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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面を有する表示部の表示を制御する表示制御装置であって、
　複数のカテゴリのいずれかに属する複数の項目を管理する管理部と、
　前記表示部の画面に対するユーザの注目度である画面注目度を判定する画面注目度判定
部と、
　前記複数のカテゴリの各々が選択された履歴を示す選択操作履歴情報を収集する選択操
作履歴収集部と、
　前記画面注目度および前記選択操作履歴情報に基づいて、前記複数のカテゴリの各々に
対し、前記ユーザが選択する確率である選択確率を算出する選択確率算出部と、
　前記複数のカテゴリのうち選択確率が高いカテゴリ程、該カテゴリの項目を選択容易な
表示形態に決定し、決定した前記表示形態で前記表示部に表示させる表示形態決定部とを
備え、
　前記複数のカテゴリは、前記画面に表示されているコンテンツに関連する項目からなる
カテゴリである関連カテゴリを含み、
　前記選択確率算出部は、
　前記画面注目度が第１注目度の場合における前記関連カテゴリの選択確率を、前記画面
注目度が前記第１注目度より低い第２注目度の場合における前記関連カテゴリの選択確率
より高く算出し、
　前記複数のカテゴリのそれぞれについて、前記選択操作履歴情報を用いて、選択された
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回数が第１回数の場合における選択確率を、前記選択された回数が前記第１回数より少な
い第２回数の場合における選択確率より高く算出する
　表示制御装置。
【請求項２】
　前記表示制御装置は、少なくとも１台の電気機器と通信し、
　前記複数のカテゴリは、前記電気機器から通知された項目からなるカテゴリである通知
カテゴリを含み、
　前記表示制御装置は、さらに、前記ユーザにより前記電気機器が操作された履歴を示す
機器操作履歴情報を収集する機器操作履歴収集部を備え、
　前記選択確率算出部は、さらに、
　前記機器操作履歴情報を用いて、前記電気機器が操作された回数が第３回数の場合にお
ける前記通知カテゴリの選択確率を、前記電気機器が操作された回数が前記第３回数より
少ない第４回数の場合における前記通知カテゴリの選択確率より高く算出する
　請求項１に記載の表示制御装置。
【請求項３】
　前記通知カテゴリの各項目は、前記ユーザに対する当該項目の通知の重要度を示すアナ
ウンス強度と対応付けられ、
　前記選択確率算出部は、前記アナウンス強度が第１強度の場合における通知カテゴリの
選択確率を、前記アナウンス強度が第１強度より低い第２強度の場合における通知カテゴ
リの選択確率より高く算出する
　請求項２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記項目は、前記表示制御装置と通信する外部機器から送信されたプッシュ情報である
　請求項１～３のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　前記表示部は、コンテンツを表示し、
　前記表示形態決定部は、前記複数の項目を、決定した前記表示形態で前記コンテンツに
重畳して表示させる
　請求項１～４のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　前記表示形態決定部は、前記複数のカテゴリのうち、前記選択確率が最大のカテゴリの
表示ラベルの表示形態を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリの表示ラベルの表
示形態より具体的にする
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項７】
　前記表示形態決定部は、前記選択確率が最大のカテゴリの表示ラベルを、当該カテゴリ
及び当該カテゴリに属する各項目に対応させ、前記選択確率が最大のカテゴリ以外のカテ
ゴリの表示ラベルを、当該カテゴリのみに対応させる
　請求項６に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　前記表示形態決定部は、前記複数のカテゴリのうち、前記選択確率が最大のカテゴリの
項目の表示領域を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリの項目の表示領域より大
きくする
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　前記表示形態決定部は、前記複数のカテゴリのうち、前記選択確率が最大のカテゴリの
項目の表示数を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリの項目の表示数より多くす
る
　請求項１～５のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
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　前記表示形態決定部は、前記選択確率が最大のカテゴリの項目の表示ラベルを並べて配
置し、前記選択確率が最大のカテゴリ以外の項目の表示ラベルをカテゴリ毎に重畳する
　請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　前記表示形態決定部は、前記複数の項目からなる列を決定し、前記選択確率が最大のカ
テゴリの項目をフォーカス位置として当該フォーカス位置が前記画面上になるように、前
記列をなす前記複数の項目を列方向に移動させる
　請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
　前記画面注目度判定部は、前記ユーザの視線方向を検出する視線検出部を含み、
　前記画面注目度判定部は、前記視線検出部により検出された前記視線方向に基づいて前
記画面注目度を判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１３】
　前記表示部は、コンテンツを表示し、
　前記画面注目度判定部は、前記表示部に表示されているコンテンツのジャンルに基づい
て前記画面注目度を判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１４】
　前記表示部は、コンテンツを表示し、
　前記画面注目度判定部は、前記表示部に表示されているコンテンツの視聴完了率に基づ
いて前記画面注目度を判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１５】
　前記表示制御装置は、該表示制御装置を操作するための入力装置により操作され、
　前記画面注目度判定部は、前記入力装置に対するユーザの操作に基づいて前記画面注目
度を判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１６】
　前記入力装置はリモコンである
　請求項１５に記載の表示制御装置。
【請求項１７】
　前記入力装置は、スマートフォンまたはタブレット端末である
　請求項１５に記載の表示制御装置。
【請求項１８】
　前記画面注目度判定部は、さらに、前記ユーザの表情を判定する表情判定部を含み、
　前記画面注目度判定部は、前記表情判定部により判定された前記ユーザの表情に基づい
て前記画面注目度を判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項１９】
　前記画面注目度判定部は、さらに、音声を取得する音声取得部を含み、
　前記画面注目度判定部は、前記音声取得部により音声として取得された、前記ユーザの
会話の内容に基づいて前記画面注目度を判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項２０】
　前記画面注目度判定部は、さらに、音声を取得する音声取得部を含み、
　前記画面注目度判定部は、前記音声取得部により音声として取得された、前記ユーザの
会話の盛り上がり度に基づいて前記画面注目度を判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項２１】
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　前記表示制御装置は、さらに、前記表示部の画面の前方に位置するユーザを識別するユ
ーザ識別部を備え、
　前記画面注目度判定部は、さらに、前記ユーザの友人のリスト及び当該友人が視聴した
コンテンツを示すコンテンツ視聴情報を取得する友人情報取得部を含み、
　前記画面注目度判定部は、前記表示部に表示されているコンテンツと同じコンテンツを
視聴している友人の人数が多い程、画面注目度が高いと判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項２２】
　前記画面注目度判定部は、さらに、前記表示部に表示されているコンテンツの推薦者を
示す情報を取得する推薦者取得部を含み、
　前記画面注目度判定部は、前記表示部に表示されているコンテンツの推薦者の序列が高
