定することを特徴とする構成でもよい。
【００７８】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、通信手段を備え、前記コンテンツ取得表示
手段は、上記通信手段を介してコンテンツを取得し、前記コンテンツリスト保持手段は、
上記通信手段を介してコンテンツリストを外部サーバから取得することを特徴とする構成
でもよい。
【００７９】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、コンテンツ取得表示手段は、コンテンツ制
御指示手段からのコンテンツ指定に先立って表示すべきコンテンツを、通信手段を介して
取得することを特徴とする構成でもよい。
【００８０】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、表示リスト生成手段を有し、コンテンツ表
示と共にコンテンツリストの少なくとも一部を表示することを特徴とする構成でもよい。
【００８１】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記コンテンツリスト生成手段は、前記コ
ンテンツ制御指示手段からの指示に応じてコンテンツリストを表示することを特徴とする
構成でもよい。
【００８２】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、事前取得されているタイトルには、事前取
得されていることを示すアイコンをあわせて表示することを特徴とする構成でもよい。
【００８３】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、事前取得されているタイトルには、事前取
得されているコンテンツ部品の量をあわせて表示することを特徴とする構成でもよい。
【００８４】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、一定時間後、もしくは利用者からの入力に
よってリスト表示から現在表示しているコンテンツのタイトル表示に変わることを特徴と
する構成でもよい。
【００８５】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記コンテンツ制御指示手段は、少なくと
も２方向への入力が可能であることを特徴とする構成でもよい。
【００８６】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記コンテンツ制御指示手段は、回転軸を
もった入力装置であることを特徴とする構成でもよい。
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【００８７】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記コンテンツ制御指示手段は、球体の入
力装置であることを特徴とする構成でもよい。
【００８８】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記コンテンツ制御指示手段は、静電パッ
ドであることを特徴とする構成でもよい。
【００８９】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、自動表示モード切り替え手段をさらに備え
、自動表示モードへの切り替えを行った後はコンテンツ制御指示手段からの入力なしに表
示制御を行うことを特徴とする構成でもよい。
【００９０】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、自動表示モードであるときに、コンテンツ
制御指示手段もしくは他の入力手段からの入力があると自動表示モードを解除することを
特徴とする構成でもよい。
【００９１】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記表示されるコンテンツは、メニュー画
面であることを特徴とする構成でもよい。
【００９２】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、表示しているコンテンツの描画制御を行う
描画制御手段と、前記コンテンツ制御指示手段からの入力に応じてコンテンツの描画制御
を行うように制御を切り替える、制御切替手段とことを特徴とする構成でもよい。
【００９３】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、表示しているコンテンツに応じてスクロー
ルの種類を変更することを特徴とする構成でもよい。
【００９４】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記描画制御手段は、表示しているコンテ
ンツに応じてスクロールさせる画面の範囲を変更することを特徴とする構成でもよい。
【００９５】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記動作モード切替手段は、コンテンツ制
御指示手段と別に設けられたボタンであることを特徴とする構成でもよい。
【００９６】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記動作モード切替手段は、コンテンツ制
御指示手段と別に設けられた静電式または感圧式の操作手段であることを特徴とする構成
でもよい。
【００９７】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記コンテンツ制御指示手段は、回転軸を
もち、押し込みが可能なったホイール装置の回転方向の操作であり、前記動作モード切替
手段は、回転軸と垂直方向の押し込み操作であることを特徴とする構成でもよい。
【００９８】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記動作モード切替手段は、表示画面に設
けられたタッチセンサーからの入力であることを特徴とする構成でもよい。
【００９９】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、タッチされた表示画面上のエリアに応じて
モードをコンテンツ切替とするかスクロールとするかを決定することを特徴とする構成で
もよい。
【０１００】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、スクロールが最後に達した上でさらに進む
方向の入力があった場合、もしくはスクロールが最初に達した上でさらに戻る方向の入力
があった場合に、動作モードをコンテンツ切替モードに切り替えることを特徴とする構成
でもよい。
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【０１０１】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、画面上に動作モードに応じた表示を行うこ
とを特徴とする構成でもよい。
【０１０２】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、発光手段をさらに備え、現在の前記制御切
替手段での動作モードに応じて発光色を変更することを特徴とする構成でもよい。
【０１０３】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、発光手段をさらに備え、現在の表示してい
るコンテンツの入手元や属性に応じて発光色を変更することを特徴とする構成でもよい。
【０１０４】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記発光手段は、コンテンツ制御指示手段
もしくは動作モード切替手段に設けられていることを特徴とする構成でもよい。
【０１０５】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、コンテンツ表示制御手段とコンテンツ表示
