
JP 4784656 B2 2011.10.5

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面を有するとともに前記表示画面に情報を表示することが可能である表示部と、
　情報の入力を受け付けることが可能である入力部と、
　オブジェクトを示すオブジェクト情報と前記オブジェクトの関連性を示す関連性情報と
が対応付けられてなる関連情報を複数と、ユーザによって現在選択されている前記オブジ
ェクト情報または前記関連性情報である選択情報とを記憶する記憶部と、
　前記記憶部が記憶する前記選択情報を前記表示画面の所定位置である選択情報表示位置
に表示する処理を前記表示部に実行させるとともに、前記選択情報表示位置を基準として
、所定の第１方向に所定の長さ離れた位置である第１選択候補情報表示位置に、前記選択
情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうちの１つであ
る第１選択候補情報を表示する処理を前記表示部に実行させ、前記第１方向と逆方向であ
る第２方向に所定の長さ離れた位置である第２選択候補情報表示位置に、前記選択情報と
対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうちで前記第１選択候
補情報以外の１つである第２選択候補情報を表示する処理を前記表示部に実行させる制御
部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　前記入力部を介して前記第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付けると、前記
記憶部が記憶する前記選択情報を前記第２選択候補情報表示位置に表示する処理を前記表
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示部に実行させるとともに、前記第１選択候補情報によって前記記憶部が記憶する前記選
択情報を更新して当該選択情報を前記選択情報表示位置に表示する処理を前記表示部に実
行させ、当該選択情報に対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報
のうちで前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを前記第１選択候補
情報表示位置に表示させる処理を前記表示部に実行させ、
　前記記憶部は、
　前記関連性情報と前記オブジェクト情報とに、前記表示部に前記関連性情報または前記
オブジェクト情報を表示させる際の優先度をさらに対応付けて記憶し、
　前記制御部は、
　前記選択情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうち
で、前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の中で、最も高い前記優先度に
対応付けられているものを前記第１選択候補情報表示位置に表示させる情報として決定し
、
　前記制御部は、
　前記入力部を介して前記第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付けると、さら
に、移動した旨を示す軌跡を前記第２選択候補情報表示位置から前記選択情報表示位置ま
で表示する処理を前記表示部に実行させる、情報処理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記入力部を介して選択候補情報を更新する旨を示す情報の入力を受け付けると、前記
選択情報に対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうちで前記
第１選択候補情報表示位置に表示された情報および前記第２選択候補情報表示位置に表示
された情報以外の１つによって前記第１選択候補情報表示位置に表示された情報を更新す
る処理を前記表示部に実行させる、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、
　前記選択情報が追加される選択履歴情報をさらに記憶することが可能であり、
　前記制御部は、
　前記記憶部が記憶する前記選択情報を更新するに際して前記選択情報を前記記憶部が記
憶する前記選択履歴情報に追加し、前記入力部を介してユーザのお気に入りである旨を示
す情報の入力を受け付けると、前記選択履歴情報に追加された前記選択情報に対応付けて
前記ユーザのお気に入りである旨を示すブックマーク情報を前記記憶部に記憶させ、前記
入力部を介して前記お気に入りの情報に戻る旨を示す情報の入力を受け付けると、前記ブ
ックマーク情報に対応付けられている前記選択情報の１つ前まで新しく追加された順に前
記選択情報を削除するとともに、前記ブックマーク情報に対応付けられている前記選択情
報を前記選択情報表示位置に表示する処理を前記表示部に実行させる、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記入力部を介して前記第２方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付けると、前記
記憶部が記憶する前記選択情報を前記第１選択候補情報表示位置に表示する処理を前記表
示部に実行させるとともに、前記第２選択候補情報によって前記記憶部が記憶する前記選
択情報を更新して当該選択情報を前記選択情報表示位置に表示する処理を前記表示部に実
行させ、当該選択情報に対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報
のうちで前記第１選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを前記第２選択候補
情報表示位置に表示させる処理を前記表示部に実行させる、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
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　さらに、前記選択情報表示位置を基準として、所定の第３方向に所定の長さ離れた位置
である第３選択候補情報表示位置に、前記選択情報と対応付けられている前記オブジェク
ト情報または前記関連性情報のうちで前記第１選択候補情報および前記第２選択候補情報
以外の１つである第３選択候補情報を表示する処理を前記表示部に実行させ、前記第３方
向と逆方向である第４方向に所定の長さ離れた位置である第４選択候補情報表示位置に、
前記選択情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうちで
前記第１選択候補情報、前記第２選択候補情報および前記第３選択候補情報以外の１つで
ある第４選択候補情報を表示する処理を前記表示部に実行させる、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記入力部を介して前記第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付けると、前記
記憶部が記憶する前記選択情報を前記第２選択候補情報表示位置に表示する処理を前記表
示部に実行させるとともに、前記第１選択候補情報によって前記記憶部が記憶する前記選
択情報を更新して当該選択情報を前記選択情報表示位置に表示する処理を前記表示部に実
行させ、当該選択情報に対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報
のうちで前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを前記第１選択候補
情報表示位置に表示させる処理を前記表示部に実行させ、当該選択情報に対応付けられて
いる前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうちで前記第１選択候補情報表示位置
に表示された情報および前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを前
記第３選択候補情報表示位置に表示させ、当該選択情報に対応付けられている前記オブジ
ェクト情報または前記関連性情報のうちで前記第１選択候補情報表示位置に表示された情
報、前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報および前記第３選択候補情報表示位
置に表示された情報以外の１つを前記第４選択候補情報表示位置に表示させる、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記記憶部は、
　前記関連性情報と前記オブジェクト情報とに、前記表示部に前記関連性情報または前記
オブジェクト情報を表示させる際の優先度をさらに対応付けて記憶し、
　前記制御部は、