い程、画面注目度が高いと判定する
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の表示制御装置。
【請求項２３】
　前記推薦者の序列は、所定の範囲内の視聴者による投票総数が多いほど高い
　請求項２２に記載の表示制御装置。
【請求項２４】
　画面を有する表示部の表示を制御する集積回路であって、
　複数のカテゴリのいずれかに属する複数の項目を管理する管理部と、
　前記表示部の画面に対するユーザの注目度である画面注目度を判定する画面注目度判定
部と、
　前記複数のカテゴリの各々が選択された履歴を示す選択操作履歴情報を収集する選択操
作履歴収集部と、
　前記画面注目度および前記選択操作履歴情報に基づいて、前記複数のカテゴリの各々に
対し、前記ユーザが選択する確率である選択確率を算出する選択確率算出部と、
　前記複数のカテゴリのうち選択確率が高いカテゴリ程、該カテゴリの項目を選択容易な
表示形態に決定し、決定した前記表示形態で前記表示部に表示させる表示形態決定部とを
備え、
　前記複数のカテゴリは、前記画面に表示されているコンテンツに関連する項目からなる
カテゴリである関連カテゴリを含み、
　前記選択確率算出部は、
　前記画面注目度が第１注目度の場合における前記関連カテゴリの選択確率を、前記画面
注目度が前記第１注目度より低い第２注目度の場合における前記関連カテゴリの選択確率
より高く算出し、
　前記複数のカテゴリのそれぞれについて、前記選択操作履歴情報を用いて、選択された
回数が第１回数の場合における選択確率を、前記選択された回数が前記第１回数より少な
い第２回数の場合における選択確率より高く算出する
　集積回路。
【請求項２５】
　表示制御装置による、画面を有する表示部の表示を制御する表示制御方法であって、
　前記表示制御装置が備える管理部が、複数のカテゴリのいずれかに属する複数の項目を
取得する取得ステップと、
　前記表示制御装置が備える画面注目度判定部が、前記表示部の画面に対するユーザの注
目度である画面注目度を判定する画面注目度判定ステップと、
　前記表示制御装置が備える選択操作履歴収集部が、前記複数のカテゴリの各々が選択さ
れた履歴を示す選択操作履歴情報を収集する選択操作履歴収集ステップと、
　前記表示制御装置が備える選択確率算出部が、前記画面注目度および前記選択操作履歴
情報に基づいて、前記複数のカテゴリの各々に対し、前記ユーザが選択する確率である選
択確率を算出する選択確率算出ステップと、
　前記表示制御装置が備える表示形態決定部が、前記複数のカテゴリのうち選択確率が高



(5) JP 5869558 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

いカテゴリ程、該カテゴリの項目を選択容易な表示形態に決定し、決定した前記表示形態
で前記表示部に表示させる表示形態決定ステップとを含み、
　前記複数のカテゴリは、前記画面に表示されているコンテンツに関連する項目からなる
カテゴリである関連カテゴリを含み、
　前記選択確率算出ステップでは、
　前記画面注目度が第１注目度の場合における前記関連カテゴリの選択確率を、前記画面
注目度が前記第１注目度より低い第２注目度の場合における前記関連カテゴリの選択確率
より高く算出し、
　前記複数のカテゴリのそれぞれについて、前記選択操作履歴情報を用いて、選択された
回数が第１回数の場合における選択確率を、前記選択された回数が前記第１回数より少な
い第２回数の場合における選択確率より高く算出する
　表示制御方法。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の表示制御方法をコンピュータに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、表示部の画面への表示を制御する表示制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、視聴履歴に基づいて、番組関連情報の表示方法を制御したり、画面構成等の視聴
形態を選択するものがある（特許文献１を参照）。また、ユーザの過去の視聴履歴に基づ
き、入力ソースの視聴形態を決定するものが知られている（特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３７４７５４１号公報
【特許文献２】特許第４０４６９９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記従来の構成では、ネットワークに接続する機器が増大するにつれ、
情報を提示するテレビやタブレット端末、スマートフォンなどの表示装置に対し、プッシ
ュすべき情報（プッシュ情報）が多種多様になる。そのため、ユーザが選択を望むカテゴ
リのプッシュ情報を、容易に選択することが難しくなるという課題がある。
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、ユーザによって選択
される可能性が高い項目を表示できる表示制御装置等を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示制御装置は、画面を有する表示
部の表示を制御する表示制御装置であって、複数のカテゴリのいずれかに属する複数の項
目を管理する管理部と、前記表示部の画面に対するユーザの注目度である画面注目度を判
定する画面注目度判定部と、前記複数のカテゴリの各々が選択された履歴を示す選択操作
履歴情報を収集する選択操作履歴収集部と、前記画面注目度および前記選択操作履歴情報
に基づいて、前記複数のカテゴリの各々に対し、前記ユーザが選択する確率である選択確
率を算出する選択確率算出部と、前記複数のカテゴリのうち選択確率が高いカテゴリ程、
該カテゴリの項目を選択容易な表示形態に決定し、決定した前記表示形態で前記表示部に
表示させる表示形態決定部とを備え、前記複数のカテゴリは、前記画面に表示されている
コンテンツに関連する項目からなるカテゴリである関連カテゴリを含み、前記選択確率算
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出部は、前記画面注目度が第１注目度の場合における前記関連カテゴリの選択確率を、前
記画面注目度が前記第１注目度より低い第２注目度の場合における前記関連カテゴリの選
択確率より高く算出し、前記複数のカテゴリのそれぞれについて、前記選択操作履歴情報
を用いて、選択された回数が第１回数の場合における選択確率を、前記選択された回数が
前記第１回数より少ない第２回数の場合における選択確率より高く算出する。
【０００７】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、方法、集積回路、コンピュータプログラ
ムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現されてもよく、
方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な組み合わせで実現され
てもよい。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の表示制御装置は、複数の項目に対応する複数のカテゴリのうち、ユーザによっ
て選択される確率が高い項目を表示できる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１Ａ】図１Ａは、実施の形態における表示制御装置の機能構成を示すブロック図であ
る。
【図１Ｂ】図１Ｂは、表示部の構成を示す図である。
【図２】図２は、表示制御処理の流れを示すフローチャートである。
【図３】図３は、表示制御装置の機能構成をさらに詳細に示すブロック図である。
【図４】図４は、表示制御処理の流れを詳細に示すフローチャートである。
【図５】図５は、各カテゴリの選択確率を算出する処理の詳細な流れを示すフローチャー
トである。
【図６Ａ】図６Ａは、撮像装置の配置の一例を説明するための図である。
【図６Ｂ】図６Ｂは、撮像装置の配置の他の一例を説明するための図である。
【図６Ｃ】図６Ｃは、撮像装置の配置のさらに他の一例を説明するための図である。
【図７】図７は、視線方向検出処理の流れを示すフローチャートである。
【図８】図８は、視線方向検出処理において顔向きを検出する処理を説明するための図で
ある。
【図９】図９は、視線方向基準面の算出について説明するための図である。
【図１０】図１０は、黒目中心の検出について説明するための図である。
【図１１】図１１は、黒目中心の検出について説明するための図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、入力装置の一例を説明する図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、入力装置の他の一例を説明する図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｃは、入力装置のさらに他の一例を説明する図である。
【図１３Ａ】図１３Ａは、関連情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示の一
