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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくともコンテンツを表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示された前記コンテンツを視聴しているユーザを特定するユーザ特定
手段と、
　前記コンテンツに含まれるオブジェクトを特定するオブジェクト特定手段と、
　特定された前記オブジェクトに対するユーザの嗜好を管理する嗜好管理手段と、
　所定の基準よりも強く嗜好される前記オブジェクトに関連するオブジェクト関連情報を
取得しユーザごとに紐付けて管理する関連情報管理手段と、
　前記オブジェクト関連情報に対応する前記オブジェクトが前記オブジェクト関連情報に
紐付けられる前記ユーザの視聴している前記コンテンツに表示されたときに、選択実行さ
れることにより前記オブジェクト関連情報を表示するためのアイコンを、前記表示手段の
周縁に選択実行可能であることがわかるように表示するアイコン表示手段と、
を備えたことを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記アイコン表示手段が、前記オブジェクトの表示前後で、前記アイコンの表示属性を
変更することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記アイコン表示手段が、前記アイコンを周縁に設定されたアイコン表示領域に表示す
ることを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。



(2) JP 5940105 B2 2016.6.29

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記アイコン表示手段が、前記表示手段の周縁部分のコンテンツに前記アイコンをオー
バレイ表示することを特徴とする請求項１記載の情報処理装置。
【請求項５】
　少なくともコンテンツを表示手段で表示する表示工程と、
　前記表示工程で表示された前記コンテンツを視聴しているユーザを特定するユーザ特定
工程と、
　前記コンテンツに含まれるオブジェクトを特定するオブジェクト特定工程と、
　特定された前記オブジェクトに対するユーザの嗜好を管理する嗜好管理工程と、
　所定の基準よりも強く嗜好される前記オブジェクトに関連するオブジェクト関連情報を
取得しユーザごとに紐付けて管理する関連情報管理工程と、
　前記オブジェクト関連情報に対応する前記オブジェクトが前記オブジェクト関連情報に
紐付けられる前記ユーザの視聴している前記コンテンツに表示されたときに、選択実行さ
れることにより前記オブジェクト関連情報を表示するためのアイコンを、前記表示手段の
周縁に選択実行可能であることがわかるように表示するアイコン表示工程と、
を備えたことを特徴とする情報処理方法。
【請求項６】
　情報処理装置のコンピュータに、
　表示手段が、少なくともコンテンツを表示する手順、
　ユーザ特定手段が、前記表示手段に表示された前記コンテンツを視聴しているユーザを
特定する手順、
　オブジェクト特定手段が、前記コンテンツに含まれるオブジェクトを特定する手順、
　嗜好管理手段が、特定された前記オブジェクトに対するユーザの嗜好を管理する手順、
　関連情報管理手段が、所定の基準よりも強く嗜好される前記オブジェクトに関連するオ
ブジェクト関連情報を取得しユーザごとに紐付けて管理する手順、
　アイコン表示手段が、前記オブジェクト関連情報に対応する前記オブジェクトが前記オ
ブジェクト関連情報に紐付けられる前記ユーザの視聴している前記コンテンツに表示され
たときに、選択実行されることにより前記オブジェクト関連情報を表示するためのアイコ
ンを、前記表示手段の周縁に選択実行可能であることがわかるように表示する手順、