　前記選択情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうち
で、前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の中で、前記優先度に対応付け
られているものを前記優先度の降順に前記第１選択候補情報表示位置、前記第３選択候補
情報表示位置および前記第４選択候補情報表示位置に表示させる、
　請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　さらに、前記第１選択候補情報表示位置を基準として、前記第１方向および前記第４方
向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、前記第１選択候補情報と対応付けられている前
記オブジェクト情報または前記関連性情報を表示する処理を前記表示部に実行させ、前記
第２選択候補情報表示位置を基準として、前記第２方向および前記第３方向のそれぞれに
所定の長さ離れた位置に、前記第２選択候補情報と対応付けられている前記オブジェクト
情報または前記関連性情報を表示する処理を前記表示部に実行させ、前記第３選択候補情
報表示位置を基準として、前記第１方向および前記第３方向のそれぞれに所定の長さ離れ
た位置に、前記第３選択候補情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記
関連性情報を表示する処理を前記表示部に実行させ、前記第４選択候補情報表示位置を基
準として、前記第２方向および前記第４方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、前記
第４選択候補情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報を表
示する処理を前記表示部に実行させる、
　請求項５に記載の情報処理装置。
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【請求項９】
　表示画面を有するとともに前記表示画面に情報を表示することが可能である表示部と、
情報の入力を受け付けることが可能である入力部と、オブジェクトを示すオブジェクト情
報と前記オブジェクトの関連性を示す関連性情報とが対応付けられてなる関連情報を複数
と、ユーザによって現在選択されている前記オブジェクト情報または前記関連性情報であ
る選択情報とを記憶する記憶部と、制御部とを備える情報処理装置が、前記制御部によっ
て、
　前記記憶部が記憶する前記選択情報を前記表示画面の所定位置である選択情報表示位置
に表示する処理を前記表示部に実行させるとともに、前記選択情報表示位置を基準として
、所定の第１方向に所定の長さ離れた位置である第１選択候補情報表示位置に、前記選択
情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうちの１つであ
る第１選択候補情報を表示する処理を前記表示部に実行させるステップと、
　前記第１方向と逆方向である第２方向に所定の長さ離れた位置である第２選択候補情報
表示位置に、前記選択情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性
情報のうちで前記第１選択候補情報以外の１つである第２選択候補情報を表示する処理を
前記表示部に実行させるステップと、
　を含み、
　前記制御部は、
　前記入力部を介して前記第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付けると、前記
記憶部が記憶する前記選択情報を前記第２選択候補情報表示位置に表示する処理を前記表
示部に実行させるとともに、前記第１選択候補情報によって前記記憶部が記憶する前記選
択情報を更新して当該選択情報を前記選択情報表示位置に表示する処理を前記表示部に実
行させ、当該選択情報に対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報
のうちで前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを前記第１選択候補
情報表示位置に表示させる処理を前記表示部に実行させ、
　前記記憶部は、
　前記関連性情報と前記オブジェクト情報とに、前記表示部に前記関連性情報または前記
オブジェクト情報を表示させる際の優先度をさらに対応付けて記憶し、
　前記制御部は、
　前記選択情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうち
で、前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の中で、最も高い前記優先度に
対応付けられているものを前記第１選択候補情報表示位置に表示させる情報として決定し
、
　前記制御部は、
　前記入力部を介して前記第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付けると、さら
に、移動した旨を示す軌跡を前記第２選択候補情報表示位置から前記選択情報表示位置ま
で表示する処理を前記表示部に実行させる、情報処理方法。
【請求項１０】
　コンピュータを、
　表示画面を有するとともに前記表示画面に情報を表示することが可能である表示部と、
　情報の入力を受け付けることが可能である入力部と、
　オブジェクトを示すオブジェクト情報と前記オブジェクトの関連性を示す関連性情報と
が対応付けられてなる関連情報を複数と、ユーザによって現在選択されている前記オブジ
ェクト情報または前記関連性情報である選択情報とを記憶する記憶部と、
　前記記憶部が記憶する前記選択情報を前記表示画面の所定位置である選択情報表示位置
に表示する処理を前記表示部に実行させるとともに、前記選択情報表示位置を基準として
、所定の第１方向に所定の長さ離れた位置である第１選択候補情報表示位置に、前記選択
情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうちの１つであ
る第１選択候補情報を表示する処理を前記表示部に実行させ、前記第１方向と逆方向であ
る第２方向に所定の長さ離れた位置である第２選択候補情報表示位置に、前記選択情報と
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対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうちで前記第１選択候
補情報以外の１つである第２選択候補情報を表示する処理を前記表示部に実行させる制御
部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　前記入力部を介して前記第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付けると、前記
記憶部が記憶する前記選択情報を前記第２選択候補情報表示位置に表示する処理を前記表
示部に実行させるとともに、前記第１選択候補情報によって前記記憶部が記憶する前記選
択情報を更新して当該選択情報を前記選択情報表示位置に表示する処理を前記表示部に実
行させ、当該選択情報に対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報
のうちで前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを前記第１選択候補
情報表示位置に表示させる処理を前記表示部に実行させ、
　前記記憶部は、
　前記関連性情報と前記オブジェクト情報とに、前記表示部に前記関連性情報または前記
オブジェクト情報を表示させる際の優先度をさらに対応付けて記憶し、
　前記制御部は、
　前記選択情報と対応付けられている前記オブジェクト情報または前記関連性情報のうち
で、前記第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の中で、最も高い前記優先度に
対応付けられているものを前記第１選択候補情報表示位置に表示させる情報として決定し
、
　前記制御部は、
　前記入力部を介して前記第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付けると、さら
に、移動した旨を示す軌跡を前記第２選択候補情報表示位置から前記選択情報表示位置ま
で表示する処理を前記表示部に実行させる、情報処理装置として機能させるためのプログ
ラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来では、人と人との関連性をネットワーク図で見せることが多かった。例えば、ｍｉ
ｘｉＧｒａｐｈは、マイミクシィの関連図を辿り、ネットワークとして表示させる仕組み
である。これによれば、人と人との関連性は視覚的に確認できるが、単に「友達」である
こと以外の様々な関連性を表示させることが難しい上に、関連性を辿るためには複雑なポ