例を説明する図である。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、トレンド情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示
の一例を説明する図である。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、通知情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示の一
例を説明する図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、関連情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示の他
の一例を説明する図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、トレンド情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示
の他の一例を説明する図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、通知情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示の他
の一例を説明する図である。
【図１５Ａ】図１５Ａは、関連情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示のさ
らに他の一例を説明する図である。



(7) JP 5869558 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

【図１５Ｂ】図１５Ｂは、トレンド情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示
のさらに他の一例を説明する図である。
【図１５Ｃ】図１５Ｃは、通知情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示のさ
らに他の一例を説明する図である。
【図１６Ａ】図１６Ａは、関連情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示のさ
らに他の一例を説明する図である。
【図１６Ｂ】図１６Ｂは、トレンド情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示
のさらに他の一例を説明する図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｃは、通知情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示のさ
らに他の一例を説明する図である。
【図１７Ａ】図１７Ａは、関連情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示のさ
らに他の一例を説明する図である。
【図１７Ｂ】図１７Ｂは、トレンド情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示
のさらに他の一例を説明する図である。
【図１７Ｃ】図１７Ｃは、通知情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示のさ
らに他の一例を説明する図である。
【図１８Ａ】図１８Ａは、関連情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示のさ
らに他の一例を説明する図である。
【図１８Ｂ】図１８Ｂは、トレンド情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示
のさらに他の一例を説明する図である。
【図１８Ｃ】図１８Ｃは、通知情報の選択確率が最も高い場合のプッシュ情報の表示のさ
らに他の一例を説明する図である。
【図１９】図１９は、変形例１に係る表示制御装置の詳細な機能構成を示すブロック図で
ある。
【図２０】図２０は、変形例２に係る表示制御装置の詳細な機能構成を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者らは、「背景技術」の欄において記載した表示制御装置に関し、以下の問題が
生じることを見いだした。
【００１１】
　放送と通信の融合の進展により、テレビは単に放送コンテンツを視聴するために利用さ
れるだけでなく、ウェブ情報などさまざまな情報を閲覧するディスプレイへと発展してい
る。また、テレビの新しい機能の一つとして、生活に関連したさまざまな情報を適切なタ
イミングで通知する機能も提案されている。
【００１２】
　近年では、電気機器のネットワーク機能が普及し、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）
レコーダーや、ネットワークカメラなどをテレビと連携させ、一つのリモコンで複数の機
器を操作することや、テレビの画面でネットワークカメラの映像を確認するといったこと
も可能である。
【００１３】
　また、これらの機器に加えて、洗濯機、冷蔵庫、電子レンジといった家電機器をテレビ
と連携させることで、各機器の稼働状態など、各機器に関する情報をテレビで確認するこ
とも可能である。すなわち、テレビのような表示装置と他の複数の機器とを、ネットワー
クを通じて連携させ、表示装置に各機器からの情報を表示させることで、ユーザは各機器
の近くに行かなくとも、表示装置から、各機器の情報を参照できる。
【００１４】
　特許文献１の技術では、データ伝送手段を介してデータ受信側へ放送される各番組に関
連する番組関連情報を伝送するデータ配信側における番組関連情報伝送制御装置において
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以下の処理が行われる。
【００１５】
　番組関連情報伝送制御装置は、データ受信側から、その視聴操作に応じて得られる視聴
履歴情報を収集する。そして、番組関連情報伝送制御装置は、前記視聴履歴情報に基づい
て、各番組の番組関連情報の送出条件を制御する。
【００１６】
　特許文献２の情報処理装置は、ユーザの過去の視聴パターンを履歴情報として記憶する
。そして、当該情報処理装置は、複数のメディアから提供される入力ソースの映像または
音声を同時に出力する際、上記履歴情報に基づいて自動的にユーザの嗜好に合った入力ソ
ースの視聴形態を決定する。
【００１７】
　しかしながら、前記特許文献１及び２の構成では、ネットワークに接続する機器が増大
するにつれ、情報を提示するテレビやタブレット端末、スマートフォンなどの表示装置に
対し、プッシュすべき情報（プッシュ情報）が多種多様になる。そのため、ユーザが選択
を望むカテゴリのプッシュ情報を、容易に選択することが難しくなるという問題がある。
【００１８】
　このような問題を解決するために、本発明の一態様に係る表示制御装置は、画面を有す
る表示部の表示を制御する表示制御装置であって、複数のカテゴリのいずれかに属する複
数の項目を管理する管理部と、前記表示部の画面に対するユーザの注目度である画面注目
度を判定する画面注目度判定部と、前記複数のカテゴリの各々が選択された履歴を示す選
択操作履歴情報を収集する選択操作履歴収集部と、前記画面注目度および前記選択操作履
歴情報に基づいて、前記複数のカテゴリの各々に対し、前記ユーザが選択する確率である
選択確率を算出する選択確率算出部と、前記複数のカテゴリのうち選択確率が高いカテゴ
リ程、該カテゴリの項目を選択容易な表示形態に決定し、決定した前記表示形態で前記表
示部に表示させる表示形態決定部とを備え、前記複数のカテゴリは、前記画面に表示され
ているコンテンツに関連する項目からなるカテゴリである関連カテゴリを含み、前記選択
確率算出部は、前記画面注目度が第１注目度の場合における前記関連カテゴリの選択確率
を、前記画面注目度が前記第１注目度より低い第２注目度の場合における前記関連カテゴ
リの選択確率より高く算出し、前記複数のカテゴリのそれぞれについて、前記選択操作履
歴情報を用いて、選択された回数が第１回数の場合における選択確率を、前記選択された
回数が前記第１回数より少ない第２回数の場合における選択確率より高く算出する。
【００１９】
　すなわち、表示形態決定部は、複数のカテゴリのうち選択確率が高いカテゴリ程、該カ
テゴリの項目を選択容易な表示形態に設定する。
【００２０】
　この構成により、複数の項目に対応する複数のカテゴリのうち、ユーザが選択する確率
が高いカテゴリの項目を容易に選択することができる。すなわち、多種多様なカテゴリの
項目からユーザが選択する確率が高いカテゴリの項目にアクセスしやすい表示制御を実現
する表示制御装置を提供することができる。
【００２１】
　つまり、本発明の一態様に係る表示制御装置は、ユーザによって選択される可能性が高
い項目を表示できる。
【００２２】
　また、例えば、前記表示制御装置は、少なくとも１台の電気機器と通信し、前記複数の