を実行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、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　情報処理装置を用いて放送番組を録画し、サムネイルに一覧表示することが行われてい
る（例えば、特許文献１参照。）。
　特許文献１に記載の発明は、「情報処理装置、その方法、そのプログラム、およびその
プログラムを記録した記録媒体、および表示制御装置」に関するものであり、具体的には
、複数の画像情報が一連のデータ列構造として構成された映像情報を取得する映像情報取
得手段と、映像情報を特定する特定情報を取得する特定情報取得手段と、画像情報の一部
に特定情報が含まれているか否かを判断する判断手段と、判断手段にて画像情報に特定情
報が含まれていると判断されると、特定情報が含まれる画像情報を取得する画像情報取得
手段と、取得した画像情報を映像情報に関連付けられた代表画像として取得する代表画像
取得手段と、を具備したものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１４０６０３号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に記載の発明は、ユーザの興味のある番組等を録画した内容から
ＣＭを削除した本編の一画面を一覧表示している。
　しかしながら、ユーザがサムネイルの中から見たい番組を探す場合には、予めユーザ自
身がファイルに分類しておかなければならず、サムネイルの数は日ごとに増加し、分類作
業やファイルの中から探さなければならず不便であった。
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、ユーザが欲しいと思われる時に適切な情報をタイミング良く
リコメンドすることができることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１記載の発明は、少なくともコンテンツを表示する表示手段と、前記表示手段に
表示された前記コンテンツを視聴しているユーザを特定するユーザ特定手段と、前記コン
テンツに含まれるオブジェクトを特定するオブジェクト特定手段と、特定された前記オブ
ジェクトに対するユーザの嗜好を管理する嗜好管理手段と、所定の基準よりも強く嗜好さ
れる前記オブジェクトに関連するオブジェクト関連情報を取得しユーザごとに紐付けて管
理する関連情報管理手段と、前記オブジェクト関連情報に対応する前記オブジェクトが前
記オブジェクト関連情報に紐付けられる前記ユーザの視聴している前記コンテンツに表示
されたときに、選択実行されることにより前記オブジェクト関連情報を表示するためのア
イコンを、前記表示手段の周縁に選択実行可能であることがわかるように表示するアイコ
ン表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、闇雲にコンテンツをリコメンドするのではなく、ユーザが欲しいと思
われる時に適切な情報をタイミング良くリコメンドすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態に係るハードウエア構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示した情報処理装置１００に用いられるソフトウエアの構成図の一例であ
る。
【図３】図１に示した情報処理装置の動作を示すフローチャートの一例である。
【図４】図１に示した情報処理装置としての情報処理装置１００及びリモコン４０の外観
図である。
【図５】パーソナルビューアについての説明図である。
【図６】ショッピングチャンネルについての説明図である。
【図７】パーソナルチャンネルについての説明図である。
【図８】図７の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施の形態について説明する。
＜概　要＞
　本情報処理装置は、ユーザに闇雲にコンテンツをリコメンドするのではなく、ユーザが
欲しいと思われる時に適切な情報をタイミングよくリコメンドするものである。
　すなわち、メインコンテンツにおけるオブジェクトの表示に対応して、オブジェクト関