手段とは、別のアプリケーションプログラムにて実現されており、コンテンツの切替指示
はコンテンツ表示制御手段をもつプログラムに対して、コンテンツのスクロールはコンテ
ンツ表示手段をもつプログラムに対して制御されることを特徴とする構成でもよい。
【０１０６】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、コンテンツ表示手段をもつプログラムは、
ブラウザプログラムであることを特徴とする構成でもよい。
【０１０７】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、コンテンツ表示手段をもつプログラムは、
メニュー表示プログラムであることを特徴とする構成でもよい。
【０１０８】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、コンテンツ表示手段をもつプログラムは、
メールプログラムであることを特徴とする構成でもよい。
【０１０９】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、前記記載の端末を備えた、テレビ受像機で
あってもよい。
【０１１０】
　なお、本発明に係るコンテンツ表示装置は、携帯型であることを特徴とする構成でもよ
い。
【発明の効果】
【０１１１】
　本発明に係るコンテンツ表示装置は、ユーザ操作により前記コンテンツの切替指示を受
け付けるコンテンツ切替指示受付手段と、前記コンテンツ切替指示受付手段が受け付けた
前記切替指示に従い、前記コンテンツの識別子および保持場所記述子をエントリとしたリ
ストであるコンテンツリストにおいて定められた順序に基づき、前記画面上に表示する前
記コンテンツを選択するコンテンツ選択手段と、前記コンテンツ選択手段により選択され
た前記コンテンツを、前記画面上に表示させるコンテンツ表示手段とを備えたことを特徴
とする。
【０１１２】
　また、本発明に係るコンテンツ表示方法は、ユーザ操作によりコンテンツ切替指示受付
手段がユーザから前記コンテンツの切替指示を受け付けるコンテンツ切替指示受付ステッ
プと、コンテンツ選択手段が前記コンテンツ切替指示受付手段が受け付けた前記切替指示
に従い、前記コンテンツの識別子および保持場所記述子をエントリとしたリストであるコ
ンテンツリスト内の前記エントリの記載順序に基づき、前記画面上に表示する前記コンテ
ンツを選択するコンテンツ選択ステップと、コンテンツ表示手段が前記コンテンツ選択手
段により選択された前記コンテンツを、前記画面上に表示させるコンテンツ表示ステップ
とを含んだことを特徴とする。
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【０１１３】
　それ故、コンテンツ切替指示を行う際に、ユーザは、視線を移動しコンテンツ切替指示
受付手段を視認して操作する必要が無いので、コンテンツ表示装置の操作性を向上させる
ことが出来るという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１４】
　本発明の各実施形態について、図１～１８に基づいて説明すると以下の通りである。
【０１１５】
　［動作例１］
　＜インターネットコンテンツ閲覧時の動作＞
　図２（ａ）から図２（ｄ）において、本発明に係るコンテンツ表示装置の動作例として
、携帯型のコンテンツ表示装置１ａにおける動作例を示す。
【０１１６】
　図２（ａ）において、コンテンツ表示装置１ａの外観を示す。コンテンツ表示装置１ａ
の画面２上には、コンテンツとして、インターネット上のＷｅｂページが表示されている
。画面２の右上には、コンテンツリストの一部が、コンテンツリストウィンドウ３として
表示されている。コンテンツリストに登録された各ＵＲＬに対応する各Ｗｅｂページの切
り替え操作（コンテンツ切替モード）と、画面２上に表示された一つのＷｅｂページが一
度に表示出来ない場合の画面スクロール操作（スクロールモード）とにおいて、ホイール
４（コンテンツ切替指示受付手段）を回転させ、操作を行う。また、スクロールモードと
コンテンツ切替モードとのモード切り替えを、ホイール４（制御切替指示受付手段）の押
し込み操作により行う。
【０１１７】
　図２（ｂ）において、コンテンツ切替モードのときの、ホイール４を回転させる操作を
行った場合の画面遷移を示す。最初、あるＷｅｂページが画面２上に表示されている状態
から、ホイール４をユーザが回転（時計回り）させると、コンテンツリストに登録された
、次のコンテンツのＷｅｂページが表示される。ここでさらに続けてホイール４を回転さ
せると、コンテンツリストに登録された、さらに次のコンテンツのＷｅｂページが表示さ
れる。なお、コンテンツの切り替えに伴い、コンテンツリストウィンドウ４内に表示され
るコンテンツ名も切り替わる。なお、ホイール４を逆に回転（反時計回り）させると、元
のＷｅｂページの表示に戻していくことが出来る。
【０１１８】
　図２（ｃ）において、ホイール４を押し込む操作を行い、コンテンツ切替モードからス
クロールモードに切り替わる場合の画面遷移を示す。最初、あるＷｅｂページが、右上の
コンテンツリストウィンドウ３と共に表示されている。次に、ホイール４を押し込む操作
をユーザが行うと、コンテンツ切替モードからスクロールモードに移る。画面２上では、
コンテンツリストウィンドウ４が消え、代わりに、現在スクロールモードであることを示
す文字列「スクロールモード」が、画面２の右上に表示されている。
【０１１９】
　図２（ｄ）において、スクロールモードのときの、ホイール４を回転させる操作を行っ
た場合の画面遷移を示す。最初、あるＷｅｂページの上部が画面２上に表示されている状
態から、ホイール４をユーザが回転（時計回り）させると、そのＷｅｂページが上方にス
クロールすることにより、そのＷｅｂページの中間部が画面２上に表示される。ここでさ
らに続けてホイール４を回転させると、そのＷｅｂページがさらに上方にスクロールする
ことにより、そのＷｅｂページの下部が画面２上に表示される。なお、ホイール４を逆に
回転（反時計回り）させると、Ｗｅｂページを下方にスクロールしていくことが出来る。
【０１２０】
　［第１の実施の形態］
　本実施の形態においては、コンテンツリストに登録されたコンテンツを切り替えて表示
するコンテンツ表示装置について説明する。
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【０１２１】
　＜コンテンツ表示装置の構成＞
　図３において、本実施の形態に係るコンテンツ表示装置１の機能ブロック図を示す。
【０１２２】
　コンテンツ表示装置１は、通信部１０（通信手段）、入力部２０、コンテンツリスト保
持部３０、コンテンツリスト解析選択部４０（コンテンツ選択手段）、コンテンツ取得表
示部５０（コンテンツ表示手段）、表示部６０、操作指示受付部７０（コンテンツ切替指
示受付手段）、およびコンテンツ保持部８０を含んで構成される。
【０１２３】
　通信部１０は、外部との通信を行い、外部のサーバに対してコンテンツおよびコンテン
ツリストの要求を送信し、要求したコンテンツまたはコンテンツリストを外部のサーバか
ら受信する。受信したコンテンツリストは、コンテンツリスト保持部３０に渡し、受信し
たコンテンツは、コンテンツ取得表示部５０に渡す。
【０１２４】
　入力部２０は、コンテンツ名およびＵＲＬをユーザから受け付け、コンテンツリスト保
持部３０に渡す。
【０１２５】
　コンテンツリスト保持部３０は、コンテンツの、コンテンツ名とＵＲＬとをエントリと
して登録したコンテンツリストを保持している。コンテンツリストは、予めコンテンツリ
スト保持部３０に保持されていてもよいし、入力部２０を介して、ユーザにより登録され
てもよいし、通信部１０を介して外部のサーバから取得されてもよい。
【０１２６】
　なお、コンテンツリスト保持部３０は、通信部１０を介して外部からコンテンツリスト
を自発的に取得し、自身に保持するようにしてもよい。または、コンテンツリストを記憶
した外部記憶装置（外部メモリなど）がコンテンツ表示装置１に接続されている場合、コ