インタ操作（マウス操作）が必要になる。
【０００３】
　また、コンテンツとコンテンツのような関連を表示させる仕組みとして、Ａｍａｚｏｎ
（登録商標）では、ある商品を検索した場合に、関連する商品が表示される仕組みになっ
ている。その商品をクリックすることで、さらに関連するコンテンツを探すことができる
が、次から次へと商品を検索すると、現在のコンテンツに至るまでの関連性が把握しづら
くなる。
【０００４】
　また、情報の発信者が自分の社会ネットワークに基づいて、特定の範囲の者との間での
み情報を共有するように簡便に設定する技術が開示されている（例えば、特許文献１参照
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】特開２００７－５２５５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述したような技術によれば、人やコンテンツ等のオブジェクトの関連
性を視覚的にわかりやすく表示でき、関連のあるオブジェクトを複雑な操作なしで簡単に
調べることができないという問題があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、オブジェクトの関連性を視覚的にわかりやすく表示でき、関連のあるオブジェクトを
複雑な操作なしで簡単に調べることが可能な、新規かつ改良された技術を提供しようとす
るものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、表示画面を有するとともに表
示画面に情報を表示することが可能である表示部と、情報の入力を受け付けることが可能
である入力部と、オブジェクトを示すオブジェクト情報とオブジェクトの関連性を示す関
連性情報とが対応付けられてなる関連情報を複数と、ユーザによって現在選択されている
オブジェクト情報または関連性情報である選択情報とを記憶する記憶部と、記憶部が記憶
する選択情報を表示画面の所定位置である選択情報表示位置に表示する処理を表示部に実
行させるとともに、選択情報表示位置を基準として、所定の第１方向に所定の長さ離れた
位置である第１選択候補情報表示位置に、選択情報と対応付けられているオブジェクト情
報または関連性情報のうちの１つである第１選択候補情報を表示する処理を表示部に実行
させ、第１方向と逆方向である第２方向に所定の長さ離れた位置である第２選択候補情報
表示位置に、選択情報と対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで
第１選択候補情報以外の１つである第２選択候補情報を表示する処理を表示部に実行させ
る制御部と、を備える情報処理装置が提供される。
【０００９】
　上記した制御部は、入力部を介して第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付け
ると、記憶部が記憶する選択情報を第２選択候補情報表示位置に表示する処理を表示部に
実行させるとともに、第１選択候補情報によって記憶部が記憶する選択情報を更新して当
該選択情報を選択情報表示位置に表示する処理を表示部に実行させ、当該選択情報に対応
付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで第２選択候補情報表示位置に
表示された情報以外の１つを第１選択候補情報表示位置に表示させる処理を表示部に実行
させることとしてもよい。
 
【００１０】
　上記した記憶部は、関連性情報とオブジェクト情報とに、表示部に関連性情報またはオ
ブジェクト情報を表示させる際の優先度をさらに対応付けて記憶し、上記した制御部は、
選択情報と対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで、第２選択候
補情報表示位置に表示された情報以外の中で、最も高い優先度に対応付けられているもの
を第１選択候補情報表示位置に表示させる情報として決定することとしてもよい。
【００１１】
　上記した制御部は、入力部を介して選択候補情報を更新する旨を示す情報の入力を受け
付けると、選択情報に対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで第
１選択候補情報表示位置に表示された情報および第２選択候補情報表示位置に表示された
情報以外の１つによって第１選択候補情報表示位置に表示された情報を更新する処理を表
示部に実行させることとしてもよい。
【００１２】
　上記した制御部は、入力部を介して第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付け
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ると、さらに、移動した旨を示す軌跡を第２選択候補情報表示位置から選択情報表示位置
まで表示する処理を表示部に実行させることとしてもよい。
【００１３】
　上記した記憶部は、選択情報が追加される選択履歴情報をさらに記憶することが可能で
あり、上記した制御部は、記憶部が記憶する選択情報を更新するに際して選択情報を記憶
部が記憶する選択履歴情報に追加し、入力部を介してユーザのお気に入りである旨を示す
情報の入力を受け付けると、選択履歴情報に追加された選択情報に対応付けてユーザのお
気に入りである旨を示すブックマーク情報を記憶部に記憶させ、入力部を介してお気に入
りの情報に戻る旨を示す情報の入力を受け付けると、ブックマーク情報に対応付けられて
いる選択情報の１つ前まで新しく追加された順に選択情報を削除するとともに、ブックマ
ーク情報に対応付けられている選択情報を選択情報表示位置に表示する処理を表示部に実
行させることとしてもよい。
【００１４】
　上記した制御部は、入力部を介して第２方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付け
ると、記憶部が記憶する選択情報を第１選択候補情報表示位置に表示する処理を表示部に
実行させるとともに、第２選択候補情報によって記憶部が記憶する選択情報を更新して選
択情報を選択情報表示位置に表示する処理を表示部に実行させ、選択情報に対応付けられ
ているオブジェクト情報または関連性情報のうちで第１選択候補情報表示位置に表示され
た情報以外の１つを第２選択候補情報表示位置に表示させる処理を表示部に実行させるこ
ととしてもよい。
 
【００１５】
　上記した制御部は、さらに、選択情報表示位置を基準として、所定の第３方向に所定の
長さ離れた位置である第３選択候補情報表示位置に、選択情報と対応付けられているオブ
ジェクト情報または関連性情報のうちで第１選択候補情報および第２選択候補情報以外の
１つである第３選択候補情報を表示する処理を表示部に実行させ、第３方向と逆方向であ
る第４方向に所定の長さ離れた位置である第４選択候補情報表示位置に、選択情報と対応
付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで第１選択候補情報、第２選択
候補情報および第３選択候補情報以外の１つである第４選択候補情報を表示する処理を表
示部に実行させることとしてもよい。
【００１６】
　上記した制御部は、入力部を介して第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け付け
ると、記憶部が記憶する選択情報を第２選択候補情報表示位置に表示する処理を表示部に
実行させるとともに、第１選択候補情報によって記憶部が記憶する選択情報を更新して選
択情報を選択情報表示位置に表示する処理を表示部に実行させ、選択情報に対応付けられ
ているオブジェクト情報または関連性情報のうちで第２選択候補情報表示位置に表示され
た情報以外の１つを第１選択候補情報表示位置に表示させる処理を表示部に実行させ、選
択情報に対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで第１選択候補情
報表示位置に表示された情報および第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１
つを第３選択候補情報表示位置に表示させ、選択情報に対応付けられているオブジェクト
情報または関連性情報のうちで第１選択候補情報表示位置に表示された情報、第２選択候
補情報表示位置に表示された情報および第３選択候補情報表示位置に表示された情報以外
の１つを第４選択候補情報表示位置に表示させることとしてもよい。
 
【００１７】
　上記した記憶部は、関連性情報とオブジェクト情報とに、表示部に関連性情報またはオ
ブジェクト情報を表示させる際の優先度をさらに対応付けて記憶し、上記した制御部は、
選択情報と対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで、第２選択候
補情報表示位置に表示された情報以外の中で、優先度に対応付けられているものを優先度