連情報を表示させるためのアイコンをメインコンテンツとともに表示させることを含む。
【００１０】
＜構　成＞
〔ハードウエア〕
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　図１は、一実施形態に係るハードウエア構成を示すブロック図である。
　同図に示す情報処理装置（例えば、テレビジョン受像器）１００は、受信部（チューナ
）１１、ストリーム分離部（ＤＥＭＵＸ：demultiplexer：デマルチプレクサ）１２、映
像デコード部１３、表示処理部（スケーラ）１４、表示部（モニタ）１５、パーソナルＤ
Ｂ（database）１６、サービス１７、ＧＰＳ（Global Positioning System：汎地球測位
システム）１８、受信制御部１９、センサ２０、リモコン受信部２１、入力手段２２、カ
メラ２３、及びネットワーク接続部２４を有する。
【００１１】
　受信部１１は、地上デジタル放送、ＢＳ（broadcasting satellite：放送衛星）放送、
もしくはＣＳ（communication satellite：通信衛星）放送を受信し、受信したストリー
ムをストリーム分離部１２に入力するチューナとして機能する回路である。受信部１１は
、受信制御部１９の制御により受信するチャンネルを変更する機能を有する。
　ストリーム分離部１２は、映像、音声、データ等の多重化されたストリームを分離する
ＤＥＭＵＸ処理を行う。ストリーム分離部１２は、分離されたストリームのうち映像に関
するストリームを映像デコード部１３に入力する。その他のストリームについては本発明
とは直接関係がないので説明を割愛する。
　映像デコード部１３は、入力された映像に関するストリームをデコードして映像データ
として後段の処理ブロックに入力する。ストリームについては限定しないが、例えば、Ｍ
ＰＥＧ(Moving Picture Experts Group)、Ｈ．２６４等の規格のものが挙げられる。
　表示処理部１４は、表示部１５にストリーム画像（コンテンツとも言う）やサイドメニ
ュー（アイコンとも言う）の表示可能な範囲や大きさを制御する。
　表示部１５は、例えば、ＨＤＴＶ（high-definition television：高品位テレビ）を表
示することのできるモニタであり、例えば液晶表示装置が挙げられる。
【００１２】
　受信制御部１９は、受信部１１、表示処理部１４、パーソナルＤＢ１６、サービス１７
、ＧＰＳ１８、センサ２０、リモコン受信部２１、入力手段２２、及びカメラ２３からの
データに基づいて各種処理を行う機能を有する回路であり、例えばマイクロプロセッサが
挙げられる。受信制御部１９は、抽出手段１９ａ、絞り込み手段１９ｂ、収集手段１９ｃ
、画像処理手段１９ｄ、検索手段１９ｅ、分析手段１９ｆ、ユーザ特定手段１９ｇ、オブ
ジェクト特定手段１９ｈ、嗜好管理手段１９ｉ、関連情報管理手段１ｊ、及びアイコン表
示手段１９ｋを有する。
　受信制御部１９は、入力手段２２もしくは図には示されないリモコンから入力された電
源オンオフ、番組切り替えの指示、音量調節等の指示に基づき電源オンオフ、チャンネル
切り替え等の制御をする機能を有する。
【００１３】
　抽出手段１９ａは、パーソナルＤＢ１６に蓄積したデータからキーワードを抽出する機
能を有する。
　絞り込み手段１９ｂは、キーワードを頻度でランキングすることで興味情報を絞り込む
機能を有する。
　収集手段１９ｃは、絞り込んだ興味情報に関連するコンテンツを収集する機能を有する
。
　画像処理手段１９ｄは、ユーザの過去のライフログをビジュアル表示、検索するための
第一のサイドメニュー、ショッピングサイトと連携してユーザの嗜好に応じた商品をネッ
トショッピングするための第二のサイドメニュー、及びユーザの嗜好に応じて収集したコ
ンテンツ毎にまとめたチャンネル用の第三のサイドメニューを、コンテンツを表示するメ
イン画面と共に表示部１５に表示させる機能を有する。
　これのサイドメニューの選択は、ユーザによるリモコンの操作で行われる。
　検索手段１９ｅは、ユーザの興味情報に基づいてネットワーク接続部２４により接続さ