ンテンツリスト保持部３０は、この外部記憶装置にアクセスして、コンテンツリストを取
得し、自身に保持するようにしてもよい。
【０１２７】
　コンテンツリスト解析選択部４０は、コンテンツリスト保持部３０からコンテンツリス
トを取得し、各エントリとその記載順序を解釈する。そして、操作指示受付部７０から渡
されたコンテンツ切り替え指示に従い、コンテンツリスト内の各エントリに含まれるコン
テンツ名およびそのＵＲＬを、コンテンツ取得表示部５０に渡す。
【０１２８】
　コンテンツ取得表示部５０は、コンテンツリスト解析選択部４０から渡されたコンテン
ツ名のコンテンツが、既にコンテンツ保持部８０に保持されているか否かを判断し、保持
されている場合は、そのコンテンツをコンテンツ保持部８０から取得し、表示部６０を介
してユーザに提示する。保持されていない場合は、そのコンテンツのＵＲＬに基づき、通
信部１０を介して、コンテンツを外部から取得する。外部から取得されたコンテンツは、
コンテンツ保持部８０に渡され保持されると共に、表示部６０を介してユーザに提示され
る。
【０１２９】
　表示部６０は、液晶表示デバイスなどで構成され、コンテンツ取得表示部５０から表示
要求されたコンテンツを、画面２上に表示する。
【０１３０】
　操作指示受付部７０は、上記の動作例１において示すホイール４などので構成され、ユ
ーザからのコンテンツ切り替えの指示を受け付ける。受け付けられたコンテンツ切り替え
指示は、コンテンツリスト解析選択部４０に渡される。
【０１３１】
　コンテンツ保持部８０は、予め保存されたコンテンツを保持しており、コンテンツ取得
表示部５０からの要求に応じ、保持しているコンテンツを渡す。また、コンテンツ取得表
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示部５０からの特定のコンテンツの保持有無の問い合せに応答する。そして、保持してい
ないという応答を返したコンテンツが、通信部１０を介して外部から取得された際には、
そのコンテンツを保持する。
【０１３２】
　処理の流れに沿って説明すると、以下のとおりである。
【０１３３】
　ユーザからのコンテンツ切り替えの指示は、操作指示受付部７０を介して、コンテンツ
リスト解析選択部４０に伝えられる。コンテンツリスト解析選択部４０は、コンテンツリ
スト保持部３０に保持されているコンテンツリストを解析し、次に表示すべきコンテンツ
を選択し、コンテンツ取得表示部５０に選択したコンテンツの、コンテンツ名とＵＲＬと
を伝える。コンテンツ取得表示部５０は、指定されたコンテンツを、コンテンツ保持部８
０から、または通信部１０を介して外部から取得し、表示部６０を介して、ユーザに提示
する。
【０１３４】
　なお、コンテンツ取得表示部５０は、コンテンツリスト解析選択部４０からの指定に先
立って、コンテンツリスト解析選択部４０からコンテンツリストを予め取得し、その中の
幾つかのエントリについて、そのエントリに含まれるＵＲＬに基づき、コンテンツを先読
みすることも可能である。この場合、コンテンツ取得表示部５０は、コンテンツリスト解
析選択部４０からコンテンツリストを事前に取得し、コンテンツリストに記載されている
が、コンテンツ保持部８０に保持されていないコンテンツについて、通信部１０を介して
事前に取得しておく。コンテンツリスト解析選択部４０から、選択されたコンテンツの指
定が来た際には、事前に取得済みのコンテンツを表示部６０を介してユーザに提示するの
で、ユーザのコンテンツ切り替え指示操作から、コンテンツの提示までの時間を少なくす
ることが出来る。
【０１３５】
　＜コンテンツリストの一部を画面に表示（コンテンツリストウィンドウ）＞
　コンテンツの画面表示に際しては、コンテンツ自体の表示に加え、コンテンツリストの
少なくとも一部を、コンテンツリストウィンドウ３として画面上に表示し、さらに現在表
示中のコンテンツが、コンテンツリストのいずれのエントリに対応するかも画面上に表示
することにより、ユーザの利便性を向上させることが出来る。
【０１３６】
　図４において、コンテンツリストウィンドウ３を表示する機能を備えたコンテンツ表示
装置１ｂの機能ブロック図を示す。図３に示すコンテンツ表示装置１と異なる点は、コン
テンツリスト表示部９０が加えられている点である。
【０１３７】
　ユーザによるコンテンツの切り替え指示から、切り替えられたコンテンツの表示までの
流れは、コンテンツ表示装置１と同じである。コンテンツリスト表示部９０を設けたこと
により、コンテンツリスト解析選択部４０ｂは、選択したコンテンツ名とそのＵＲＬをコ
ンテンツ取得表示部５０に渡すと共に、コンテンツリストと選択したコンテンツ名とを、
コンテンツリスト表示部９０に渡す。コンテンツリスト表示部９０は、ユーザに提示する
コンテンツリストウィンドウ３を生成し、表示部６０を介して、画面２上に表示する。
【０１３８】
　図５において、コンテンツリストウィンドウ３の一例を示す。画面２は、コンテンツリ
スト解析選択部４０ｂにより選択されたコンテンツである、「ホームページー１」のＷｅ
ｂページが表示されている。
【０１３９】
　そして、画面２の右上には、コンテンツリストウィンドウ３が表示され、その上部には
、コンテンツリストのタイトル３０１である、「お気に入り一覧」が表示され、その下に
は、３つのコンテンツ名「ホームページー０」、「ホームページー１」、および「ホーム
ページー２」が表示されている。
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【０１４０】
　これら３つのコンテンツ名は、コンテンツリスト「お気に入り一覧」内における現在表
示しているコンテンツ名とその前後に記載されているコンテンツ名であり、並び順は、コ
ンテンツリスト「お気に入り一覧」内における、これらコンテンツ名を含むエントリの記
載順序に対応している。すなわち、コンテンツリスト「お気に入り一覧」内においては、
コンテンツ名「ホームページー１」を含むエントリの前に、コンテンツ名「ホームページ
ー０」を含むエントリが記載され、コンテンツ名「ホームページー１」を含むエントリの
後に、コンテンツ名「ホームページー２」を含むエントリの記載がある。
【０１４１】
　なお、ここではコンテンツリストへの記載順としたが、別途各エントリの順序を定めて
もよい。また、並び替え手段を設けることにより、エントリのコンテンツ名の名前順や更
新順によって並び替えを行うことも可能である。
【０１４２】
　現在表示されているコンテンツであるＷｅｂページホームページー１のコンテンツ名「
ホームページー１」は、このコンテンツ名が現在選択されていることを示す線により囲ま
れており、他のコンテンツ名から区別されている。
【０１４３】
　現在のコンテンツ名とその前後のコンテンツ名とを、コンテンツリストウィンドウ内に
表示することにより、ユーザは、次にコンテンツ切り替え指示を行うといずれのコンテン
ツが表示されるかを予め知ることが出来る。
【０１４４】
　なお、図５に示す例では、現在選択されているコンテンツのコンテンツ名とその前後１
つずつのコンテンツ名とが表示されているが、前後２つずつまたは３つずつのコンテンツ
名を表示してもよい。また、コンテンツリストの一部のみではなく、その全体を表示する
構成でも構わない。
【０１４５】
　＜コンテンツ先読みの状態表示＞
　コンテンツ取得表示部５０が、コンテンツリスト解析選択部でのコンテンツの選択に先
立って、コンテンツリスト内のコンテンツの先読みを行ってもよいことは先述したが、こ
の先読みの状態を、コンテンツリストウィンドウ３において、各コンテンツ名と併せてユ
ーザに提示してもよい。
【０１４６】
　先読みの状態としては、先読み対象のコンテンツの読み込みが既に完了したか否か、ま
た、読み込みが未完である場合は、どの程度の読み込みが完了しているかが挙げられる。
【０１４７】
　図６において、先読み状態の表示例を示す。図６（ａ）に示す例では、コンテンツ名「
ホームページー１」と「ホームページー２」の右側に、このコンテンツの先読みが既に完