の降順に第１選択候補情報表示位置、第３選択候補情報表示位置および第４選択候補情報
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表示位置に表示させることとしてもよい。
【００１８】
　上記した制御部は、さらに、第１選択候補情報表示位置を基準として、第１方向および
第４方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、第１選択候補情報と対応付けられている
オブジェクト情報または関連性情報を表示する処理を表示部に実行させ、第２選択候補情
報表示位置を基準として、第２方向および第３方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に
、第２選択候補情報と対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報を表示する
処理を表示部に実行させ、第３選択候補情報表示位置を基準として、第１方向および第３
方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、第３選択候補情報と対応付けられているオブ
ジェクト情報または関連性情報を表示する処理を表示部に実行させ、第４選択候補情報表
示位置を基準として、第２方向および第４方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、第
４選択候補情報と対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報を表示する処理
を表示部に実行させることとしてもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように本発明によれば、オブジェクトの関連性を視覚的にわかりやすく表
示でき、関連のあるオブジェクトを複雑な操作なしで簡単に調べることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。
【図２】情報処理装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図３】システムの全体像を示す図である。
【図４】オブジェクト情報と関連性情報との概念モデルを示す図である。
【図５】システムの全体フローを示す図である。
【図６】オブジェクト情報を中央に表示した場合における表示例を示す図である。
【図７】関連性情報を中央に表示した場合における表示例を示す図である。
【図８】図６と図７とをさらに拡張してモデル化した図である。
【図９】表示対象を変更した後における表示例を示す図である。
【図１０】深さを２として表示した場合における表示例を示す図である。
【図１１】データベースに格納されているデータの例を示す図である。
【図１２】深さによって取得できる情報が変わる様子を示す図である。
【図１３】関連性検索結果の表示例を示す図である。
【図１４】画面表示を実行するための処理の流れを示すフローチャートである。
【図１５】表示領域の一例を示す図である。
【図１６】表示対象の変更前および変更後における表示例を示す図である。
【図１７】表示対象を右に変更した場合における表示例を示す図である。
【図１８】開始時から現在に至るまでの経路スタックを示す図である。
【図１９】情報処理装置を実装した場合における画面表示イメージ図である。
【図２０】データスコアと検索数とを保持する関連テーブルの構成例を示す図である。
【図２１】情報処理装置を実装した場合における画面表示イメージ図である。
【図２２】深さに応じた表示を行う処理の流れを示すフローチャートである。
【図２３】図１７に示した例の変形例を示す図である。
【図２４】選択履歴情報を木構造で表した図である。
【図２５】選択履歴情報をスタックで表した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。なお、説明は以下の順序で行う。
【００２２】
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１．　　第１実施形態
　１－１．　情報処理装置の機能構成
　１－２．　情報処理装置のハードウェア構成
　１－３．　情報処理装置の詳細説明
２．　　本実施形態の変形例
３．　　まとめ
 
【００２３】
＜１．第１実施形態＞
　本発明の第１実施形態について説明する。
【００２４】
［１－１．情報処理装置の機能構成］
　本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の機能構成について説明する。図１は、本
発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の機能構成を示すブロック図である。以下、図
１を用いて本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置の機能構成について説明する。
【００２５】
　情報処理装置１００は、入力部１０１と、制御部１０２と、表示部１０３と、記憶部１
０４とを備えるものである。
【００２６】
　入力部１０１は、例えば、入力装置等から構成され、ユーザからの情報の入力を受け付
ける機能を有するものである。本実施形態では、例えば、ユーザから各種のアプリケーシ
ョンを起動する操作等の入力を受け付ける機能を有する。
【００２７】
　記憶部１０４は、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の磁気記憶部
デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、光磁気記憶デバイス等により構成され
る。記憶部１０４は、各種プログラムやデータを記憶するものであり、ストレージ装置等
によって構成される。本実施形態では、記憶部１０４は、オブジェクトを示すオブジェク
ト情報とオブジェクトの関連性を示す関連性情報とが対応付けられてなる関連情報を複数
と、ユーザによって現在選択されているオブジェクト情報または関連性情報である選択情
報とを記憶する。ここで、オブジェクトは特に限定されるものではなく、例えば、人物や
動物などの生物であってもよいし、コンテンツなどの物であってもよい。オブジェクト情
報はオブジェクトを特定するための情報であれば特に限定されるものではなく、例えば、
オブジェクトの名称であってもよく、オブジェクトの画像データ等であってもよい。また
、関連性情報は特に限定されるものではなく、例えば、オブジェクトが属するグループを
特定するための情報等であってもよい。
【００２８】
　表示部１０３は、表示画面を有するとともにその表示画面に情報を表示することが可能
である。表示部１０３は、例えば、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）ディス
プレイ装置、液晶ディスプレイ装置、プラズマディスプレイ装置、ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ
Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）ディスプレイ装置、ランプなどの表示装置など、取得した情
報をユーザに対して視覚的に通知することが可能な装置で構成される。
【００２９】
　制御部１０２は、例えば、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ
）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等から構成されるものである。制御部１０２は、記憶部１０４が記憶
する選択情報を表示画面の所定位置である選択情報表示位置に表示する処理を表示部１０
３に実行させる。ここで、表示画面の所定位置は特に限定されるものではなく、例えば、
表示画面の略中央や、表示画面のうちでユーザが見やすい位置などとすることができる。
【００３０】
　また、制御部１０２は、選択情報表示位置を基準として、所定の第１方向に所定の長さ
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離れた位置である第１選択候補情報表示位置に、選択情報と対応付けられているオブジェ
クト情報または関連性情報のうちの１つである第１選択候補情報を表示する処理を表示部
１０３に実行させる。ここで、所定の第１方向は特に限定されるものではなく、例えば、
右、上、左、下等の方向とすることができる。また、所定の長さは特に限定されるもので
はなく、例えば、選択情報と第１選択候補情報とが重ならない程度の長さとすることがで
きる。これによって、ユーザがオブジェクト情報を選択しているときには、ユーザが選択
しているオブジェクト情報が選択情報表示位置に表示され、そのオブジェクト情報の関連
性を示す関連性情報が第１選択候補情報表示位置に表示される。また、ユーザが関連性情
報を選択しているときには、ユーザが選択している関連性情報が選択情報表示位置に表示