れたネットワークのサイトからユーザの興味情報に関連するデータを検索する機能を有す
る。
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　分析手段１９ｆは、抽出したキーワードのジャンル、頻度等を分析する機能を有する。
　ユーザ特定手段１９ｇは、表示手段としての表示部１５に表示されたコンテンツを視聴
しているユーザを特定する機能を有する。ユーザ特定手段１９ｇは、カメラ２３で表示部
１５の前面を常時撮影し、視聴している人物の数が単数の場合はその人物がユーザである
と特定し、視聴している人物が複数の場合はリモコンを所持している人物をユーザである
と認識する。
　オブジェクト特定手段１９ｈは、表示部１５に表示されているコンテンツに含まれるオ
ブジェクトを特定する機能を有する。オブジェクトは、メインコンテンツを視聴するユー
ザが興味を有するものであり、ユーザの興味情報は、別途蓄積する。
　嗜好管理手段１９ｉは、特定されたオブジェクトに対するユーザの嗜好を管理する機能
を有する。
　関連情報管理手段１９ｊは、所定の基準よりも強く嗜好されるオブジェクトに関連する
オブジェクト関連情報を取得しユーザごとに紐付けて管理する機能を有する。
　アイコン表示手段１９ｋは、オブジェクト関連情報に対応するオブジェクトがオブジェ
クト関連情報に紐付けられるユーザの視聴しているコンテンツに表示されたときに、選択
実行されることによりオブジェクト関連情報を表示するためのアイコンを、表示手段の周
縁に選択実行可能であることがわかるように表示する機能を有する。
　これら抽出手段１９ａ、絞り込み手段１９ｂ、収集手段１９ｃ、画像処理手段１９ｄ、
検索手段１９ｅ、分析手段１９ｆ、ユーザ特定手段１９ｇ、オブジェクト特定手段１９ｈ
、嗜好管理手段１９ｉ、関連情報管理手段１９ｊ、及びアイコン表示手段１９ｋは、ソフ
トウエアで構成される。
【００１４】
　受信制御部１９にて行われるコンテンツの分類は、取得したコンテンツデータの一部を
表示するサムネイルを生成し、興味情報の各々に付与された属性毎にまとめ、同一属性を
有する情報に対する処理の基礎となった指示の履歴に基づいて、ユーザにとって優先度が
高いか否かで判断する。
　また、優先度が高いとは、ユーザの視聴する番組のジャンル、出演者、もしくは団体毎
に視聴回数、及び視聴時間を測定し、視聴回数、及び視聴時間の多い番組を興味度が高い
とする。
【００１５】
　蓄積手段としてのパーソナルＤＢ１６は、ユーザ毎にファイルに分けて興味情報を記憶
する。
　サービス１７は、情報処理装置１００が図にはネットワーク接続装置２４によりネット
ワーク接続されている場合に、得られた情報を記憶する装置である。
　ＧＰＳ１８は、情報処理装置１００の現在位置に関する情報を探索する装置である。
　センサ２０は、情報処理装置１００の前面のリモコン使用可能領域に人がいるか否か、
距離はどのくらいかを判断する。
　リモコン受信部２１は、図には示されていないリモコンとの間でチャンネル切り替えや
音量調節等の制御信号や応答信号を授受する。
　入力手段２２は、例えば、電源ボタン、チャンネル切り替えボタン、音量ボタン、もし
くは入力切換ボタンである。
　カメラ２３は、情報処理装置１００の前面で図には示されていないリモコンを操作する
ユーザを認識するため撮影し、電気信号に変換する機能を有する。これは、ユーザが複数
存在する場合にユーザ毎に顔を認識し、興味情報を紐づけるのに利用される。
　ネットワーク接続部２４は、図示しないネットワークと接続する機能を有する。
【００１６】
〔ソフトウエア〕
　図２は、図１に示した情報処理装置１００に用いられるソフトウエアの構成図の一例で
ある。
　ユーザの行動３１やユーザの状態３２がＴＰＯ（time position occasion：時、所、場
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合）に応じて分析され、パーソナルＤＢ（データベース）１６に記憶される。パーソナル
ＤＢ１６には例えばＨＤＤ（ハードディスクドライブ）が用いられる。