カテゴリは、前記電気機器から通知された項目からなるカテゴリである通知カテゴリを含
み、前記表示制御装置は、さらに、前記ユーザにより前記電気機器が操作された履歴を示
す機器操作履歴情報を収集する機器操作履歴収集部を備え、前記選択確率算出部は、さら
に、前記機器操作履歴情報を用いて、前記電気機器が操作された回数が第３回数の場合に
おける前記通知カテゴリの選択確率を、前記電気機器が操作された回数が前記第３回数よ
り少ない第４回数の場合における前記通知カテゴリの選択確率より高く算出してもよい。
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【００２３】
　これにより、ユーザの過去の操作履歴に基づいて通知カテゴリの項目を選択容易な表示
形態で表示できる。
【００２４】
　また、例えば、前記通知カテゴリの各項目は、前記ユーザに対する当該項目の通知の重
要度を示すアナウンス強度と対応付けられ、前記選択確率算出部は、前記アナウンス強度
が第１強度の場合における通知カテゴリの選択確率を、前記アナウンス強度が第１強度よ
り低い第２強度の場合における通知カテゴリの選択確率より高く算出してもよい。
【００２５】
　これにより、ユーザにより電気機器の速やかな操作が必要な場合に、通知カテゴリの項
目を選択容易な表示形態で表示部に表示させることができる。その結果、ユーザによって
通知カテゴリの項目が選択される可能性が高くなる。
【００２６】
　また、例えば、前記項目は、前記表示制御装置と通信する外部機器から送信されたプッ
シュ情報であってもよい。
【００２７】
　また、例えば、前記表示部は、コンテンツを表示し、前記表示形態決定部は、前記複数
の項目を、決定した前記表示形態で前記コンテンツに重畳して表示させてもよい。
【００２８】
　これにより、ユーザはコンテンツの視聴を妨げられることなく、画面に表示された項目
に気付くことができる。
【００２９】
　また、例えば、前記表示形態決定部は、前記複数のカテゴリのうち、前記選択確率が最
大のカテゴリの表示ラベルの表示形態を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリの
表示ラベルの表示形態より具体的にしてもよい。
【００３０】
　これにより、ユーザは選択確率が最大のカテゴリに属する項目を容易に選択できる。ま
た、選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリは、選択確率が最大のカテゴリと比較して
抽象的に表示されるので、画面上の見た目の煩わしさが軽減する。
【００３１】
　また、例えば、前記表示形態決定部は、前記選択確率が最大のカテゴリの表示ラベルを
、当該カテゴリ及び当該カテゴリに属する各項目に対応させ、前記選択確率が最大のカテ
ゴリ以外のカテゴリの表示ラベルを、当該カテゴリのみに対応させてもよい。
【００３２】
　これにより、ユーザは選択確率が最大のカテゴリに属する項目を容易に確認できる。
【００３３】
　また、例えば、前記表示形態決定部は、前記複数のカテゴリのうち、前記選択確率が最
大のカテゴリの項目の表示領域を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリの項目の
表示領域より大きくしてもよい。
【００３４】
　これにより、ユーザは選択確率が最大のカテゴリに属する項目を容易に選択にできる。
【００３５】
　また、例えば、前記表示形態決定部は、前記複数のカテゴリのうち、前記選択確率が最
大のカテゴリの項目の表示数を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリの項目の表
示数より多くしてもよい。
【００３６】
　これにより、ユーザは、選択確率が最大のカテゴリに属する項目に容易にアクセスでき
る。
【００３７】
　また、例えば、前記表示形態決定部は、前記選択確率が最大のカテゴリの項目の表示ラ
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ベルを並べて配置し、前記選択確率が最大のカテゴリ以外の項目の表示ラベルをカテゴリ
毎に重畳してもよい。
【００３８】
　また、例えば、前記表示形態決定部は、前記複数の項目からなる列を決定し、前記選択
確率が最大のカテゴリの項目をフォーカス位置として当該フォーカス位置が前記画面上に
なるように、前記列をなす前記複数の項目を列方向に移動してもよい。
【００３９】
　また、例えば、前記画面注目度判定部は、前記ユーザの視線方向を検出する視線検出部
を含み、前記画面注目度判定部は、前記視線検出部により検出された前記視線方向に基づ
いて前記画面注目度を判定してもよい。
【００４０】
　これにより、例えば、ユーザの視線方向が、当該ユーザから画面への方向である場合に
、画面注目度が高いと判定することができる。
【００４１】
　また、例えば、前記表示部は、コンテンツを表示し、前記画面注目度判定部は、前記表
示部に表示されているコンテンツのジャンルに基づいて前記画面注目度を判定してもよい
。
【００４２】
　これにより、コンテンツのジャンルに基づいて、ユーザによって選択される可能性が高
い項目を表示できる。例えば、コンテンツのジャンルがドラマの場合、ユーザはドラマの
ストーリーを理解するために、画面を注目していることが多い。つまり、画面注目度が高
い。したがって、この場合、ドラマに関連する項目が選択容易な表示形態で表示されるの
で、ドラマのストーリーを理解するために画面に注目しているユーザによって当該項目が
選択される可能性が高い。これに対して、例えば、コンテンツのジャンルがバラエティの
場合、ユーザが画面を見る以外に別のことをしながら画面を見る状態、いわゆる「ながら
見」であることが多い。つまり、画面注目度が低い。したがって、この場合、バラエティ
に関連する項目ではない項目が選択容易な表示形態で表示されるので、ながら見のユーザ
によって当該項目が選択される可能性が高い。
【００４３】
　また、例えば、前記表示部は、コンテンツを表示し、前記画面注目度判定部は、前記表
示部に表示されているコンテンツの視聴完了率に基づいて前記画面注目度を判定してもよ
い。
【００４４】
　これにより、例えば、視聴完了率が高い場合に、関連カテゴリの項目を選択容易な表示
形態で表示させることができる。
【００４５】
　また、例えば、前記表示制御装置は、該表示制御装置を操作するための入力装置により
操作され、前記画面注目度判定部は、前記入力装置に対するユーザの操作に基づいて前記
画面注目度を判定してもよい。
【００４６】
　これにより、例えば、入力装置に対するユーザの操作の頻度が高い場合に、ユーザによ
って選択される可能性が高い関連カテゴリの項目を選択容易な表示形態で表示させること
ができる。
【００４７】
　また、例えば、前記入力装置はリモコンであってもよい。
【００４８】
　また、例えば、前記入力装置は、スマートフォンまたはタブレット端末であってもよい
。
【００４９】
　また、例えば、前記画面注目度判定部は、さらに、前記ユーザの表情を判定する表情判
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定部を含み、前記画面注目度判定部は、前記表情判定部により判定された前記ユーザの表
情に基づいて前記画面注目度を判定してもよい。
【００５０】
　これにより、例えば、表情判定部により判定されたユーザの表情が笑顔である場合に、
ユーザによって選択される可能性が高い関連カテゴリの項目を選択容易な表示形態で表示
させることができる。
【００５１】
　また、例えば、前記画面注目度判定部は、さらに、音声を取得する音声取得部を含み、
前記画面注目度判定部は、前記音声取得部により音声として取得された、前記ユーザの会
話の内容に基づいて前記画面注目度を判定してもよい。
【００５２】
　これにより、例えば、会話の内容に笑い声が含まれている場合に、ユーザによって選択
される可能性が高い関連カテゴリの項目を選択容易な表示形態で表示させることができる
。
【００５３】
　また、例えば、前記画面注目度判定部は、さらに、音声を取得する音声取得部を含み、
前記画面注目度判定部は、前記音声取得部により音声として取得された、前記ユーザの会
話の盛り上がり度に基づいて前記画面注目度を判定してもよい。
【００５４】
　これにより、例えば、会話の音量が所定値より大きい状態が所定時間以上継続した場合
に、会話の盛り上がり度が高いと判定し、さらに、会話の盛り上がり度が高い場合に、ユ
ーザによって選択される可能性が高い関連カテゴリの項目を選択容易な表示形態で表示さ
せることができる。
【００５５】
　また、例えば、前記表示制御装置は、さらに、前記表示部の画面の前方に位置するユー
ザを識別するユーザ識別部を備え、前記画面注目度判定部は、さらに、前記ユーザの友人
のリスト及び当該友人が視聴したコンテンツを示すコンテンツ視聴情報を取得する友人情
報取得部を含み、前記画面注目度判定部は、前記表示部に表示されているコンテンツと同
じコンテンツを視聴している友人の人数が多い程、画面注目度が高いと判定してもよい。
【００５６】
　これにより、表示部に表示されているコンテンツと同じコンテンツを視聴している友人