され、その関連性情報によって関連性が示されるオブジェクト情報が第１選択候補情報表
示位置に表示される。
【００３１】
　また、制御部１０２は、第１方向と逆方向である第２方向に所定の長さ離れた位置であ
る第２選択候補情報表示位置に、選択情報と対応付けられているオブジェクト情報または
関連性情報のうちで第１選択候補情報以外の１つである第２選択候補情報を表示する処理
を表示部１０３に実行させる。ここで、所定の第２方向は特に限定されるものではなく、
例えば、第１方向が右であれば第２方向は左、第１方向が上であれば第２方向は下、第１
方向が左であれば第２方向は右、第１方向が下であれば第２方向は上等の方向とすること
ができる。また、所定の長さは特に限定されるものではなく、例えば、選択情報と第２選
択候補情報とが重ならない程度の長さとすることができる。これによって、ユーザがオブ
ジェクト情報を選択しているときには、ユーザが選択しているオブジェクト情報が選択情
報表示位置に表示され、そのオブジェクト情報の関連性を示す関連性情報が第２選択候補
情報表示位置に表示される。また、ユーザが関連性情報を選択しているときには、ユーザ
が選択している関連性情報が選択情報表示位置に表示され、その関連性情報によって関連
性が示されるオブジェクト情報が第２選択候補情報表示位置に表示される。
【００３２】
　また、制御部１０２は、入力部１０１を介して第１方向を指定する旨を示す情報の入力
を受け付けると、記憶部１０４が記憶する選択情報を第２選択候補情報表示位置に表示す
る処理を表示部１０３に実行させることとしてもよい。その場合には、制御部１０２は、
第１選択候補情報によって記憶部１０４が記憶する選択情報を更新してその更新後の選択
情報を選択情報表示位置に表示する処理を表示部１０３に実行させる。そして、制御部１
０２は、その選択情報に対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで
第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを第１選択候補情報表示位置に表
示させる処理を表示部１０３に実行させる。第１方向を指定する旨を示す情報の入力は、
例えば、方向を指定することが可能である十字キーやボタン等によってなされることとす
ればよい。これによって、ユーザは閲覧対象の情報を第１方向に変更することが可能にな
る。
 
【００３３】
　また、記憶部１０４は、関連性情報とオブジェクト情報とに、表示部１０３に関連性情
報またはオブジェクト情報を表示させる際の優先度をさらに対応付けて記憶することとし
てもよい。その場合には、制御部１０２は、選択情報と対応付けられているオブジェクト
情報または関連性情報のうちで、第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の中で
、最も高い優先度に対応付けられているものを第１選択候補情報表示位置に表示させる情
報として決定することとしてもよい。ここで、優先度はあらかじめ設定されることとして
もよいし、その関連性情報やオブジェクト情報が検索された回数を計測しておき、計測し
た検索数を優先度として使用することとしてもよい。また、あらかじめ設定されたデータ
スコア、計測した検索数等によって優先度を算出してもよい。これによって、ユーザは優
先度の高い情報から閲覧することが可能になる。
【００３４】
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　また、制御部１０２は、入力部１０１を介して選択候補情報を更新する旨を示す情報の
入力を受け付けると、選択情報に対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報
のうちで第１選択候補情報表示位置に表示された情報および第２選択候補情報表示位置に
表示された情報以外の１つによって第１選択候補情報表示位置に表示された情報を更新す
る処理を表示部１０３に実行させることとしてもよい。これによって、ユーザは表示され
た情報を更新することが可能になる。選択候補情報を更新する旨を示す情報の入力は、例
えば、ボタン等によってなされることとすればよい。
【００３５】
　また、制御部１０２は、入力部１０１を介して第１方向を指定する旨を示す情報の入力
を受け付けると、さらに、移動した旨を示す軌跡を第２選択候補情報表示位置から選択情
報表示位置まで表示する処理を表示部１０３に実行させることとしてもよい。これによっ
て、ユーザは情報を閲覧するために移動してきた経路を把握することが可能になる。移動
した旨を示す軌跡は、第２選択候補情報表示位置から選択情報表示位置までを強調できる
ものであれば特に限定されるものではない。例えば、第２選択候補情報表示位置から選択
情報表示位置までを強調色（例えば、赤、青等）で表示したり、第２選択候補情報表示位
置から選択情報表示位置までを太線で結んだりすることができる。
【００３６】
　記憶部１０４は、選択情報が追加される選択履歴情報をさらに記憶することが可能であ
ることとしてもよい。その場合には、制御部１０２は、記憶部１０４が記憶する選択情報
を更新するに際して選択情報を記憶部１０４が記憶する選択履歴情報に追加する。そして
、制御部１０２は、入力部１０１を介してユーザのお気に入りである旨を示す情報の入力
を受け付けると、選択履歴情報に追加された選択情報に対応付けてユーザのお気に入りで
ある旨を示すブックマーク情報を記憶部１０４に記憶させる。さらに、制御部１０２は、
入力部１０１を介してお気に入りの情報に戻る旨を示す情報の入力を受け付けると、ブッ
クマーク情報に対応付けられている選択情報の１つ前まで新しく追加された順に選択情報
を削除する。それとともに、制御部１０２は、ブックマーク情報に対応付けられている選
択情報を選択情報表示位置に表示する処理を表示部１０３に実行させる。これによって、
ユーザは気に入った情報に簡単な操作で戻ることが可能になる。
【００３７】
　制御部１０２は、入力部１０１を介して第２方向を指定する旨を示す情報の入力を受け
付けると、記憶部１０４が記憶する選択情報を第１選択候補情報表示位置に表示する処理
を表示部１０３に実行させることとしてもよい。それとともに、制御部１０２は、第２選
択候補情報によって記憶部１０４が記憶する選択情報を更新してこの更新後の選択情報を
選択情報表示位置に表示する処理を表示部１０３に実行させることとしてもよい。そして
、制御部１０２は、この選択情報に対応付けられているオブジェクト情報または関連性情
報のうちで第１選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを第２選択候補情報表
示位置に表示させる処理を表示部１０３に実行させることとしてもよい。これによって、
ユーザは閲覧対象の情報を第１方向だけでなく、第２方向に変更することが可能になる。
 
【００３８】
　制御部１０２は、さらに、選択情報表示位置を基準として、所定の第３方向に所定の長
さ離れた位置である第３選択候補情報表示位置に、選択情報と対応付けられているオブジ
ェクト情報または関連性情報のうちで第１選択候補情報および第２選択候補情報以外の１
つである第３選択候補情報を表示する処理を表示部１０３に実行させることとしてもよい
。その場合に、制御部１０２は、第３方向と逆方向である第４方向に所定の長さ離れた位
置である第４選択候補情報表示位置に、選択情報と対応付けられているオブジェクト情報
または関連性情報のうちで第１選択候補情報、第２選択候補情報および第３選択候補情報
以外の１つである第４選択候補情報を表示する処理を表示部１０３に実行させることとし
てもよい。これによって、ユーザがオブジェクト情報を選択しているときには、ユーザが
選択しているオブジェクト情報の関連性を示す関連性情報が第３選択候補情報表示位置お
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よび第４選択候補情報表示位置に表示される。また、ユーザが関連性情報を選択している
ときには、ユーザが選択している関連性情報によって関連性が示されるオブジェクト情報
が第３選択候補情報表示位置および第４選択候補情報表示位置に表示される。
【００３９】
　制御部１０２は、入力部１０１を介して第１方向を指定する旨を示す情報の入力を受け
付けると、記憶部１０４が記憶する選択情報を第２選択候補情報表示位置に表示する処理
を表示部１０３に実行させることとしてもよい。それとともに、制御部１０２は、第１選
択候補情報によって記憶部１０４が記憶する選択情報を更新してその更新後の選択情報を
選択情報表示位置に表示する処理を表示部１０３に実行させることとしてもよい。また、
制御部１０２は、この選択情報に対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報
のうちで第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の１つを第１選択候補情報表示