　ＴＰＯは、ユーザが誰であるかに加え、ユーザの行動３１及びユーザの状態３２を含む
。ユーザの行動３１としては、例えば、ＴＶ／録画コンテンツ、ＳＮＳ／Ｔｗｉｔｔｅｒ
（ツイッター「以下、登録商標」）、メール／ブラウザ、検索、スケジューラ、及びショ
ッピング等が挙げられる。
　ＴＶ／録画コンテンツは、放送時間、チャンネル、番組名、ジャンル、出演者名、録画
時間、及び録画モード等を意味する。
　ＳＮＳは、ソーシャルネットワーキングサービスの略語であり、人と人とのつながりを
促進・サポートするＷｅｂサイトである。友人・知人間のコミュニケーションを円滑にす
る手段や場を提供したり、趣味や嗜好、居住地域、出身校等を通じて新たな人間関係を提
供したりする、会員制のサービスである。Ｔｗｉｔｔｅｒは、１４０文字以内の「ツイー
ト」と称される短文を投稿できる情報サービスで、ツイッター社によって提供されている
。
　ＳＮＳやＴｗｉｔｔｅｒで話題からキーワードを分析することでユーザの興味情報を得
ることができる。
　メールは、ユーザが他者との間で情報を授受するものであり、メールを分析すればユー
ザの興味情報を得ることができる。
　ブラウザは、インターネット上の情報を探し出し表示するためのソフトウエアであり、
例えば、ネットスケープ・ナビゲータやインターネット・エクスプローラーが挙げられる
。ブラウザをユーザが利用するときのキーワードを分析すれば興味情報が得られる。
　検索は、キーワードを使ってユーザが知りたい情報を得るので、キーワードからユーザ
の興味情報が得られる。
　スケジューラは、個人のスケジュールを管理するソフトウエアであり、スケジュールの
キーワードからユーザの興味情報を得ることができる。
　ショッピングは、ユーザがいつ、どのような商品を、いくつ購入したか履歴に残るので
、ユーザの興味情報を得ることができる。
【００１７】
　一方、ユーザの状態３２としては、位置、移動検知手段、表情（集中度）、及び感情状
態が挙げられる。
　位置は、ユーザが情報処理装置１００を使用しているときの位置であり、情報処理装置
１００のＧＰＳ１８よりユーザが情報処理装置１００を利用しているときの位置情報を把
握することができる。
　移動検知手段は、例えば、ユーザが電車で移動している状態か、自動車で移動している
状態か、もしくは徒歩で移動している状態かを把握する手段であり、例えば加速度センサ
や振動センサ等のセンサが挙げられる。この移動検知手段はユーザがスマートホンをリモ
コンとして利用する場合に用いられる。
　表情（集中度）は、ユーザの表情が硬いか柔らかい、もしくはユーザが画面の特定箇所
を凝視しているか、退屈しているか、居眠りしているか等を画像認識処理により判断する
ものである。
　感情状態は、ユーザが喜怒哀楽、無表情（真顔）のいずれを示しているか等を画像認識
処理により判断するものである。
【００１８】
　パーソナルＤＢ１６に記憶されたデータは、必要に応じてリコメンドエンジン３４に送
られる。リコメンドエンジン３４はユーザに必要と判断されるデータを提供するためのソ
フトウエアであり、サービス１７に接続されている。リコメンドエンジン３４はサービス
１７との間で、サーチクエリーとサーチリザルトとを行う。
　リコメンドエンジン３４は重要キーワードを抽出する重要キーワード抽出部３５と、ユ
ーザランキングによる絞り込みを行う絞り込み部３６とを有する。重要キーワードは、ユ
ーザ毎に異なる興味や関心の高いキーワードであり、頻出度の高い固有名詞（例えば、人
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名、キャラクタ名、曲名、番組名、国名、都市名、地名、競技名、ゲーム名等）が挙げら
れる。ユーザランキングは、統計数学的処理を施してユーザ毎に抽出されたキーワードを
頻度順にランク付けをしたものである。絞り込みとは、ランク付けされたキーワードを上
位から所定の順位まで選択して絞り込んだものをすぐに提供できるように確保しておくこ
とである。
【００１９】
　リコメンド結果３７は、ユーザに推薦すべきであると判断した場合にユーザに提供され