了していることを示す丸印が表示されている。図６（ｂ）に示す例では、先読み対象であ
るコンテンツについて、コンテンツの読み込みがどの程度完了しているかが、それぞれグ
ラフにより表示されている。
【０１４８】
　なお、これら丸印およびグラフによる表示の他、コンテンツ名を表す文字の、フォント
の種類、フォントの大きさ、フォントの色を変えたり、背景色を変えたりすることにより
、先読みの状態を表示してもよい。
【０１４９】
　＜コンテンツリストウィンドウの表示タイミング＞
　コンテンツリストウィンドウ３を画面２上に表示するタイミングは、ユーザはがコンテ
ンツを切替えようとした時、すなわち、ユーザがコンテンツ切り替え指示を、操作指示受
付部７０に入力した時点であることが望ましい。具体的には、コンテンツリストウィンド
ウ３が画面２上に表示されていない状態において、最初に操作指示受付部７０からコンテ
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ンツリスト解析選択部４０ｂへ、コンテンツ切り替え指示の入力があった時に、コンテン
ツリスト表示部９０が、画面２上にコンテンツリストウィンドウを表示するのがよい。こ
の構成では、コンテンツ切り替え時以外は、コンテンツリストウィンドウ３は画面２上に
表示されないので、コンテンツリストウィンドウ３の表示により、画面２に表示中のコン
テンツの一部が隠されてしまうという問題点を回避できる。
【０１５０】
　＜時間経過によるコンテンツリストウィンドウ表示の変更＞
　コンテンツリストウィンドウ３の表示に際して、所定の時間が経過したことをトリガと
して、その表示内容を変更してもよい。所定の時間の経過を判断するためには、コンテン
ツリスト表示部９０が、時計部（図示せず）を備えていてもよいし、コンテンツ表示手段
１ｂが時計部を備え、所定の時間経過時に、コンテンツリスト表示部９０に時間の経過を
通知する構成でもよい。コンテンツリスト表示部９０は、所定の時間の経過をトリガとし
て、コンテンツリストウィンドウ３内の表示を変更する。
【０１５１】
　図７において、表示を変更する例を示す。図７（ａ）において、所定時間の経過後に、
図６に示すコンテンツリストウィンドウ３内の表示から遷移した表示例を示す。この例で
は、コンテンツリストウィンドウ３の表示内容を、現在表示しているコンテンツのコンテ
ンツ名表示に変更することにより、隠れていた「ＡＢＣＤＥＦＧ」などの文字が現れ、ユ
ーザが視認できる状態になっている。
【０１５２】
　このコンテンツ名のみの表示状態からさらに所定の時間が経過すると、図７（ｂ）に示
すように、アイコンのみが表示される状態に遷移してもよい。この例では、コンテンツリ
ストウィンドウ３をアイコンのみの表示に変更することにより、隠れていた「１２３４５
６」という文字が現れ、ユーザが視認できる状態になっている。
【０１５３】
　また、図７（ｂ）に示すアイコンのみの表示の状態から、さらに所定時間が経過すると
、アイコンも表示しない、すなわちコンテンツリストウィンドウ３を画面２上から完全に
消去する構成でもよい。
【０１５４】
　なお、コンテンツリストウィンドウ３の表示位置、コンテンツ名のみの表示状態の表示
位置、およびアイコンのみの表示状態の表示位置は、ユーザの指示により表示位置を移動
させる構成でもよい。
【０１５５】
　なお、コンテンツリストウィンドウ３の表示内容の遷移は、時間の経過をトリガとする
以外に、ユーザからの入力をトリガとして、表示内容の変更を行ってもよい。
【０１５６】
　＜操作指示受付部＞
　図８において、操作指示受付部７０の例を示す。
【０１５７】
　図８（ａ）に示す例は、先述のとおり、コンテンツ表示装置１ｂ本体に設けられた回転
式の入力装置、ホイール４である。このホイール４を、時計回り、または反時計回りに回
すことにより、コンテンツリスト内のコンテンツの切り替えを行う。
【０１５８】
　図８（ｂ）に示す例は、コンテンツ表示装置１ｂ本体に設けられた上下方向の入力が可
能なスイッチ５である。スイッチ５の「＋」および「－」の部分を押下することにより、
コンテンツの切り替えを行う。このスイッチ５は、静電式、感圧式などのタッチパッドで
あってもよいし、機械式スイッチであってもよい。また、コンテンツ切り替えにおいて、
２方向の入力を必要としない場合は、１方向、すなわちオン／オフのみのボタンを一つだ
け設ける構成でもよい。
【０１５９】
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　また、操作指示受付部７０として、コンテンツ表示装置１ｂ本体に設けられた、十字キ
ーや文字入力用のキーボード、マウススイッチ、トラックボールなどを利用しても構わな
い。
【０１６０】
　＜スライドショーモード＞
　コンテンツ表示装置１およびコンテンツ表示装置１ｂは、毎回ユーザからのコンテンツ
切り替え指示を受け付けることなしに、コンテンツリストに登録されたコンテンツを自動
的に、順に表示するスライドショーモードも備えた構成でもよい。
【０１６１】
　この構成の場合、例えば図９に示すように、操作指示受付部７０は、ホイールまたはス
イッチ５に加え、スライドショーボタン６も備える。
【０１６２】
　ユーザによるスライドショーボタン６の押下により、操作指示受付部７０を介して、ス
ライドショーモード実行指示が、コンテンツリスト解析選択部４０ｂに伝えられる。コン
テンツリスト解析選択部４０ｂは、時計部から一定の時間間隔の通知を受け、その通知を
トリガとして、コンテンツリスト保持部３０内のコンテンツリストに登録された順に、コ
ンテンツを選択する。コンテンツ選択後の処理手順は、先述のとおりである。
【０１６３】
　なお、スライドショーモード中に、操作指示受付部７０または入力部２０に対して、ユ
ーザからの入力があった場合、スライドショーモードを中止してもよい。また、スライド
ショーモードであるかなど、現在の表示モードをユーザに提示する発光部（図示せず）な
どを、コンテンツ表示装置１・１ｂに設けてもよい。
【０１６４】
　＜メール閲覧、メニュー画面表示、他機器操作への適用＞
　以上の説明においては、画面２に表示するコンテンツとして、Ｗｅｂページを想定して
説明を行った。これ以外に、本発明に係る切り替え技術は、メールアプリケーションを使
用して電子メールを閲覧する際に、内容を表示するメールを切り替える方法として、また
、コンテンツ表示装置のメニュー画面が複数ある場合に、それらメニュー画面を切り変え
る方法としても利用することができる。
【０１６５】
　図１０において、本発明に係る切り替え技術をメニュー画面の切り替えに適用した場合
の、コンテンツ表示装置１ｃの機能ブロック図を示す。
【０１６６】
　コンテンツ表示装置１ｃでは、コンテンツ取得表示部５０に代えて、メニュー画面生成
部５０ｃを設け、コンテンツ保持部８０に代えて、メニュー部品保持部８０ｃが設けられ
ている。
【０１６７】
　ユーザによる切り替え指示の受付から表示までの処理の流れは、既述の処理と同様であ
り、コンテンツリスト解析選択部４０ｃは、表示すべきメニューを選択した上で、メニュ
ー画面生成部５０ｃに、メニュー画面の生成を指示する。メニュー画面生成部５０ｃは、
指示されたメニュー画面を、メニュー部品保持部８０ｃに保持されているメニュー部品デ
ータを用いて生成し、表示部６０を介して表示する。メニュー部品データは、予めメニュ
ー部品保持部８０ｃに保持されていてもよいし、通信部１０を介して外部のサーバから取
得されてもよい。
【０１６８】
　なお、メニュー画面の切り替えを行う場合にも、コンテンツリスト表示部９０を用いる
ことにより、選択されたメニューについての情報を、画面２上に表示することが出来る。
【０１６９】
　さらに、コンテンツ取得表示部５０に代えて、他機器に対する制御部を設けることによ
り、コンテンツ切替と同じ操作によって他の機器の制御を行うことも可能である。コンテ
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ンツリスト解析選択部４０では、操作すべき内容を選択した上で、他機器制御部に対して