位置に表示させる処理を表示部１０３に実行させることとしてもよい。また、制御部１０
２は、選択情報に対応付けられているオブジェクト情報または関連性情報のうちで第１選
択候補情報表示位置に表示された情報および第２選択候補情報表示位置に表示された情報
以外の１つを第３選択候補情報表示位置に表示させ、この選択情報に対応付けられている
オブジェクト情報または関連性情報のうちで第１選択候補情報表示位置に表示された情報
、第２選択候補情報表示位置に表示された情報および第３選択候補情報表示位置に表示さ
れた情報以外の１つを第４選択候補情報表示位置に表示させることとしてもよい。これに
よって、ユーザは閲覧対象の情報を第１方向に変更することが可能になる。
 
【００４０】
　記憶部１０４は、関連性情報とオブジェクト情報とに、表示部１０３に関連性情報また
はオブジェクト情報を表示させる際の優先度をさらに対応付けて記憶することとしてもよ
い。その場合には、制御部１０２は、選択情報と対応付けられているオブジェクト情報ま
たは関連性情報のうちで、第２選択候補情報表示位置に表示された情報以外の中で、優先
度に対応付けられているものを優先度の降順に第１選択候補情報表示位置、第３選択候補
情報表示位置および第４選択候補情報表示位置に表示させることとしてもよい。これによ
って、ユーザは優先度の高い情報から閲覧することが可能になる。
【００４１】
　制御部１０２は、さらに、第１選択候補情報表示位置を基準として、第１方向および第
４方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、第１選択候補情報と対応付けられているオ
ブジェクト情報または関連性情報を表示する処理を表示部１０３に実行させることとして
もよい。その場合に、制御部１０２は、第２選択候補情報表示位置を基準として、第２方
向および第３方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、第２選択候補情報と対応付けら
れているオブジェクト情報または関連性情報を表示する処理を表示部１０３に実行させる
こととしてもよい。また、制御部１０２は、第３選択候補情報表示位置を基準として、第
１方向および第３方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、第３選択候補情報と対応付
けられているオブジェクト情報または関連性情報を表示する処理を表示部１０３に実行さ
せることとしてもよい。また、制御部１０２は、第４選択候補情報表示位置を基準として
、第２方向および第４方向のそれぞれに所定の長さ離れた位置に、第４選択候補情報と対
応付けられているオブジェクト情報または関連性情報を表示する処理を表示部１０３に実
行させることとしてもよい。これによって、選択情報表示位置を基準として、より遠いと
ころまでオブジェクト情報または関連性情報が表示されることとなり、ユーザが閲覧でき
る範囲が広くなる。
【００４２】
　以上、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００の機能構成について説明した
。次に、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００のハードウェア構成について
説明する。
【００４３】
［１－２．情報処理装置のハードウェア構成］
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　次に、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成について説明す
る。図２は、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置のハードウェア構成を示すブロ
ック図である。以下、図２を用いて本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置のハード
ウェア構成について説明する。
【００４４】
　情報処理装置１００は、主に、ＣＰＵ９０１と、ＲＯＭ９０３と、ＲＡＭ９０５と、ホ
ストバス９０７と、ブリッジ９０９と、外部バス９１１と、インタフェース９１３と、入
力装置９１５と、出力装置９１７と、ストレージ装置９１９と、ドライブ９２１と、接続
ポート９２３と、通信装置９２５とを備える。
【００４５】
　ＣＰＵ９０１は、演算処理装置および制御装置として機能し、ＲＯＭ９０３、ＲＡＭ９
０５、ストレージ装置９１９、またはリムーバブル記録媒体９２７に記録された各種プロ
グラムに従って、情報処理装置１００内の動作全般またはその一部を制御する。ＲＯＭ９
０３は、ＣＰＵ９０１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する。ＲＡＭ９０
５は、ＣＰＵ９０１の実行において使用するプログラムや、その実行において適宜変化す
るパラメータ等を一次記憶する。これらはＣＰＵバス等の内部バスにより構成されるホス
トバス９０７により相互に接続されている。
【００４６】
　ホストバス９０７は、ブリッジ９０９を介して、ＰＣＩ（Ｐｅｒｉｐｈｅｒａｌ　Ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ／Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）バスなどの外部バス
９１１に接続されている。
【００４７】
　入力装置９１５は、例えば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチお
よびレバーなどユーザが操作する操作手段である。また、入力装置９１５は、例えば、赤
外線やその他の電波を利用したリモートコントロール手段（いわゆる、リモコン）であっ
てもよいし、情報処理装置１００の操作に対応した携帯電話やＰＤＡ等の外部接続機器９
２９であってもよい。さらに、入力装置９１５は、例えば、上記の操作手段を用いてユー
ザにより入力された情報に基づいて入力信号を生成し、ＣＰＵ９０１に出力する入力制御
回路などから構成されている。情報処理装置１００のユーザは、この入力装置９１５を操
作することにより、情報処理装置１００に対して各種のデータを入力したり処理動作を指
示したりすることができる。
【００４８】
　出力装置９１７は、例えば、ＣＲＴディスプレイ装置、液晶ディスプレイ装置、プラズ
マディスプレイ装置、ＥＬディスプレイ装置およびランプなどの表示装置や、スピーカお
よびヘッドホンなどの音声出力装置や、プリンタ装置、携帯電話、ファクシミリなど、取
得した情報をユーザに対して視覚的または聴覚的に通知することが可能な装置で構成され
る。出力装置９１７は、例えば、情報処理装置１００が行った各種処理により得られた結
果を出力する。具体的には、表示装置は、情報処理装置１００が行った各種処理により得
られた結果を、テキストまたはイメージで表示する。他方、音声出力装置は、再生された
音声データや音響データ等からなるオーディオ信号をアナログ信号に変換して出力する。
【００４９】
　ストレージ装置９１９は、情報処理装置１００の記憶部の一例として構成されたデータ
格納用の装置であり、例えば、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）等の磁気記憶
部デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、または光磁気記憶デバイス等により
構成される。このストレージ装置９１９は、ＣＰＵ９０１が実行するプログラムや各種デ
ータ、および外部から取得した音響信号データや画像信号データなどを格納する。
【００５０】
　ドライブ９２１は、記録媒体用リーダライタであり、情報処理装置１００に内蔵、ある
いは外付けされる。ドライブ９２１は、装着されている磁気ディスク、光ディスク、光磁
気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体９２７に記録されている情報
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を読み出して、ＲＡＭ９０５に出力する。また、ドライブ９２１は、装着されている磁気
ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、または半導体メモリ等のリムーバブル記録媒体
９２７に記録を書き込むことも可能である。リムーバブル記録媒体９２７は、例えば、Ｄ
ＶＤメディア、ＨＤ－ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア、コンパクトフラッシュ
（登録商標）（ＣｏｍｐａｃｔＦｌａｓｈ：ＣＦ）、メモリースティック、または、ＳＤ
メモリカード（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　ｍｅｍｏｒｙ　ｃａｒｄ）等である。ま