る情報であり、例えばユーザの好みのタレント、歌手、嗜好品、スポーツ、旅行等に関す
るイベント、放送番組、グッズ等の情報が挙げられる。
【００２０】
＜動　作＞
　図３は、図１に示した情報処理装置の動作を示すフローチャートの一例である。
　まず、ＴＰＯの判定が開始されると、情報抽出エンジンが作動し（ステップＳ１）、パ
ーソナルＤＢとの間で情報の授受が行われる（ステップＳ２、Ｓ５）。
　次に検索エンジンが作動し（ステップＳ３）、サービスとの間でサーチクエリーとサー
チリザルトとが行われる（ステップＳ６）。
　マッチングエンジンが作動し（ステップＳ３）、重要キーワードを抽出し、ユーザラン
キングによる絞り込みが行われ、リコメンド結果が得られる（ステップＳ４）。
【００２１】
＜パーソナル機能＞
　図１に示した情報処理装置１００は、電源をつけると、ユーザが見たいものが放送番組
、録画番組、ＷＥＢコンテンツの区分け無く準備されるようになっている。
　このような情報処理装置１００の画面遷移等について、図４～図８を参照して説明する
。
　図４は、図１に示した情報処理装置１００及びリモコン４０の外観図である。
　情報処理装置１００の画面１０３は、放送番組や録画番組等のコンテンツを再生するメ
イン画面１０１と、サイドメニュー１０２と、を有する。サイドメニュー１０２は、例え
ば、第一のサイドメニューとしてのＰｅｒｓｏｎａｌ　Ｖｉｅｗｅｒ（以下、パーソナル
ビューア）１０２ａ、第二のサイドメニューとしてのＳｈｏｐｐｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ
（以下、ショッピングチャンネル）１０２ｂ、及び第三のサイドメニューとしてのＰｅｒ
ｓｏｎａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（以下、パーソナルチャンネル）１０２ｃを有し、いずれか
一つをリモコン４０のボタン操作で選択することができる。
　各サイドメニュー１０２ａ～１０２ｃは、ユーザの嗜好に対応したコンテンツが紐づけ
られているので、通常は、例えば図４に示すように、「Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｖｉｅｗｅｒ
」、「Ｓｈｏｐｐｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ」、及び「Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
」の文字と人のシンボルだけのさり気ない表示がされているが、ユーザがこれらのサイド
メニュー１０２ａ～１０２ｃのいずれかを選択することで、ユーザの所望する情報を得る
ことができるようになっている。
【００２２】
　パーソナルビューア１０２ａとは、ユーザの過去のライフログをビジュアル表示、検索
できる機能である。ショッピングチャンネル１０２ｂとは、ショッピングＨｕｂと連携し
、ユーザの嗜好に応じた商品をネットショッピングできる機能である。パーソナルチャン
ネル１０２ｃとは、ユーザが選びやすいように配列を変更するものであり、ユーザの嗜好
に応じて収集し、映像系をメイン画面のメインフレームにまとめ、それ以外の関連商品を
メイン画面のサブウィンドウに配置するチャンネルである。
【００２３】
　一方、リモコン４０は、チャンネル切り替えボタン、音量調節ボタンの他に「いいねボ
タン」を有し、例えば番組視聴中に出演者が持っている物にユーザが興味を持った場合、
カーソル操作をして「いいねボタン」を押すことにより情報処理装置１００の例えば記憶
手段としてのパーソナルＤＢ１６に記憶される。
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　尚、図４中１０４は、録画番組である「アングリー」の再生開始アイコンである。リモ
コン４０のボタン操作により図には示されないカーソルを再生開始アイコン１０４に移動
させてクリックすることにより録画番組が再生されるようになっている。
【００２４】