操作内容を指示する。他機器制御部では指示された内容に基づいて通信部を解して外部機
器に対する操作指示を行う。この例を用いることによって、例えば、手元の装置での制御
によって離れたリビングテレビで表示されるチャンネルやインターネットのホームページ
を変えることができる。また手元の端末での表示も合わせて行うことも可能である。この
例では、手元の端末で概要の表示を行い、離れたリビングテレビで本編再生を行うことが
できる。
【０１７０】
　［第２の実施の形態］
　本実施の形態においては、第１の実施の形態において説明した、コンテンツリストに登
録されたコンテンツを切り替えて表示する処理に加えて、現在表示中のコンテンツの表示
範囲を制御する処理を、ユーザが行う一連の操作として捉えた観点から総合的に最適化し
、操作性を向上させたコンテンツ表示装置について説明する。
【０１７１】
　なお、以下では、コンテンツリストに登録されたコンテンツを切り替えて表示する処理
を行う際の動作モードをコンテンツ切替モードと言い、現在表示中のコンテンツの表示範
囲を制御する処理を行う際の動作モードをスクロールモードという。
【０１７２】
　＜コンテンツ表示装置の構成＞
　図１において、本実施の形態におけるコンテンツ表示装置１ｄの機能ブロック図を示す
。図１に示す機能ブロック図のうち、第１の実施の形態、特に図３に示したコンテンツ表
示装置１と異なる点は、以下のとおりである。
【０１７３】
　コンテンツ表示装置１ｄは、コンテンツ表示装置１の備える機能ブロックに加え、制御
切替指示受付部１００（制御切替指示受付手段）および表示範囲制御部１１０（表示範囲
制御手段）を備える。
【０１７４】
　操作指示受付部７０ｄ（コンテンツ切替指示受付手段、表示範囲変更指示受付手段）は
、ユーザからの、コンテンツ切り替えの指示に加え、表示中のコンテンツの表示範囲を変
更する指示も受け付ける。受け付けられたコンテンツ切り替え指示および表示中のコンテ
ンツの表示範囲を変更する指示は、制御切替指示受付部１００に渡される。
【０１７５】
　制御切替指示受付部１００は、ユーザから、コンテンツ切り替えモードとスクロールモ
ードとを切り替える制御切り替え指示を受け付け、コンテンツ切り替えモードとスクロー
ルモードとを切り替える。また、制御切替指示受付部１００は、操作指示受付部７０ｄか
ら受け取ったコンテンツ切り替え指示および表示中のコンテンツの表示範囲を変更する指
示を、現在のモードに基づき、コンテンツリスト解析選択部４０および表示範囲制御部１
１０に振り分ける。
【０１７６】
　すなわち、現在のモードがコンテンツ切り替えモードである場合、制御切替指示受付部
１００は、操作指示受付部７０ｄから受け取った指示を、コンテンツ切り替え指示である
と認識し、コンテンツリスト解析選択部４０に渡す。また、現在のモードがスクロールモ
ードである場合、制御切替指示受付部１００は、操作指示受付部７０ｄから受け取った指
示を、表示中のコンテンツの表示範囲を変更する指示であると認識し、表示範囲制御部１
１０に渡す。
【０１７７】
　表示範囲制御部１１０は、現在表示中のコンテンツの表示範囲を、制御切替指示受付部
１００から受け取った、表示中のコンテンツの表示範囲を変更する指示に基づき、変更し
画面２上に表示する。
【０１７８】
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　＜表示範囲の制御＞
　表示範囲の変更制御とは、具体的には、例えば、表示中のコンテンツの、上下方向、左
右方向、または斜め方向の、行単位またはページ単位のスクロール、そして拡大表示また
は縮小表示である。コンテンツが画面２の一部分に表示されている場合は、その位置の変
更も、表示範囲の変更に含まれる。
【０１７９】
　スクロール単位は、１行単位、数行単位、半画面単位、全画面単位などでもよい。さら
に、スクロール単位をユーザが設定できるようにしてもよい。また、例えばコンテンツの
内容が文字中心の日記サイトである場合には行単位でスクロール、静止画像中心の写真サ
イトであれば半ページ単位、動画コンテンツのサムネイルであれば１ページ単位でスクロ
ールさせる、というようにコンテンツの種類に応じてスクロール単位を変更するようにし
てもよい。
【０１８０】
　また、表示範囲制御部１１０が、コンテンツの種類を判別することにより、スクロール
の種類、スクロールさせる箇所などを変更したりしてもよい。例えば、コンテンツがＷｅ
ｂページであれば画面全体のスクロールを行い、スケジュール表であればスケジュール内
容部分のみのスクロールを行うように制御できる。なお、スクロール方法の変更だけでは
なく、カレンダ表示の場合に表示月を入れ替えるなどの制御も可能である。
【０１８１】
　＜処理手順＞
　図１１において、本実施の形態におけるコンテンツ表示装置１ｄがユーザの指示を受け
付け、コンテンツの表示処理を行うまでの処理手順の概要を、フローチャートで示す。
【０１８２】
　まず、操作指示受付部７０ｄが、ユーザからの入力があったか否かを判断する（ステッ
プ１、以下Ｓ１と略す）。
【０１８３】
　ユーザからの入力があった場合は、次のＳ２に進む。
【０１８４】
　ユーザからの入力がない場合は、Ｓ１に戻る。
【０１８５】
　ユーザからの入力があった場合、操作指示受付部７０ｄが入力された指示を制御切替指
示受付部１００に渡し、制御切替指示受付部１００が、現在のモードがコンテンツ切替モ
ードかスクロールモードかを判断する（Ｓ２）。
【０１８６】
　現在のモードがコンテンツ切替モードの場合は、Ｓ３に進む。
【０１８７】
　現在のモードがスクロールモードの場合は、Ｓ４に進む。
【０１８８】
　現在のモードがコンテンツ切替モードの場合、制御切替指示受付部１００は、操作指示
受付部７０ｄからの入力を、コンテンツ切り替え指示であると認識し、コンテンツリスト
解析選択部４０に渡す。コンテンツリスト解析選択部４０は、受け取ったコンテンツ切り
替え指示とコンテンツリストとに基づき、次に表示すべきコンテンツを選択し、コンテン
ツ取得表示部５０に選択したコンテンツのコンテンツ名とＵＲＬとを渡す。コンテンツ取
得表示部５０は、ＵＲＬに基づき、必要に応じ通信部１０を介してコンテンツを取得し、
表示部６０ｄに渡す（Ｓ３）。その後、Ｓ５の処理に進む。
【０１８９】
　現在のモードがスクロールモードの場合、制御切替指示受付部１００は、操作指示受付
部７０ｄからの入力を、表示中のコンテンツの表示範囲を変更する指示であると認識し、
表示範囲制御部１１０に渡す。表示範囲制御部１１０は、受け取った表示範囲の変更指示
に基づき、表示中のコンテンツの表示範囲を変更して、表示部６０ｄに渡す（Ｓ４）。
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【０１９０】
　次に、表示部６０ｄは、コンテンツ取得表示部５０から受け取った表示すべきコンテン
ツ、または表示範囲制御部１１０から受け取った表示範囲を変更したコンテンツを、画面
２上に表示する（Ｓ５）。その後、Ｓ１に戻り処理を繰り返す。
【０１９１】
　＜制御切替指示受付部の例＞
　図１２において、制御切替指示受付部１００の例を示す。この例では、コンテンツ表示
装置１ｄの側面に、制御切替ボタン７を設けている。制御切替ボタン７を押下する度に、
コンテンツ切替モードとスクロールモードとが切り替わる。
【０１９２】
　操作指示受付部７０ｄ（（コンテンツ切替指示受付手段、表示範囲変更指示受付手段、
制御切替指示受付手段）が、図２または図８（ａ）に示すような回転可能なホイール４で
あり、回転軸と垂直方向に、コンテンツ表示装置１ｄ本体への押し込み操作が可能である
場合には、この押し込み操作を、モードの切り替え操作とすることも可能である。
【０１９３】
　また、新たな制御切替ボタン７を設ける代わりに、既にコンテンツ表示装置１ｄが画面
２上にタッチパネルを備えている場合は、このタッチパネルの所定の箇所へのタッチ操作
により、モードの切り替えを行ってもよい。
【０１９４】
　タッチパネルを用いる場合、コンテンツリストウィンドウが表示されている箇所以外の