の人数が多いほど、すなわち、当該コンテンツが友人の間で盛り上がっているほど、関連
カテゴリの項目が選択容易な表示形態で表示される。ユーザの友人の間で盛り上がってい
るコンテンツは、当該ユーザの関心も高いことが推定されるので、関連カテゴリの項目が
選択される可能性は高い。つまり、同じコンテンツを視聴している友人の人数が多い場合
に、ユーザによって選択される可能性が高い項目を選択容易な表示形態で表示できる。
【００５７】
　また、例えば、前記画面注目度判定部は、さらに、前記表示部に表示されているコンテ
ンツの推薦者を示す情報を取得する推薦者取得部を含み、前記画面注目度判定部は、前記
表示部に表示されているコンテンツの推薦者の序列が高い程、画面注目度が高いと判定し
てもよい。
【００５８】
　これにより、表示部に表示されているコンテンツの推薦者の序列が高いほど、関連カテ
ゴリの項目が選択容易な表示形態で表示される。序列の高い推薦者により推薦されたコン
テンツは、ユーザにとって有益であることが推定されるので、関連カテゴリの項目が選択
される可能性は高い。つまり、序列の高い推薦者によって推薦されたコンテンツに関連す
る項目を選択容易な表示形態で表示できる。
【００５９】
　また、例えば、前記推薦者の序列は、所定の範囲内の視聴者による投票総数が多いほど
高くてもよい。
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【００６０】
　これにより、予め定められた範囲内の視聴者による投票総数が多い推薦者が推薦する項
目ほど、選択容易な表示形態で表示できる。例えば、ユーザと嗜好の類似する視聴者を予
め定められた範囲とする場合、当該ユーザの嗜好に合う項目ほど、選択容易な表示形態で
表示できる。
【００６１】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、方法、集積回路、コンピュータプログラ
ムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体記録媒体で実現されて
もよく、方法、集積回路、コンピュータプログラムまたは記録媒体の任意な組み合わせで
実現されてもよい。
【００６２】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００６３】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示すものであ
る。以下の実施の形態で示される数値、形状、構成要素、構成要素の配置位置、ステップ
、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定する主旨ではない。また、以下の実
施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成
要素については、任意の構成要素として説明される。
【００６４】
　また、以下の説明では、同一の構成要素には同一の符号を付してある。それらの名称お
よび機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明を省略する場合がある
。
【００６５】
　［構成］
　図１Ａは、本実施の形態における表示制御装置１０００の機能構成を示すブロック図で
ある。図１Ａでは、表示制御装置１０００における主な構成要素を示す。
【００６６】
　表示制御装置１０００は、テレビである。なお、表示制御装置１０００は、テレビに限
定されず、映像を表示可能な装置であれば他の装置であってもよい。例えば、表示制御装
置１０００は、タブレット端末やスマートフォンであってもよい。本明細書において、コ
ンテンツとは、映像コンテンツであるとする。
【００６７】
　図１Ａに示すように、表示制御装置１０００は、表示部１００と、プッシュ情報管理部
１０１と、関与度判定部１１０と、選択確率算出部１０８と、表示形態決定部１０９とを
備える。
【００６８】
　表示部１００は、例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）で
あり、コンテンツ（映像）を表示する。
【００６９】
　図１Ｂは、表示部１００の構成を示す図である。表示部１００は、画面１００ａを有す
る。画面１００ａには、コンテンツ（映像）等が表示される。
【００７０】
　なお、表示部１００は、ＬＣＤに限定されず、ＰＤＰ（Ｐｌａｓｍａ　Ｄｉｓｐｌａｙ
　Ｐａｎｅｌ）や有機ＥＬディスプレイ（ＯＬＥＤ：Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍ
ｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｓｐｌａｙ）であってもよい。また、表示部１００は、プロジェクタ
ーによって壁などの面に投影する構成により実現されてもよい。
【００７１】
　プッシュ情報管理部１０１は、詳細は後述するが、プッシュ情報を取得する。プッシュ
情報とは、公知なプッシュ型技術により配信される情報である。プッシュ情報は、複数の
カテゴリのいずれかに属する。当該複数のカテゴリは、例えば、トレンド情報、関連情報
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、通知情報等の情報のカテゴリである。なお、以下、トレンド情報が属するカテゴリをト
レンドカテゴリ、関連情報が属するカテゴリを関連カテゴリ、通知情報が属するカテゴリ
を通知カテゴリと記載する場合がある。
【００７２】
　トレンド情報は、例えば、社会、地域等で話題になっている情報である。関連情報は、
表示部１００が表示しているコンテンツ（映像コンテンツ）に関連する情報である。通知
情報は、詳細は後述するが、後述する電気機器から送信される情報である。
【００７３】
　プッシュ情報管理部１０１は、例えば、図示しないプッシュ情報提供装置が、ネットワ
ーク網、放送網等を介して、配信するプッシュ情報を取得する。当該プッシュ情報提供装
置は、例えば、サーバである。また、プッシュ情報管理部１０１は、後述する電気機器３
０１が送信するプッシュ情報を取得する。
【００７４】
　なお、プッシュ情報管理部１０１は、表示制御装置１０００が、外部から取得したコン
テンツに含まれるプッシュ情報を取得してもよい。
【００７５】
　また、プッシュ情報管理部１０１は、複数のカテゴリのいずれかに属する、取得した複
数のプッシュ情報を管理する。
【００７６】
　関与度判定部１１０は、ユーザと各カテゴリに属するプッシュ情報との間の関与度を算
出する。
【００７７】
　選択確率算出部１０８は、詳細は後述するが、複数のプッシュ情報に対応する複数のカ
テゴリの各々に対し、ユーザが選択する確率である選択確率を算出する。
【００７８】
　表示形態決定部１０９は、詳細は後述するが、複数のプッシュ情報に対応する前記複数
のカテゴリのうち選択確率が高いカテゴリ程、該カテゴリのプッシュ情報を選択容易な（
アクセス容易な）表示形態に設定する。
【００７９】
　次に、図１Ａに示す表示制御装置１０００における各種動作について簡単に説明する。
【００８０】
　図２は、本実施の形態における表示制御処理の流れを示すフローチャートである。
【００８１】
　まず、プッシュ情報管理部１０１は、複数のプッシュ情報を取得する（Ｓ１０１）。そ
して、関与度判定部１１０は、ユーザと各カテゴリに属するプッシュ情報との間の関与度
を算出する（Ｓ１０２）。次に、関与度判定部１１０は、算出した関与度に基づいて、複
数のプッシュ情報に対応する、各カテゴリの選択確率を算出する（Ｓ１０３）。表示形態
決定部１０９は、算出された選択確率に基づいて、各カテゴリに属するプッシュ情報の表
示形態を決定する（Ｓ１０４）。
【００８２】
　図３は、本実施の形態における表示制御装置１０００の機能構成をさらに詳細に示すブ
ロック図である。
【００８３】
　表示制御装置１０００は、無線通信等により、入力装置１０により操作される。入力装
置１０は、該表示制御装置１０００を操作するための装置である。前記入力装置１０はリ
モコンである。なお、入力装置１０は、リモコンに限定されず、例えば、スマートフォン
またはタブレット端末等のモバイル端末であってもよい。なお、図３では、表示制御装置
１０００と入力装置１０は別々の装置として記載しているが、勿論、表示制御装置１００
０が入力装置１０の機能を備えてもよい。例えば、タブレット端末またはスマートフォン
が表示制御装置１０００である場合、該タブレット端末またはスマートフォンは入力装置
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１０の機能も備えてよい。
【００８４】
　表示制御装置１０００は、少なくとも１台の電気機器３０１と通信する。具体的には、
図３に示すように、表示制御装置１０００は、ネットワークにより、一台または複数台の
電気機器３０１と接続される。当該ネットワークは、ＬＡＮケーブル等を用いた有線ネッ
トワーク、または、無線ＬＡＮを用いた無線ネットワークである。
【００８５】
　電気機器３０１は、例えば、洗濯機、冷蔵庫、エアコン、空気清浄機、電子レンジ、Ｂ
Ｄレコーダー等のネットワーク家電である。