た、リムーバブル記録媒体９２７は、例えば、非接触型ＩＣチップを搭載したＩＣカード
（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　ｃａｒｄ）または電子機器等であってもよい
。
【００５１】
　接続ポート９２３は、例えば、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）
ポート、ｉ．Ｌｉｎｋ等のＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕ
ｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）ポート、ＲＳ－２３２Ｃポート、光オーデ
ィオ端子、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）ポート等の、機器を情報処理装置１００に直接接続するためのポートであ
る。この接続ポート９２３に外部接続機器９２９を接続することで、情報処理装置１００
は、外部接続機器９２９から直接音響信号データや画像信号データを取得したり、外部接
続機器９２９に音響信号データや画像信号データを提供したりする。
【００５２】
　通信装置９２５は、例えば、ネットワーク３００に接続するための通信デバイス等で構
成された通信インタフェースである。通信装置９２５は、例えば、有線または無線ＬＡＮ
（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、またはＷＵＳＢ（Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢ）用の通信カード、光通信用のルータ、ＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅ
ｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）用のルータ、または、各
種通信用のモデム等である。この通信装置９２５は、例えば、インターネットや他の通信
機器との間で音響信号等を送受信することができる。また、通信装置９２５に接続される
ネットワーク３００は、有線または無線によって接続されたネットワーク等により構成さ
れ、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、ラジオ波通信または衛星通信
等であってもよい。
【００５３】
　以上、本発明の各実施形態に係る情報処理装置１００の機能を実現可能なハードウェア
構成の一例を示した。上記の各構成要素は、汎用的な部材を用いて構成されていてもよい
し、各構成要素の機能に特化したハードウェアにより構成されていてもよい。従って、本
実施形態を実施する時々の技術レベルに応じて、適宜、利用するハードウェア構成を変更
することが可能である。
【００５４】
　以上、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００のハードウェア構成について
説明した。次に、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００の詳細について説明
する。
【００５５】
［１－３．情報処理装置の詳細説明］
　本実施形態を実現するためのシステム（情報処理装置１００の一例）の全体像を図３に
示す。関連性データベース１３０には、オブジェクトの一例としての「人物」「コンテン
ツ」と関連性情報の一例としての「人物とコンテンツの関連性」が格納されている。これ
らの概念モデルを図４に示す。例えば、人物が俳優、コンテンツが映画で、関連は出演者
であるとすると、人物２と人物３は、コンテンツ１に出演している俳優である。関連性デ
ータベース１３０は、上記した記憶部１０４の一例として機能する。
【００５６】
　関連性作成コントローラ１２０は、データベースに存在するエントリーから実際に表示
すべき項目を決定するものである。例えば、関連性作成コントローラ１２０は、図４に示
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した人物３に関連する情報を表示するためには、関連Ａと関連Ｃとを表示する。例えば、
関連性作成コントローラ１２０は、上記した制御部１０２の一例として機能する。
【００５７】
　関連性表示ユーザインタフェース１１０は、関連性作成コントローラ１２０によって作
成された関連情報を表示させ、ユーザからの入力を受け取る部分である。例えば、関連性
表示ユーザインタフェース１１０は、上記した制御部１０２の一例として機能する。
【００５８】
　本実施形態において特に新規なのは、関連性を表示させるインタフェースの部分である
。以下では、ユーザインタフェースで実際にユーザがアクションをはじめる部分から、最
終的にユーザインタフェースの情報が更新されるまでのフローについて説明する。全体の
フローは図５に示す。
【００５９】
１．ユーザの入力からクエリーの生成まで
　ユーザインタフェースの表示領域には、初期状態として、図６に示すようなものが表示
される。これは、ある人物Ａの周辺に、関連語が４種類表示されている様子である。例え
ば、人物を「俳優」とした場合、関連語としては、「出演ドラマ」「出演映画」「共演俳
優」「出身地」などが挙げられる。これ以外にも、人物を「スポーツ選手」とした場合に
は、関連語として「過去の所属チーム」「現在の所属チームメンバー」「出身地」「同世
代の選手」などが考えられる。図６は、人物Ａを中心とした表示例であるが、コンテンツ
Ａが中心となってもかまわない。本実施形態では、便宜上、人物とコンテンツとを分けて
いるが、実際には「人物と人物との関連」や「コンテンツとコンテンツとの関連」もある
ので、人物もコンテンツも大きな枠組みでは同じエンティティであると考えられる。以下
では、主に人物として「俳優」、コンテンツとして「出演作品」を例として説明する。
 
【００６０】
　図６に示した状態で、入力装置にある十字キーの上ボタンを押すことにより、図７に示
す表示に切り替わる。つまり、図６で上の部分にあった「関連１」が、図７では中心に移
動する。このように、入力装置の簡単な操作だけで人物やコンテンツの関連性を辿ってい
けるのが本実施形態において新規の部分である。
【００６１】
　図８は、図６と図７とをさらに拡張してモデル化したものである。人物は“Ｐ－”、コ
ンテンツを“Ｃ－”、関連を“Ａ－”で表している。矢印がある部分は関連性を示してい
る。例えば、俳優“Ｐ－Ａ”は、ドラマ共演者“Ａ－４”という関連で、俳優“Ｐ－Ｃ”
とリンクしている状態である。
【００６２】
　図９に示すように、Ｐ－Ａを中心に、Ａ－１からＡ－４までの４種類の関連（太線で囲
われた部分）が表示されるのが基本的な表示イメージである。この状態で十字キーの右ボ
タンを押すことで、破線で囲われたＡ－２を中心とした画面に切り替わる。十字キーの操
作だけで、人物から関連、関連からコンテンツへとリンクし続ける特徴を持っている。
【００６３】
　主に十字キーの入力がトリガーになって、関連性作成コントローラ１２０がデータベー
スに検索をかけ、関連性表示ユーザインタフェース１１０が表示する内容を決めることに
なる。図５においては、ユーザのアクションとして十字キーの入力がされた後に、関連性
取得要求と関連性検索要求へとつながる。
【００６４】
　関連性取得要求では、ユーザインタフェース上で、画面の中心となる「キーワード」と
、情報が必要となる「深さ」とをクエリーとする。例えば、図９において、右ボタン押下
により、画面の中心が太線から破線に切り替わる過程では、クエリーとして「キーワード
＝Ａ－２、深さ＝２」が生成される。
【００６５】
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　深さは、画面上に表示できる領域と密接な関係があり、例えば、図６に示すように、あ
る人物の周辺に４種類の関連だけを示したい場合は「深さ＝１」で良く、図８に示すよう
に少し広範囲に表示させたい場合は「深さ＝２」の方が良い。さらに広範囲な表示のため
に、「深さ＝ｎ（ｎは１以上）」となることもある。また、図８に示すように、表示領域
としては「深さ＝１」で十分な場合でも、その後の応答性を高めるためにキャッシュ目的
で「深さ２以上」でクエリーを生成することも考えられる。
【００６６】
２．データベースへのクエリーと結果返答
　データベースに格納されているデータの例を図１１に示す。人物、コンテンツを格納す
るテーブル、人物とコンテンツの関連性を格納するテーブル、の計３種類のテーブルで構
成される。関連性のテーブルは、各エントリーに関連名が格納され、人物やコンテンツへ
のポインタを持っている状態である。例えば、図１１では、俳優Ｂが、ドラマｂに出演し
ていることを示している。
【００６７】
　関連テーブルは、後述の表示優先度を決定するため、データスコアと検索数を保持する