　以下に、パーソナルビューア、ショッピングチャンネル、及びパーソナルチャンネルに
ついて述べるが、これらのサイドメニューの内容はＴＰＯに応じて切り替わるようになっ
ている。
＜パーソナルビューア＞
　図５は、パーソナルビューアについての説明図である。
　リモコン４０のボタン操作により、図５の左に記載されている情報処理装置１００のサ
イドメニュー１０２のうちのパーソナルビューア１０２ａが選択されると、図５の右下の
ようなメイン画面１０１が情報処理装置１００に表示される。メイン画面１０１にはユー
ザが過去に視聴した番組の各サムネイルが表示される。サムネイル群の中にユーザが「何
か見覚えのあるものがあるぞ、これ何だっけ？」と思ったときにリモコン４０の操作によ
り、ユーザに見覚えのあるサムネイルをドロップすると、右上のような「[Ｄｉｓｃ１『
輝く太陽のように／Ｔｈｅ　Ｂｉｒｄ　ｗｉｔｈ　Ｗｉｎｇｓ』…略…視聴　３：２９［
４：１２］」と、ＣＤ情報が表示される。ユーザはそのＣＤを購入する場合には、サイド
メニュー１０２ｂを選択することでショッピングチャンネルのサイトの画面に遷移するこ
とで、購入しやすくなる。
【００２５】
＜ショッピングチャンネル＞
　図６は、ショッピングチャンネルについての説明図である。
　図６に示すように情報処理装置１００－１のメイン画面１０１にパティシエの厨房が表
示されているとする。
　この画面を見ているユーザＵ１が「毎週アップルパイを見ているとたべたくなるなぁ」
と思い、サイドメニュー１０２のうちのショッピングチャンネル１０２ｂをリモコン４０
で選択すると、「ママゾン」や「楽夫」等の提携サービスにより取得したメイン画面１０
１－１が得られる。メイン画面１０１－１の左上には「アップルパイ」の通販サイトが表
示されている。ユーザＵ１はそのアップルパイを購入したい場合にはその通販サイトで購
入することができる。
　また図６のメイン画面１０１－２にサムネイル群が表示されており、以前ユーザＵ２が
番組視聴中にリモコン４０で「いいね」を押した番組テーマ曲のアイコンを発見した場合
、ユーザＵ２がショッピングチャンネル１０２ｂをリモコン４０で選択すると、メイン画
面１０１－２が表示される。メイン画面１０１－２には「輝く太陽のように／Ｔｈｅ　Ｂ
ｉｒｄ　ｗｉｔｈ　Ｗｉｎｇｓ　…略…在庫有り」が表示されているとする。
　ユーザＵ２がショッピングチャンネル１０２ｂをリモコン４０で選択し、ショッピング
チャンネルのサイトの画面に遷移することで購入が容易となる。
【００２６】
＜パーソナルチャンネル＞
　図７は、パーソナルチャンネルについての説明図であり、図８は、図７の拡大図である
。
　図７の左下にメイン画面１０１に放送番組「アングリー」の録画画面がサイドメニュー
１０２と共に表示されており、メイン画面１０１の周囲にはユーザが以前視聴、ダウンロ
ード、もしくは録画した番組のサムネイルが配置されている。これらは情報処理装置１０
０に記録されている放送番組のイメージである。
　これらの番組については、サイドメニュー１０２のうちのパーソナルチャンネル１０２
ｃをリモコン４０のボタン操作により選択すると、右上のようにユーザ好みのチャンネル
としての「○井　理」のチャンネルが形成される。
　すなわち、図８に示すように情報処理装置の電源を投入すると、メイン画面１０１は、
見出し１０１ａ、メインフレームＴＶ番組１０１ｂ、サブフレーム１０１ｃ、お気に入り
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フレーム１０１ｄ、お気に入りフレーム１０１ｄに関連する商品枠１０１ｅ、前回の録画
番組１０１ｆ、及び動画サイト１０１ｇに区分けされる。
【００２７】
　以上のように、本実施形態によれば、闇雲にコンテンツをリコメンドするのではなく、
ユーザが欲しいと思われる時に適切な情報をタイミング良くリコメンドすることができる
。
【００２８】
＜プログラム＞
　以上で説明した本発明に係る情報処理装置は、コンピュータで処理を実行させるプログ
ラムによって実現されている。コンピュータとしては、例えばパーソナルコンピュータや