【００８６】
　電気機器３０１は、当該電気機器３０１に対するユーザの操作の履歴を示す機器操作履
歴情報を、表示制御装置１０００へ送信する。
【００８７】
　また、電気機器３０１は、カテゴリが通知情報であるプッシュ情報を、プッシュ情報管
理部１０１へ送信する。すなわち、電気機器３０１は、通知情報を送信するソース機器で
ある。この場合、当該プッシュ情報は、例えば、電気機器３０１の稼動状態等を示す情報
である。
【００８８】
　ここで、電気機器３０１は、例えば、洗濯機であるとする。この場合、プッシュ情報は
、例えば、洗濯が終了したことを報知するための情報である。
【００８９】
　表示制御装置１０００は、さらに、ユーザ識別部１０２と、画面注目度判定部１０３と
を備える。
【００９０】
　ユーザ識別部１０２は、撮像装置（カメラ）２００が撮像した被写体を示す画像を、撮
像装置２００から取得する。以下においては、撮像装置２００が撮像することにより得ら
れた画像を撮像画像ともいう。
【００９１】
　ユーザ識別部１０２は、詳細は後述するが、撮像画像を用いて、表示部１００の画面１
００ａの前方にいるユーザを識別する。なお、ユーザの識別は、ユーザ個々人が所有して
いるモバイル端末を用いて行ってもよい。
【００９２】
　画面注目度判定部１０３は、詳細は後述するが、表示部１００の画面１００ａに対する
前記識別されたユーザの注目度である画面注目度を判定する。
【００９３】
　関与度判定部１１０は、選択操作履歴収集部１０４と、機器操作履歴収集部１０５と、
操作履歴格納部１０６とを含む。
【００９４】
　選択操作履歴収集部１０４は、複数のプッシュ情報に対応する複数のカテゴリのうち、
入力装置１０等を用いてユーザにより選択されたカテゴリの履歴を示す選択操作履歴情報
を収集する。例えば、選択操作履歴情報は、複数のプッシュ情報に対応する複数のカテゴ
リのうち、通知情報というカテゴリが選択された履歴を示す。そして、選択操作履歴収集
部１０４は、収集した選択操作履歴情報を、操作履歴格納部１０６に格納する。
【００９５】
　機器操作履歴収集部１０５は、各電気機器３０１から、前述した機器操作履歴情報を収
集する。そして、機器操作履歴収集部１０５は、収集した機器操作履歴情報を、操作履歴
格納部１０６に格納する。
【００９６】
　操作履歴格納部１０６は、選択操作履歴情報および機器操作履歴情報を記憶（格納）す
る。
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【００９７】
　［動作］
　次に、図３のように構成された表示制御装置１０００における各種動作について説明す
る。
【００９８】
　図４は、本実施の形態における表示制御処理の流れを詳細に示すフローチャートである
。ここで、表示部１００の画面１００ａの前方には、ユーザが存在するとする。この場合
、撮像画像はユーザを示す。
【００９９】
　まず、プッシュ情報管理部１０１は、複数のプッシュ情報を取得する（Ｓ２０１）。そ
して、ユーザ識別部１０２は、撮像装置２００から、ユーザを示す撮像画像を取得する。
ユーザ識別部１０２は、公知な顔認識処理によって、例えば、取得した撮像画像が示すユ
ーザの顔と、あらかじめデータベースに登録された顔の情報とのマッチングにより、ユー
ザを識別する。すなわち、ユーザ識別部１０２は、表示部１００の画面１００ａの前方に
存在するユーザを識別する（Ｓ２０２）。
【０１００】
　続いて、選択確率算出部１０８は、操作履歴格納部１０６に格納されている、識別され
たユーザに対応する前述の選択操作履歴情報を取得する（Ｓ２０３）。また、選択確率算
出部１０８は、操作履歴格納部１０６に格納されている、識別されたユーザに対応する前
述の機器操作履歴情報を取得する（Ｓ２０４）。
【０１０１】
　続いて、画面注目度判定部１０３は、詳細は後述するが、画面注目度を判定する（Ｓ２
０５）。画面注目度判定部１０３は、判定した画面注目度を、選択確率算出部１０８へ送
信する。これにより、選択確率算出部１０８は、画面注目度を取得する。
【０１０２】
　そして、選択確率算出部１０８は、複数のプッシュ情報に対応する、取得した画面注目
度および選択操作履歴情報に基づいて各カテゴリの選択確率を判定する（Ｓ２０６）。具
体的には、選択確率算出部１０８は、選択操作履歴情報を取得する処理（Ｓ２０３）で取
得された選択履歴情報、機器操作履歴情報を取得する処理（Ｓ２０４）で取得された機器
操作履歴情報、及び、画面注目度を判定する処理（Ｓ２０５）で判定された前記画面注目
度に基づいて、各カテゴリの選択確率を算出する。
【０１０３】
　この各カテゴリの選択確率を算出する処理（Ｓ２０６）での詳細な処理については後述
するが、例えば、選択確率算出部１０８は、画面注目度が小さく、選択操作履歴情報が、
通知情報というカテゴリを選択した回数が所定回数以上であることを示す場合、通知情報
というカテゴリの選択確率を高く算出する。
【０１０４】
　なお、前記選択確率算出部１０８は、取得した画面注目度、機器操作履歴情報および選
択操作履歴情報に基づいて選択確率を算出してもよい。
【０１０５】
　ここで、取得された画面注目度が、所定の値以下であるとする。また、取得された機器
操作履歴情報が、当該機器操作履歴情報に対応する電気機器３０１が所定の日数以上操作
されていないことを示すとする。この場合、選択確率算出部１０８は、例えば、複数のプ
ッシュ情報に対応する複数のカテゴリのうち、トレンドというカテゴリの選択確率を最も
高く算出する。
【０１０６】
　次に、選択確率算出部１０８は、算出した選択確率を、表示形態決定部１０９へ送信す
る。これにより、表示形態決定部１０９は、選択確率を取得する。表示形態決定部１０９
は、取得した選択確率に基づいて、各カテゴリに属するプッシュ情報の表示形態を決定す
る（Ｓ２０７）。言い換えると、選択確率の高いカテゴリ程、そのカテゴリに属するプッ
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シュ情報を選択容易な表示形態に決定し、決定した表示形態で表示部１００に表示させる
。
【０１０７】
　そして、表示形態決定部１０９は、プッシュ情報を、決定した表示形態で表示部１００
が表示するように、表示部１００を制御する。これにより、表示部１００は、決定された
表示形態のプッシュ情報を表示する。
【０１０８】
　例えば、表示形態を決定する処理（ステップＳ２０７）により決定された表示形態に従
って、前記表示形態決定部１０９は、複数のプッシュ情報に対応する前記複数のカテゴリ
のうち、選択確率が最大のカテゴリのプッシュ情報の表示領域を、該選択確率が最大のカ
テゴリ以外のカテゴリのプッシュ情報の表示領域より大きく表示するよう前記表示部１０
０を制御する。
【０１０９】
　以上のように、本実施の形態に係る表示制御装置１０００は、画面を有する表示部１０
０の表示を制御する表示制御装置であって、複数のカテゴリのいずれかに属する複数のプ
ッシュ情報を管理するプッシュ情報管理部１０１と、表示部１００の画面に対するユーザ
の注目度である画面注目度を判定する画面注目度判定部１０３と、複数のカテゴリの各々
が選択された履歴を示す選択操作履歴情報を収集する選択操作履歴収集部１０４と、画面
注目度および選択操作履歴情報に基づいて、複数のカテゴリの各々に対し、ユーザが選択
する確率である選択確率を算出する選択確率算出部１０８と、複数のカテゴリのうち選択
確率が高いカテゴリ程、該カテゴリのプッシュ情報を選択容易な表示形態に決定し、決定
した表示形態で表示部１００に表示させる表示形態決定部１０９とを備え、複数のカテゴ
リは、画面に表示されているコンテンツに関連するプッシュ情報からなるカテゴリである
関連情報を含み、選択確率算出部１０８は、画面注目度が第１注目度の場合における関連
カテゴリの選択確率を、画面注目度が第１注目度より低い第２注目度の場合における関連
カテゴリの選択確率より高く算出し、複数のカテゴリのそれぞれについて、選択操作履歴
情報を用いて、選択された回数が第１回数の場合における選択確率を、前記選択された回
数が前記第１回数より少ない第２回数の場合における選択確率より高く算出する。
【０１１０】
　これにより、本実施の形態に係る表示制御装置１０００は、複数のプッシュ情報に対応
する複数のカテゴリのうち、ユーザが選択する確率が高いカテゴリのプッシュ情報を容易
に選択することができる。すなわち、本実施の形態に係る表示制御装置１０００は、多種
多様なカテゴリのプッシュ情報からユーザが選択する確率が高いカテゴリのプッシュ情報
にアクセスしやすい表示制御を実現する。つまり、表示制御装置１０００はユーザによっ
て選択される可能性が高いプッシュ情報を表示できる。
【０１１１】
　［画面注目度の判定処理］
　次に、上述した表示制御装置１０００の詳細な動作を説明する。
【０１１２】
　まず、図４の表示制御処理に含まれる処理のうち、画面注目度を判定する処理（ステッ
プＳ２０５）について、詳細に説明する。
【０１１３】
　画面注目度判定部１０３は、後述の視線検出部１１１により検出された、ユーザの視線
方向に基づいて画面注目度を判定する。当該ユーザは、ユーザを識別する処理（ステップ
Ｓ２０２）において、ユーザ識別部１０２により識別されたユーザである。