エリアへのタッチをモード切替指示として認識するように、タッチパネル上のエリアを区
切ったり、コンテンツ切替モードへの切り替えとスクロールモードへの切り替えとで画面
２上のタッチエリアを区分したりしてもよい。
【０１９５】
　さらに、ユーザからの入力ではなく、計時手段を設けることにより一定期間後に自動的
にモードの切替を行ったり、表示されるコンテンツに応じて、例えば表示しているコンテ
ンツが一画面に表示されない場合には自動的にモードを切り替えてもよい。
【０１９６】
　なお、スクロールモードの際に、表示範囲がコンテンツの端に達した後に、さらに同方
向に表示範囲を移動させる指示が入力された場合は、その指示をトリガとして、スクロー
ルモードをコンテンツ切替モードに変更するようにしてもよい。例えば、この構成では、
Ｗｅｂページの下端までスクロールした後に、さらに同方向へスクロールさせる指示を行
うと、コンテンツリスト内の次のコンテンツの内容が表示され、Ｗｅｂページの上端まで
スクロールした後に、さらに同方向へスクロールさせる指示を行うと、コンテンツリスト
内の一つ前のコンテンツの内容が表示される。
【０１９７】
　＜モードの画面表示＞
　ユーザに対して、現在、コンテンツ表示装置がコンテンツ切替モードまたはスクロール
モードのいずれの動作モードであるかを通知するために、画面２上に、現在の動作モード
を表示することも可能である。
【０１９８】
　現在の動作モードを画面２上に表示することにより、ユーザは、操作指示受付部７０ｄ
への入力を行うと、コンテンツが切り替わる、またはコンテンツがスクロールする、いず
れの動作が行われるのかを判別できる。
【０１９９】
　現在の動作モードを画面２上に表示する構成の機能ブロック図は、第１の実施の形態に
おいて図４に示した、コンテンツリストウィンドウ３を画面２上に表示する構成の機能ブ
ロック図と同様であり、改めて図示は行わない。コンテンツリスト表示部９０が、動作モ
ードに応じた表示を生成し、表示部６０を介し画面２上に表示する。
【０２００】
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　図１３において、現在の動作モードを表示する画面の例を示す。
【０２０１】
　図１３（ａ）は、現在の動作モードがコンテンツ切替モードであることを示す画面の例
であり、画面２の右上にコンテンツリストウィンドウ３が表示されている。コンテンツリ
ストウィンドウ３内には、３つのコンテンツ名が表示されている。なお、この例では、動
作モードがコンテンツ切替モードであることを、コンテンツ名が並べて表示されたコンテ
ンツリストウィンドウ３の表示によりで示しているが、コンテンツリストウィンドウ３の
表示とは別に、動作モードアイコンを表示することにより動作モードを判別できるように
してもよい。
【０２０２】
　図１３（ｂ）は、現在の動作モードがスクロールモードであることを示す画面の例であ
り、画面２の右上にコンテンツリストウィンドウ３が表示されている。コンテンツリスト
ウィンドウ３内には、現在スクロールモードであることを示す「スクロールモード」の文
字列が表示されている。なお、動作モードがスクロールモードであることを示すために、
コンテンツリストウィンドウ３を画面２上から消去したり、コンテンツリストウィンドウ
３内の表示をコンテンツ切替モードとは異なる表示に変更したりしてもよい。異なる表示
に変更するとは、例えば、コンテンツリストウィンドウ３内の表示を、複数のコンテンツ
名を表示している状態から、現在表示中のコンテンツのコンテンツ名のみを表示する状態
に変更することなどをいう。
【０２０３】
　＜発光部による動作モードの表示＞
　動作モードを表示する方法として、コンテンツリストウィンドウ３等を画面２上へ表示
する以外に、コンテンツ表示装置上に設けた発光部の発光による通知方法を用いてもよい
。
【０２０４】
　図１４において、発光部（発光手段）１２０を備えたコンテンツ表示装置１ｅの機能ブ
ロック図を示す。発光部１２０は、制御切替指示受付部１００ｅから、現在の動作モード
がいずれであるかの情報を取得し、発光制御および発光を行う。コンテンツ表示装置１ｅ
の構成は、発光部１２０が追加された点を除き、コンテンツ表示装置１ｄの構成と同様で
ある。
【０２０５】
　図１５において、発光部１２０による動作モードの通知の例を示す。図１５（ａ）に示
す例では、発光部１２０として、ＬＥＤ８およびＬＥＤ９が設けられている。現在の動作
モードがコンテンツ切替モードである場合は、ＬＥＤ８が発光し、スクロールモードであ
る場合は、ＬＥＤ９が発光する。なお、発光部１２０を１つのＬＥＤとし、そのＬＥＤの
発光色を変更することにより、動作モードを区別して提示する構成でもよい。
【０２０６】
　図１５（ｂ）に示す例では、スイッチ５ａが操作指示受付部７０ｄ、制御切替指示受付
部１００ｅ、および発光部１２０を兼ねている。この構成により、ユーザは、スイッチ５
ａの操作時に、現在の動作モードを視認しやすくなる。
【０２０７】
　図１５（ｃ）において、図１５（ｂ）に示す構成の詳細例を示す。この例では、透明ま
たは半透明のスイッチ５ａの下に、ＬＥＤ５ｂを設けて、ＬＥＤ５ｂの発光色がスイッチ
５ａを通してユーザに視認されるようになっている。なお、スイッチ５ａは、静電パッド
、トラックボール、またはボタンであってもよいし、ＬＥＤ５ｂは、スイッチ５ａの表面
に備えられていてもよい。
【０２０８】
　＜多色発光の利用＞
　発光部１２０において、多色表示ができる発光素子を用いることにより、動作モードの
表示に加え、現在表示中のコンテンツの入手先、コンテンツの種類、またはコンテンツ表
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示装置の状態を表すように、発光部１２０の発光色を変える構成も可能である。
【０２０９】
　図１６において、この構成のコンテンツ表示装置１ｆの機能ブロック図を示す。機能ブ
ロック自体は、コンテンツ表示装置１ｅのものと同様であるが、発光部１２０ｆが、制御
切替指示受付部１００ｅから現在の動作モードがいずれであるかの情報を取得するのに加
えて、コンテンツ取得表示部５０ｆから現在表示中のコンテンツの属性情報を取得する点
が異なる。発光部（発光手段）１２０ｆは、動作モードおよびコンテンツの属性情報に応
じて、発光色を変更する。
【０２１０】
　例えば、表示中のコンテンツがコンテンツ表示装置１ｆ自身の機能を表すものであれば
青色、メニュー画面であれば緑色、インターネットから取得したコンテンツであれば赤色
を発光したり、表示中のコンテンツが動画コンテンツであれば青色、静止画コンテンツで
あれば緑色、ニュースであれば赤色を発光したりする。
【０２１１】
　さらに、動作モード表示も組み合わせて、上記発光色の発光に加え、スクロールモード
ではＬＥＤを点滅させたり、消灯したりすることなども可能である。
【０２１２】
　なお、コンテンツの属性は、ＨＴＭＬのタグ、コンテンツを再生するために使用するプ
ラグインまたはデコーダにより判別したり、別途サーバにコンテンツの属性を記述したフ
ァイルを設け、そのファイルの記述内容により判別したりする方法などがある。
【０２１３】
　＜音楽、音による動作モードの表示＞
　また、前記発光部の変わりに音声出力部（再生音楽変更手段）を設け、動作モードや現
在表示中のコンテンツの入手先、コンテンツの種類、またはコンテンツ表示装置の状態を
音声出力部により出力される音、音声、音楽により表す構成も可能である。なお、音声出
力部は、表示中のコンテンツの入手元および属性の少なくともいずれか一方に応じて、再
生する音楽（ＢＧＭ）を変更することもできる。
【０２１４】
　＜スライドショーボタン＞
　第１の実施の形態と同じく、図９に示すスライドショーボタン６を設けてもよい。この
機能および動作は先述のとおりである。
【０２１５】
　＜プログラムにより作成されたコンテンツの画面表示＞
　上記では、コンテンツとして、予め作成されたものの表示を説明したが、これに限らず
、一般的なアプリケーションプログラムがユーザによる処理指示の応答として生成する画