ワークステーションなどの汎用的なものが挙げられるが、本発明はこれに限定されるもの
ではない。よって、一例として、プログラムにより本発明の機能を実現する場合の説明を
以下で行う。
【００２９】
　例えば、
　情報処理装置のコンピュータに、
　表示手段が、少なくともコンテンツを表示する手順、
　ユーザ特定手段が、表示手段に表示されたコンテンツを視聴しているユーザを特定する
手順、
　オブジェクト特定手段が、コンテンツに含まれるオブジェクトを特定する手順、
　嗜好管理手段が、特定されたオブジェクトに対するユーザの嗜好を管理する手順、
　関連情報管理手段が、所定の基準よりも強く嗜好されるオブジェクトに関連するオブジ
ェクト関連情報を取得しユーザごとに紐付けて管理する手順、
　アイコン表示手段が、オブジェクト関連情報に対応するオブジェクトがオブジェクト関
連情報に紐付けられるユーザの視聴しているコンテンツに表示されたときに、選択実行さ
れることによりオブジェクト関連情報を表示するためのアイコンを、表示手段の周縁に選
択実行可能であることがわかるように表示する手順、
を実行させるためのプログラムが挙げられる。
【００３０】
　これにより、プログラムが実行可能なコンピュータ環境さえあれば、どこにおいても本
発明に係る情報処理装置を実現することができる。
　このようなプログラムは、コンピュータに読み取り可能な記憶媒体に記憶されていても
よい。
【００３１】
＜記憶媒体＞
　ここで、記憶媒体としては、例えばＣＤ－ＲＯＭ、フレキシブルディスク（ＦＤ）、Ｃ
Ｄ－Ｒ等のコンピュータで読み取り可能な記憶媒体、フラッシュメモリ、ＲＡＭ、ＲＯＭ
、ＦｅＲＡＭ等の半導体メモリやＨＤＤが挙げられる。
【００３２】
　ＣＤ－ＲＯＭは、Compact Disc Read Only Memoryの略である。フレキシブルディスク
は、Flexible Disk：ＦＤを意味する。ＣＤ－Ｒは、CD Recordableの略である。ＲＡＭは
、Random-Access Memoryの略である。ＲＯＭは、Read-Only Memoryの略である。ＦｅＲＡ
Ｍは、Ferroelectric RAMの略で、強誘電体メモリを意味する。ＨＤＤは、Hard Disc Dri
veの略である。
【００３３】
　尚、上述した実施の形態は、本発明の好適な実施の形態の一例を示すものであり、本発
明はそれに限定されることなく、その要旨を逸脱しない範囲内において、種々変形実施が
可能である。例えば、上述した実施の形態ではメインコンテンツとともにオブジェクトを
表示した場合で説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、サイドでもよく、
オーバレイでもよい。また、オブジェクトについては表示されていなかったものを表示す
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【符号の説明】
【００３４】
　１１　　受信部（チューナ）
　１２　　ストリーム分離部（ＤＥＭＵＸ）
　１３　　映像デコード部
　１４　　表示処理部（スケーラ）
　１５　　表示部（モニタ）
　１６　　パーソナルＤＢ
　１７　　サービス
　１８　　ＧＰＳ（汎地球測位システム）
　１９　　受信制御部
　１９ａ　　抽出手段
　１９ｂ　　絞り込み手段
　１９ｃ　　収集手段
　１９ｄ　　画像処理手段
　１９ｅ　　検索手段
　１９ｇ　　ユーザ特定手段
　１９ｈ　　オブジェクト特定手段
　１９ｉ　　嗜好管理手段
　１９ｊ　　関連情報管理手段
　１９ｋ　　アイコン表示手段
　２０　　センサ
　２１　　リモコン受信部
　２２　　入力手段
　２３　　カメラ
　２４　　ネットワーク接続部
　３１　　ユーザの行動
　３２　　ユーザの状態
　３４　　リコメンドエンジン
　３５　　重要キーワード抽出部
　３６　　絞り込み部
　３７　　リコメンド結果
　４０　　リモコン
　１００　　情報処理装置（テレビジョン受像器）
　１０１　　メイン画面
　１０２　　サイドメニュー（アイコン）
　１０３　　画面
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