。図２０は、データスコアと検索数とを保持する関連テーブルの構成例を示す図である。
データスコアは、データ自体が持つ点数であり、例えば、関連名が「出演」だった場合、
主役級は点数が高くなる。検索数はそのデータが検索された回数で、回数が多いほど人気
がある項目と考えられる。このように、関連性作成コントローラ１２０は、データやユー
ザ履歴から表示優先度を決定する。優先度をＰ、スコアをＳｃ、検索数をＳｒとすると、
以下のような式で計算できる（α、βは任意の整数）。
【００６８】
　Ｐ　＝（α×Ｓｃ　＋　β×Ｓｒ）／（α＋β）　---（式１）
【００６９】
　関連性取得要求において生成されたクエリーが関連性検索要求へと展開され、関連性作
成コントローラ１２０は、このデータベースを検索し、必要な情報を得ることができる。
関連性検索要求は、例えば、データベースが一般的なリレーショナルデータベースだった
場合、ＳＱＬ文となる。
【００７０】
　図１２は、俳優Ａを起点として、深さ１から深さ４までで、取得できる情報が変わる様
子を示したものである。例えば、クエリーとして、「キーワード＝俳優Ａ、深さ＝２」だ
った場合、関連性検索結果は、図１３に示すようになる。
【００７１】
　図２１は、「俳優と俳優」「コンテンツとコンテンツ」の関連を示す関連テーブルの例
である。関連テーブルはまとめて一つでもかまわないが、図２１では、人物同士、コンテ
ンツ同士の関連テーブルで二つを用意している。例えば、映画cとdは、「動員数が多い映
画」という関連があることを示している。
【００７２】
３．検索結果の表示方法
　図１３の検索結果に対して、関連性作成コントローラ１２０は、関連性表示ユーザイン
タフェース１１０に対して表示すべき内容を作成し伝える。図１４は表示のためのアルゴ
リズムで、図１５は表示領域を表したものである。
【００７３】
　図６では、キーワード：人物Ａを中心に、４種類の関連語を周囲に配置している。４種
類だけではなく、８種類や１６種類等を表示させることも可能であるが、一般的な入力方
法では４方向のボタンを使用するため、４種類程度が妥当である。表示上もあまり多すぎ
ると見づらくなる問題が出るので、４種類よりも多くなると、３Ｄで空間的に配置するな
どの工夫が必要になってくる。図１４に示したフローチャートでは、表示領域が中心から
見て上下左右の４種類であるものとして考える。以下、図１４について図１６を例に詳細
に説明する。
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【００７４】
　図１６に示されている破線部分は、ある瞬間の画面表示の例である。人物Ｐ－Ｄを中心
に、４つの関連語が表示されている。この時点で、十字キー右ボタン押下により、画面表
示は関連Ａ－７を中心とした太線内の部分に遷移する。つまり、関連Ａ－７をキーワード
として、関連性作成コントローラ１２０は、データベースに検索をかけ、関連性検索結果
として、コンテンツＣ－ａ、Ｃ－ｃ、Ｃ－ｅを含む結果を取得している状態にある。
【００７５】
　データベースからの関連性検索結果が返ると、図１４に示したフローチャートに従い、
関連性表示ユーザインタフェース１１０は、表示内容を計算する。まず、この例では深さ
を１（＝Ｄ）にして、関連Ａ－７と直接つながっている項目だけを表示している。関連性
表示ユーザインタフェース１１０は、キーワードとなる関連Ａ－７を、図１５に示した表
示領域の中心に表示する。次に、関連性表示ユーザインタフェース１１０は、関連性検索
結果において、深さ１の内容をソートする。ソートは、限られた表示スペースに効果的な
項目を表示するための準備として行われるものであり、例えば、ドラマであれば視聴率、
映画であれば動員数など、人物であれば人気度、などの優先度となる。さらに、関連性表
示ユーザインタフェース１１０は、表示領域１から４まで順に表示していくが、この例で
は、Ｐ－ＤからＡ－７に遷移してきているので、表示領域４が空いていない状態となる。
辿ってきた経路を明示的にするため、表示領域４を使わないでおくことが重要である。表
示領域１から３までを使用して、ソートした関連性検索結果の１から３までを表示領域に
順に表示する。
【００７６】
　関連性表示ユーザインタフェース１１０は、関連性検索結果として、空き表示領域以上
の項目が入っていた場合は、表示しきれなかった項目を保持しておき、アップデート操作
により再び表示可能な状態にしておく。つまり、コンテンツＣ－ａ、Ｃ－ｃ、Ｃ－ｅの優
先度に続くものとして、Ｃ－ｘ、Ｃ－ｙ、Ｃ－ｚがあった場合は、アップデート操作によ
り、Ｃ－ａ、Ｃ－ｃ、Ｃ－ｅが、Ｃ－ｘ、Ｃ－ｙ、Ｃ－ｚに置き換わる。例えば、あるボ
タンを押下することで、アップデートが行われる仕組みが考えられる。深さ２まで表示し
たい場合は、関連性表示ユーザインタフェース１１０は、Ｄ＝２として、図１４に示した
処理を繰り返す。以後、深さＮの場合も同様である。
【００７７】
　図２２は、深さに応じた表示を行う処理の流れを示すフローチャートである。関連性表
示ユーザインタフェース１１０は、前述の式１を用いて、関連性検索結果に対して表示優
先度を決定する。周辺表示領域とは、表示領域に隣接する領域のことであり、図１５に示
した表示領域中央部の周辺表示領域は表示領域１～４が該当し、表示領域１の周辺表示領
域はさらに外側の隣接している部分となる。関連性表示ユーザインタフェース１１０は、
深さ１から処理をはじめ、対象となる深さをすべて表示し終えるまで繰り返す。
【００７８】
４．ユーザ検索履歴の保持方法
　図１７は、ユーザが人物Ｐ－Ａから検索を開始して、右ボタンを３回押して、中心を関
連Ａ－２、人物Ｐ－Ｄ、関連Ａ－７に遷移しながら、それぞれ周辺の項目を表示させてい
る様子を示す図である。図１８は、開始時から現在に至るまでの経路スタックを示す図で
ある。関連性表示ユーザインタフェース１１０は、進んだ場合は追加、戻った場合は取り
出し、の単純な操作により経路を、例えば、上記した記憶部１０４に記録しておくことが
できる。関連性表示ユーザインタフェース１１０は、例えば、現在の関連Ａ－７が画面の
中心にある状態から、開始時まで戻る場合は、スタックから一つずつ項目を取り出し、そ
の項目が表示領域中央に表示されるようにし、スタックが空になって終了となる。
【００７９】
　また、例えば、ユーザは、関連Ａ－２が興味深い内容だった場合に、あとから戻れるよ
うに目印をつけておくことができる。これを星印で表しブックマークと呼ぶ。経路スタッ
ク中にもブックマークが付いている状態になる。ブックマーク機能により、例えば、関連
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プ、といった快適な操作が可能となる。
【００８０】
　図２３は、図１７に示した例の変形例を示す図である。ユーザは人物Ｐ－Ａから検索を
開始し、コンテンツＣ－ｂを検索したところでＰ－Ａまで戻り、さらに関連Ａ－５を検索
した後にＰ－Ｄに戻り、最後にコンテンツＣ－ｃに辿りついている。この履歴を木構造で
表した図が図２４である。また、スタックで表した図が図２５である。図２４に示した木
構造では、方向キーと枝の関連性もデータとして保持しているので、あるノードから「左
側にある一番近いお気に入り」という指定が可能になる。
【００８１】
　図２３、図２４に示したように、途中で戻った場合でもスタックから取り出さずに、履
歴をすべて追加している点が特徴である。このようにすることで、最終的に「お気に入り
」まで戻る場合は、スタックから取り出しながら履歴を辿れることになる。
【００８２】
　以上、本発明の第１実施形態にかかる情報処理装置１００の詳細について説明した。
【００８３】
＜２．本実施形態の変形例＞
　なお、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
 
【００８４】
＜３．まとめ＞
　本実施形態によれば、人物やコンテンツの関連性を表示するシステムにおいて、関連性
が視覚的にわかりやすく、関連のある人物やコンテンツを簡単に調べることができるシス
テムを構築可能となる。マウスやキーボードのようなリッチな入力インタフェースがない
環境であっても、関連性を辿りながら、快適に人物やコンテンツを検索することができる
。直接の関連性が薄いような遠い関係であっても、画面の縮尺を変えることで、関連性を
視覚的に示すことができる。従来の仕組みでは、検索をしているうちに、関連性がわかり
づらくなることがあるが、本実施形態により、なぜ関連しているかについて視覚的に明確
になる。
 
 
【００８５】
　図１９は、本実施形態にかかる情報処理装置を実装した場合における画面表示イメージ
図である。
【符号の説明】
【００８６】
　１００　情報処理装置
　１０１　入力部
　１０２　制御部
　１０３　表示部
　１０４　記憶部
　１１０　関連性表示ユーザインタフェース
　１２０　関連性作成コントローラ
　１３０　関連性データベース
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