面も、本発明に係る技術では、コンテンツとして扱うことが出来る。
【０２１６】
　この場合、メール管理、ブラウザ、メニュー管理等の画面表示を行うコンテンツ表示プ
ログラムと、前記記述された制御方法によりコンテンツの切替制御を行うコンテンツ制御
プログラムを分離する。
【０２１７】
　コンテンツ制御プログラムはユーザからの入力を受け、前記記述のコンテンツ制御方法
に基づき表示するべきコンテンツを選択し、コンテンツ表示プログラムに制御を渡す。コ
ンテンツ表示プログラムは、コンテンツ取得表示部５０として機能する。コンテンツ表示
プログラムでの表示処理終了後、ユーザからの入力をコンテンツ制御プログラムにて取得
するためにコンテンツ表示プログラムからコンテンツ制御プログラムに対して制御の終了
を通知する。なお、コンテンツ制御プログラムへの制御移行については、計時処理を行い
、所定の時間経過後に、コンテンツ制御プログラムが制御を取り戻す処理を行ってもよい
。
【０２１８】
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　［動作例２］
　＜インターネットコンテンツ閲覧＞
　図１７（ａ）から図１７（ｅ）において、本発明に係るコンテンツ表示装置の動作例と
して、画面２上にタッチパネルを備えた携帯型のコンテンツ表示装置１ｇの動作例を示す
。
【０２１９】
　図１７（ａ）において、コンテンツ表示装置１ｇの外観を示す。コンテンツ表示装置１
ｇの画面２上には、コンテンツとして、インターネット上のＷｅｂページが表示されてい
る。画面２の右上には、コンテンツリストの一部が、コンテンツリストウィンドウ３とし
て表示されている。コンテンツ切替モードと、スクロールモードとにおいて、ホイール４
を回転させ、操作を行う。また、スクロールモードとコンテンツ切替モードとのモード切
り替えを、タッチパネルへのタッチ操作により行う。
【０２２０】
　図１７（ａ）に示す画面は、処理開始時の画面である。処理開始時に表示されるコンテ
ンツは、コンテンツ表示装置１ｇの初回起動時はコンテンツリストの先頭に記載されてい
るコンテンツであり、次回の起動時以降は前回終了時に表示していたコンテンツである。
前回終了時に表示していたコンテンツがいずれのコンテンツであるかの情報は、コンテン
ツリスト保持部３０またはコンテンツリスト解析選択部４０において、保持する。
【０２２１】
　図１７（ｂ）において、コンテンツ切替モードのときに、ホイール４を操作した場合の
画面遷移を示す。操作指示受付部７０であるホイール４を下方（時計回り）に回すと、コ
ンテンツリストに記載されているコンテンツが順番に表示される。
【０２２２】
　図１７（ｃ）において、動作モードの切り替え操作と画面遷移の例を示す。動作モード
切り替えのために、タッチパネルをペンなどでタッチすると、コンテンツ切替モードから
スクロールモードに切り替わる。コンテンツリストウィンドウ内の表示を変更することに
より、ユーザは動作モードの切り替えを視認できる。
【０２２３】
　図１７（ｄ）において、スクロールモードのときに、ホイール４を操作した場合の画面
遷移を示す。ホイール４を下方（時計回り）に回すと、表示中のコンテンツがスクロール
する。
【０２２４】
　図１７（ｅ）において、コンテンツリストの表示画面例を示す。コンテンツリストを表
示するために、別途、操作部を設けてもよい。
【０２２５】
　このように、ユーザは、コンテンツの選択からコンテンツの閲覧までの一連の操作を、
操作指示受付部７０を用いることにより、直感的な操作により行うことが出来る。
【０２２６】
　［動作例３］
　＜メニュー画面への適用＞
　図１８において、他の動作例として、メニュー画面に関する操作を示す。この例では、
コンテンツとしてメニュー画面を扱う。なお、操作指示受付部７０は、コンテンツ表示装
置１ｈの前面に設けられた、発光部１２０を備えた静電パッド５ｃとし、制御受付切替部
１００は、コンテンツ表示装置１ｈの側面に設けられたボタン７とする。
【０２２７】
　図１８（ａ）は、インターネットサービス情報も含んだメニュー画面、（ｂ）は、アプ
リケーション起動のためのメニュー画面、（ｃ）は、スケジュール情報を含んだメニュー
画面の例を示している。用途に応じて複数のメニュー画面を設けておく。
【０２２８】
　図１８（ｄ）において、静電パッド５ｃの「－」印の部分に触れた際の、メニュー画面
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が順番に表示される画面遷移の例を示す。
【０２２９】
　図１８（ｅ）において、ボタン７を押下した際の、コンテンツ（メニュー）切替モード
からスクロールモードへの画面遷移の例を示す。この例では、動作モードの変化が、スイ
ッチ５ｃの色の変化により示されており、色が赤色から青色に変化している。
【０２３０】
　なお、この例では、制御切替指示受付部１００であるボタン７を、静電パッド５ｃと別
に設けているが、ボタン７の代わりに、静電パッド５ｃの中央部分に触れることで代用さ
せてもよい。
【０２３１】
　また、他の操作入力方法として、制御切替指示受付部１００は、ユーザが静電パッド５
ｃの上下端の「＋」または「－」印部分に触れるとコンテンツ切替指示と解釈し、静電パ
ッド５ｃを上から下または下から上になぞるとスクロール指示と解釈する構成でもよい。
【０２３２】
　＜スクロール範囲＞
　コンテンツ表示装置１ｈがスクロールモードであるとき、静電パッド５ｃを操作すると
、特定の表示範囲のみがスクロールするようにしてもよい。図１８（ａ）の例であれば、
インターネットサービスのリスト表示部分のみがスクロールし、図１８（ｃ）または（ｅ
）の例であれば、スケジューラ画面のうち、個々のスケジュール部分のみがスクロールす
る。
【０２３３】
　＜補足事項＞
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０２３４】
　最後に、コンテンツ表示装置１・１ａ～１ｈの各ブロック、特にコンテンツリスト解析
選択部４０・４０ｂおよびコンテンツ取得表示５０・５０ｃ・５０ｆは、ハードウェアロ
ジックによって構成してもよいし、次のようにＣＰＵを用いてソフトウェアによって実現
してもよい。
【０２３５】
　すなわち、コンテンツ表示装置１・１ａ～１ｈは、各機能を実現する制御プログラムの
命令を実行するＣＰＵ（central processing unit）、上記プログラムを格納したＲＯＭ
（read only memory）、上記プログラムを展開するＲＡＭ（random access memory）、上
記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記憶装置（記録媒体）などを備えて
いる。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現するソフトウェアであるコンテンツ
表示装置１・１ａ～１ｈの制御プログラムのプログラムコード（実行形式プログラム、中
間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記録した記録
媒体を、上記コンテンツ表示装置１・１ａ～１ｈに供給し、そのコンピュータ（またはＣ
ＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することに
よっても、達成可能である。
【０２３６】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク系、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ／フラッ
シュＲＯＭ等の半導体メモリ系などを用いることができる。
【０２３７】
　また、コンテンツ表示装置１・１ａ～１ｈを通信ネットワークと接続可能に構成し、上
記プログラムコードを通信ネットワークを介して供給してもよい。この通信ネットワーク
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としては、特に限定されず、例えば、インターネット、イントラネット、エキストラネッ