【０１１４】
　具体的には、画面注目度判定部１０３は、例えば、画面注目状態が継続する時間が長い
程、画面注目度が高い（大きい）と判定する。画面注目状態とは、後述の処理（Ｓ５０９
）により検出されるユーザの視線方向が、当該ユーザから表示部１００の画面１００ａへ
の方向である状態である。つまり、画面注目状態とは、ユーザが画面１００ａのいずれか
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の領域を見ている状態である。
【０１１５】
　［選択確率の算出処理］
　次に、図４の表示制御処理に含まれる処理のうち、各カテゴリの選択確率を算出する処
理（Ｓ２０６）について、詳細に説明する。
【０１１６】
　図５は、各カテゴリの選択確率を算出する処理（Ｓ２０６）における詳細な処理の流れ
を示すフローチャートである。
【０１１７】
　まず、選択確率算出部１０８は、画面注目度を判定する処理（Ｓ２０５）で判定された
画面注目度が高いか否かを判定する（Ｓ３０１）。ここで、「画面注目度が高い」とは、
例えば、単位時間当たりの画面注目状態が８０％以上の場合を示す。
【０１１８】
　画面注目度が高いと判定した場合（Ｓ３０１でＹｅｓ）、選択確率算出部１０８は、関
連情報の選択確率を高くする（Ｓ３０２）。つまり、ユーザが画面１００ａを集中して見
ている場合、すなわち、ユーザが画面１００ａに表示されているコンテンツに興味がある
場合、当該コンテンツに関連するプッシュ情報からなるカテゴリである関連情報の選択確
率を高くする。
【０１１９】
　次に、関連情報の選択確率を高くする処理（Ｓ３０２）の後、及び、画面注目度が高く
ないと判定された場合（Ｓ３０１でＮｏ）、選択確率算出部１０８は、操作履歴格納部１
０６に格納された選択操作履歴情報から、カテゴリ毎に、選択された回数が多いか否かを
判定する（Ｓ３０３）。ここで、「選択された回数が多い」とは、選択された回数が予め
定められた閾値（例えば１０回）を超えることである。
【０１２０】
　選択された回数が多いと判定した場合（Ｓ３０３でＹｅｓ）、選択確率算出部１０８は
、選択された回数が多いと判定されたカテゴリの選択確率を高くする（Ｓ３０４）。なお
、選択確率算出部１０８は、選択操作履歴情報を用いて、単位時間当たり（例えば直前の
３日間）に選択された回数が予め定められた回数（例えば５回）を超える場合に、当該カ
テゴリの選択確率を高くしてもよい。また、選択された頻度が高いカテゴリ程、当該カテ
ゴリの選択確率を高くしてもよい。
【０１２１】
　次に、選択された回数が多いカテゴリの選択確率を高くする処理（Ｓ３０４）の後、及
び、各カテゴリの選択された回数が多くないと判定された場合（Ｓ３０４でＮｏ）、選択
確率算出部１０８は、操作履歴格納部１０６に格納された機器操作履歴情報から、各電気
機器３０１が操作された回数が多いか否かを判定する（Ｓ３０５）。ここで、「操作され
た回数が多い」とは、各電気機器３０１が操作された回数が予め定められた閾値（例えば
１０回）を超えることである。
【０１２２】
　操作された回数が多いと判定した場合（Ｓ３０５でＹｅｓ）、選択確率算出部１０８は
、通知情報の選択確率を高くする（Ｓ３０６）。なお、選択確率算出部１０８は、操作履
歴情報を用いて、単位時間当たり（例えば直前の１日間）に選択された回数が予め定めら
れた回数（例えば１回）を超える場合に、通知情報の選択確率を高くしてもよい。また、
操作された頻度が高い電気機器３０１がある場合、通知情報の選択確率を高くしてもよい
し、頻度が高い程、通知情報の選択確率を高くしてもよい。
【０１２３】
　以上の処理が、各カテゴリの選択確率を算出する処理（Ｓ２０６）の詳細な処理である
。　このように、選択確率算出部１０８は、画面注目度が高い場合における関連情報の選
択確率を、画面注目度が低い場合における関連情報の選択確率より高く算出し、選択操作
履歴情報により示される各カテゴリが選択された回数が多い場合における各カテゴリの選



(18) JP 5869558 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

択確率を、選択された回数が少ない場合における各カテゴリの選択確率より高く算出する
。なお、「画面注目度が高い場合」とは本発明における「画面注目度が第１注目度の場合
」の一例であり、「画面注目度が低い場合」とは本発明における画面注目度が「第２注目
度の場合」の一例である。また、「選択された回数が多い場合」とは本発明における「選
択回数が第１回数の場合」の一例であり、「選択された回数が少ない場合」とは本発明に
おける選択回数が「第２回数の場合」の一例である。
【０１２４】
　また、表示制御装置１０００は、少なくとも１台の電気機器３０１と通信し、複数のカ
テゴリは、電気機器３０１から通知された項目からなるカテゴリである通知カテゴリを含
み、表示制御装置１０００は、さらに、ユーザにより電気機器３０１が操作された履歴を
示す機器操作履歴情報を収集する機器操作履歴収集部１０５を備え、選択確率算出部１０
８は、さらに、機器操作履歴情報により示される電気機器３０１が操作された回数が多い
場合における通知カテゴリの選択確率を、画面注目度が少ない場合における通知カテゴリ
の選択確率より高く算出する。なお、「操作された回数が多い」とは本発明における「操
作された回数が第３回数の場合」の一例であり、「操作された回数が少ない場合」とは、
本発明における、操作された回数が「第４回数の場合」の一例である。
【０１２５】
　これにより、選択確率算出部１０８は、画面注目度が高い場合に、画面１００ａに表示
されているコンテンツに関連するプッシュ情報からなるカテゴリである関連情報の選択確
率を高くし、選択された回数が多いカテゴリがある場合に、当該カテゴリ（例えば、トレ
ンド情報）の選択確率を高くし、機器操作回数が多い場合に、電気機器３０１から送信さ
れたプッシュ情報からなる通知カテゴリの選択確率を高くできる。したがって、本実施の
形態に係る表示制御装置１０００は、以降の表示形態を決定する処理（Ｓ２０７）におい
て、選択確率が高いカテゴリ程、当該カテゴリの複数のプッシュ情報を選択容易な表示形
態に表示部１００に表示させることにより、ユーザに選択される可能性が高いプッシュ情
報を表示できる。
【０１２６】
　なお、上記では、単位時間当たりの画面注目状態が８０％以上の場合を画面注目度が高
いとしたが、画面注目度が高いと判断する状態はこれに限らず、単位時間当たりの画面注
目状態が５０％以上の場合であってもよいし、単位時間当たりの画面注目状態が９０パー
セント以上の場合であってもよい。
【０１２７】
　また、選択確率算出部１０８は、画面注目度が高い程、関連情報の選択確率を高く算出
してもよい。例えば、画面注目度が、単位時間当たりの画面注目状態の割合と正比例して
いる場合、画面注目状態が高い程、関連情報の選択確率を高く算出してもよい。
【０１２８】
　また、選択確率算出部１０８は、選択操作履歴情報により示される選択された回数が多
いカテゴリ程、選択確率を高く算出してもよい。例えば、トレンド情報の選択された回数
が３回、関連情報の選択された回数が１５回、通知情報の選択された回数が１０回の場合
、選択確率算出部１０８は、関連情報、通知情報及びトレンド情報の順に、選択確率を高
く算出してもよい。同様に、機器操作履歴情報により示される操作された回数が多い程、
通知カテゴリの選択確率を高く算出してもよい。
【０１２９】
　また、選択確率算出部１０８は、選択操作履歴情報により示される選択された回数から
、単位時間当たりに選択された回数を算出し、算出した単位時間当たりの選択された回数
が多いカテゴリ程、選択確率を高く算出してもよい。つまり、選択された頻度が高いカテ
ゴリ程、選択確率を高く算出してもよい。同様に、機器操作履歴情報により示される操作
された回数から、単位時間当たりに操作された回数を算出し、算出した単位時間当たりの
操作された回数が多い程、通知カテゴリの選択確率を高くしてもよい。
【０１３０】
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　また、選択確率算出部１０８は、機器操作履歴情報により示される各電気機器３０１が
操作された回数を用いて、操作された回数が多い電気機器３０１から送信されたプッシュ
情報ほど、選択確率を高く算出してもよい。
【０１３１】
　また、通知カテゴリに属する各プッシュ情報は、当該プッシュ情報のアナウンス強度に
対応付けられ、選択確率算出部１０８は、プッシュ情報管理部１０１が取得したプッシュ
情報のアナウンス強度が第１強度の場合における通知カテゴリの選択確率を、プッシュ情
報のアナウンス強度が第１強度より低い第２強度の場合における通知カテゴリの選択確率
より高く算出してもよい。ここで、プッシュ情報のアナウンス強度とは、例えば、ユーザ
に応答を要求する度合いに相当する。例えば、電気機器３０１が電子レンジであって、当
該電子レンジのプッシュ情報が加熱終了である場合のアナウンス強度は、電気機器３０１
が空気清浄機であって、当該空気清浄機のプッシュ情報が運転終了である場合のアナウン
ス強度より、高くなっている。また、例えば、第１強度とは予め定められた閾値以上の強