ト、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（virtual private networ
k）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、通信ネットワ
ークを構成する伝送媒体としては、特に限定されず、例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳＢ
、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモ
コンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１無線、ＨＤＲ、携
帯電話網、衛星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。なお、本発明は、
上記プログラムコードが電子的な伝送で具現化された、搬送波に埋め込まれたコンピュー
タデータ信号の形態でも実現され得る。
【産業上の利用可能性】
【０２３８】
　本発明に係るコンテンツ表示装置は、コンテンツ切替指示を行う際に、ユーザは、視線
を移動しコンテンツ切替指示受付手段を視認して操作する必要が無いので、コンテンツ表
示装置の操作性を向上させることが出来るので、ユーザの視線の移動を減らすことによる
操作性向上が必要な用途にも適用できる。
【図面の簡単な説明】
【０２３９】
【図１】本発明の第２の実施の形態を示すものであり、コンテンツ表示装置の要部構成を
示す機能ブロック図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る携帯型コンテンツ表示装置の動作例を示す図で
あり、（ａ）は、コンテンツ表示装置の外観を示す図であり、（ｂ）は、コンテンツ切替
モードのときの、ホイールを回転させる操作を行った場合の画面遷移を示す図であり、（
ｃ）は、ホイールを押し込む操作を行い、コンテンツ切替モードからスクロールモードに
切り替わる場合の画面遷移を示す図であり、（ｄ）は、スクロールモードのときの、ホイ
ールを回転させる操作を行った場合の画面遷移を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態を示すものであり、コンテンツ表示装置の要部構成を
示す機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態を示すものであり、コンテンツリストウィンドウを表
示する機能を備えたコンテンツ表示装置の要部構成を示すブロック図である。
【図５】コンテンツリストウィンドウの一例を示す図である。
【図６】コンテンツリストウィンドウ内に、コンテンツの先読み状態を表示する例を示す
図であり、（ａ）は、先読みが完了したコンテンツに印を付けて表示する例を示す図であ
り、（ｂ）は、先読みの完了度合いをグラフにより表示する例を示す図である。
【図７】コンテンツリストウィンドウ内の表示を表示を変更する例を示す図であり、（ａ
）は、表示中のコンテンツ名のみを表示する例を示す図であり、（ｂ）は、アイコンのみ
を表示する例を示す図である。
【図８】本発明に係るコンテンツ表示装置の操作指示受付部の例を示す図であり、（ａ）
は、操作指示受付部をホイールとする例を示す図であり、（ｂ）は、操作指示受付部を２
方向入力可能なスイッチとする例を示す図である。
【図９】本発明に係るコンテンツ表示装置がスライドショーボタンを備える例を示す図で
ある。
【図１０】本発明に係る切り替え技術をメニュー画面の切り替えに適用した場合の、コン
テンツ表示装置の要部構成を示す機能ブロック図である。
【図１１】本発明に係るコンテンツ表示装置の処理手順の概要を示すフローチャートであ
る。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る制御切替指示受付部の例を示す図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態を示すものであり、現在の動作モードを表示する画
面の例を示す図であり、（ａ）は、現在の動作モードがコンテンツ切替モードであること
を示す画面の例であり、（ｂ）は、現在の動作モードがスクロールモードであることを示
す画面の例である。
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【図１４】本発明の第２の実施の形態を示すものであり、発光部を備えたコンテンツ表示
装置の要部構成を示す機能ブロック図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態を示すものであり、発光部１２０による動作モード
の通知の例を示す図であり、（ａ）は、発光部として、ＬＥＤを２個設ける例を示す図で
あり、（ｂ）は、操作指示受付部、制御切替指示受付部、および発光部を兼ねたスイッチ
の例を示す図であり、（ｃ）は、スイッチと発光部の位置関係を示す図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態を示すものであり、表示するコンテンツの内容によ
り発光色を変更する発光部を備えたコンテンツ表示装置の要部構成を示す機能ブロック図
である。
【図１７】本発明の第２の実施の形態を示すものであり、画面上にタッチパネルを備えた
携帯型のコンテンツ表示装置の動作例を示す図であり、（ａ）は、処理開始時の画面であ
り、（ｂ）は、コンテンツ切替モードのときに、ホイールを操作した場合の画面遷移を示
す図であり、（ｃ）は、動作モードの切り替え操作と画面遷移の例を示す図であり、（ｄ
）は、スクロールモードのときに、ホイールを操作した場合の画面遷移を示す図であり、
（ｅ）は、コンテンツリストの表示画面例を示す図である。
【図１８】本発明に係るコンテンツ表示装置のメニュー画面に関する操作を示す図であり
、（ａ）は、インターネットサービス情報も含んだメニュー画面の例であり、（ｂ）は、
アプリケーション起動のためのメニュー画面の例であり、（ｃ）は、スケジュール情報を
含んだメニュー画面の例であり、（ｄ）は、静電パッドの「－」印の部分に触れた際の、
メニュー画面が順番に表示される画面遷移の例を示す図であり、（ｅ）は、ボタンを押下
した際の、コンテンツ（メニュー）切替モードからスクロールモードへの画面遷移の例を
示す図である。
【符号の説明】
【０２４０】
　１、１ａ～１ｈ　　　　コンテンツ表示装置
　２　　　　　　　　　　画面
　３　　　　　　　　　　コンテンツリストウィンドウ
　４　　　　　　　　　　ホイール
　５、５ａ　　　　　　　スイッチ
　５ｂ　　　　　　　　　ＬＥＤ
　５ｃ　　　　　　　　　静電パッド
　６　　　　　　　　　　スライドショーボタン（スライドショーモード設定手段）
　７　　　　　　　　　　制御切替ボタン
　８、９　　　　　　　　ＬＥＤ
　１０　　　　　　　　　通信部（通信手段）
　２０　　　　　　　　　入力部
　３０　　　　　　　　　コンテンツリスト保持部（コンテンツリスト取得手段）
　４０、４０ｂ、４０ｃ　コンテンツリスト解析選択部（コンテンツ選択手段）
　５０、５０ｆ　　　　　コンテンツ取得表示部（コンテンツ表示手段）
　５０ｃ　　　　　　　　メニュー画面生成部（コンテンツ表示手段）
　６０、６０ｄ　　　　　表示部
　７０、７０ｄ　　　　　操作指示受付部（コンテンツ切替指示受付手段、表示範囲変更
指示受付手段）
　８０　　　　　　　　　コンテンツ保持部
　８０ｃ　　　　　　　　メニュー部品保持部
　９０　　　　　　　　　コンテンツリスト表示部（コンテンツリスト表示手段）
　１００、１００ｅ　　　制御切替指示受付部（制御切替指示受付手段）
　１１０　　　　　　　　表示範囲制御部（表示範囲制御手段）
　１２０、１２０ｆ　　　発光部（発光手段）
　３０１　　　　　　　　コンテンツリストのタイトル
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