度であって、第２強度とは当該閾値未満の強度であってもよい。また、また、選択確率算
出部１０８は、プッシュ情報のアナウンス強度が高い程、通知カテゴリの選択確率を高く
算出してもよい。
【０１３２】
　これにより、ユーザにより電気機器３０１の速やかな操作が必要な場合に、通知情報の
プッシュ情報を選択容易な表示形態で画面１００ａに表示させることができるので、ユー
ザによって通知情報のプッシュ情報が選択される可能性が高くなる。
【０１３３】
　また、選択確率算出部１０８は、画面注目度に基づいて算出する関連情報の選択確率と
、選択操作履歴情報に基づいて算出する各カテゴリの選択確率と、機器操作履歴情報に基
づいて算出する通知カテゴリの選択確率とのそれぞれに重み付けをして得られる、各カテ
ゴリの選択確率を算出してもよい。つまり、例えば、画面注目度に基づいて算出する関連
情報の選択確率に最も大きい重みをつけて、選択操作履歴情報に基づいて算出する各カテ
ゴリの選択確率に最も小さい重みをつけてもよい。この場合、画面注目度が高い、機器操
作履歴情報により示される操作された回数が多い、かつ、選択履歴情報により示される選
択された回数が多いカテゴリがトレンド情報のみのときには、選択確率算出部１０８が最
終的に算出する選択確率は、関連情報、通知情報、トレンド情報の順に、小さくなる。
【０１３４】
　また、上記重み付けをせずに、単純な足し合わせにより、各カテゴリの最終的な選択確
率を算出してもよい。
【０１３５】
　［ユーザの視線方向の検出処理］
　次に、ユーザの視線方向を検出するための処理について詳細に説明する。
【０１３６】
　画面注目度判定部１０３は、ユーザ識別部１０２により識別されたユーザの視線方向を
検出する視線検出部１１１を有する。視線検出部１１１の視線方向を検出する視線方向検
出処理の詳細は以下のとおりである。
【０１３７】
　視線方向は、ユーザの顔の向き（以下、「顔向き」と記載）と、ユーザの顔向きに対す
る目の中の黒目部分の方向（以下、「黒目方向」と記載）との組み合わせを基に計算され
る。そこで、視線検出部１１１は、まず人物の三次元の顔向きを推定する。次に、視線検
出部１１１は、黒目方向の推定を行う。最後に、視線検出部１１１は、顔向き及び黒目方
向の２つを統合して視線方向を計算する。
【０１３８】
　なお、視線検出部１１１は、必ずしも、顔向きと黒目方向との組み合わせを基に視線方
向を計算しなくてもよい。例えば、視線検出部１１１は、眼球中心と虹彩（黒目）中心と
に基づいて視線方向を計算してもよい。つまり、視線検出部１１１は、眼球中心の三次元
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位置と虹彩（黒目）中心の三次元位置とを結ぶ三次元ベクトルを視線方向として計算して
もよい。
【０１３９】
　図６Ａ、図６Ｂ及び図６Ｃは、本実施の形態における視線方向検出処理において取得さ
れる画像を撮像する撮像装置２００の配置を示す図である。図６Ａ又は図６Ｂ、図６Ｃに
示すように、撮像装置２００は、表示部１００の画面１００ａに対向するユーザを撮像可
能なように、画面１００ａの近傍に設置される。例えば、撮像装置２００は、図６Ａのよ
うに、表示部１００の上部に配置される。また、図６Ｂまたは図６Ｃに示すように、撮像
装置２００は、表示部１００から離れた位置に配置されてもよい。
【０１４０】
　図７は、本実施の形態における視線方向検出処理の流れを示すフローチャートである。
【０１４１】
　まず、視線検出部１１１は、撮像装置２００が画面１００ａの画面１００ａの前方に存
在する（画面１００ａに対向する）ユーザを撮像した画像を、撮像装置２００から取得す
る（Ｓ５０１）。続いて、視線検出部１１１は、取得された画像から顔領域の検出を行う
（Ｓ５０２）。次に、視線検出部１１１は、検出した顔領域に対し、各基準顔向きに対応
した顔部品特徴点の領域を当てはめ、各顔部品特徴点の領域画像を切り出す（Ｓ５０３）
。
【０１４２】
　そして、視線検出部１１１は、切り出された領域画像と、あらかじめ保持されたテンプ
レート画像との相関度を計算する（Ｓ５０４）。続いて、視線検出部１１１は、各基準顔
向きが示す角度を、計算された相関度の比に応じて重み付けして加算した重み付け和から
求め、これを検出した顔領域に対応するユーザの顔向きとして検出する（Ｓ５０５）。
【０１４３】
　図８は、本実施の形態における視線方向検出処理において顔向きを検出する処理（Ｓ５
０５）を詳細に説明するための図である。
【０１４４】
　視線検出部１１１は、図８の（ａ）に示すように、各基準顔向きに対応した顔部品特徴
点の領域を記憶している顔部品領域ＤＢ（データベース）１１２から、顔部品特徴点の領
域を読み出す。続いて、視線検出部１１１は、図８の（ｂ）に示すように、撮影された画
像の顔領域に対し顔部品特徴点の領域を基準顔向きごとに当てはめ、顔部品特徴点の領域
画像を基準顔向きごとに切り出す。
【０１４５】
　そして、視線検出部１１１は、図８の（ｃ）に示すように、切り出された領域画像と、
顔部品領域テンプレートＤＢ（データベース）１１３に保持されたテンプレート画像との
相関度を基準顔向きごとに計算する。また、視線検出部１１１は、このように計算された
相関度が示す相関度合いの高さに応じて、基準顔向きごとの重みを算出する。例えば、視
線検出部１１１は、基準顔向きの相関度の総和に対する各基準顔向きの相関度の比を重み
として算出する。
【０１４６】
　続いて、視線検出部１１１は、図８の（ｄ）に示すように、基準顔向きが示す角度に、
算出された重みを乗算した値の総和を計算し、計算結果をユーザの顔向きとして検出する
。
【０１４７】
　図８の（ｄ）の例では、基準顔向き＋２０度に対する重みが「０．８５」、正面向きに
対する重みが「０．１４」、－２０度に対する重みが「０．０１」であるので、視線検出
部１１１は、顔向きを１６．８度（＝２０×０．８５＋０×０．１４＋（－２０）×０．
０１）と検出する。
【０１４８】
　なお、本実施の形態では、視線検出部１１１は、顔部品特徴点の領域画像を対象として
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相関度を計算したが、これには限らない。例えば、視線検出部１１１は、顔領域全体の画
像を対象として相関度を計算してもよい。
【０１４９】
　また、顔向きを検出するその他の方法としては、顔画像から目・鼻・口などの顔部品特
徴点を検出し、顔部品特徴点の位置関係から顔向きを計算する方法であってもよい。
【０１５０】
　上記顔部品特徴点の位置関係から顔向きを計算する方法としては、１つのカメラから得
られた顔部品特徴点に最も一致するように、あらかじめ用意した顔部品特徴点の三次元モ
デルを回転・拡大縮小してマッチングし、得られた三次元モデルの回転量から顔向きを計
算する方法があり、この方法を用いてもよい。
【０１５１】
　また、顔部品特徴点の位置関係から顔向きを計算する他の方法としては、２台のカメラ
により撮影された画像を基にステレオ視の原理を用いて、左右のカメラにおける顔部品特
徴点位置の画像上のずれから各顔部品特徴点の三次元位置を計算し、得られた顔部品特徴
点の位置関係から顔向きを計算する方法がある。具体的には、例えば、両目及び口の三次
元座標点で張られる平面の法線方向を顔向きとして検出する方法などがある。顔向きを検
出する方法として、このような方法を用いてよい。
【０１５２】
　ここで、図７のフローチャートの説明に戻る。
【０１５３】
　視線検出部１１１は、撮像装置２００によって撮像されたステレオ画像を用いて、ユー
ザの左右の目頭の三次元位置を検出し、検出した左右の目頭の三次元位置を用いて視線方
向基準面を算出する（Ｓ５０６）。続いて、視線検出部１１１は、撮像装置２００によっ
て撮像されたステレオ画像を用いて、ユーザの左右の黒目中心の三次元位置を検出する（
Ｓ５０７）。そして、視線検出部１１１は、視線方向基準面と左右の黒目中心の三次元位
置とを用いて、黒目方向を検出する（Ｓ５０８）。
【０１５４】
　そして、視線検出部１１１は、検出されたユーザの顔向きと黒目方向とを用いて、ユー
ザの視線方向を検出する（Ｓ５０９）。
【０１５５】
　次に、黒目方向を検出する方法の詳細について、図９～図１１を用いて説明する。
【０１５６】
　本実施の形態では、視線検出部１１１は、まず、視線方向基準面を算出する。続いて、
視線検出部１１１は、黒目中心の三次元位置を検出する。そして、最後に、視線検出部１
１１は、黒目方向を検出する。
【０１５７】
　まず、視線方向基準面の算出について説明する。
【０１５８】
　図９は、本実施の形態における視線方向基準面の算出について説明するための図である
。
【０１５９】
　視線方向基準面とは、黒目方向を検出する際に基準となる面のことであり、図９に示す
ように顔の左右対称面と同一である。なお、目頭の位置は、目尻、口角、又は眉など他の
顔部品に比べて、表情による変動が少なく、また誤検出が少ない。そこで、視線検出部１
１１は、顔の左右対称面である視線方向基準面を目頭の三次元位置を用いて算出する。
【０１６０】
　具体的には、視線検出部１１１は、撮像装置２００であるステレオカメラで撮像した２
枚の画像（ステレオ画像）のそれぞれにおいて、顔検出モジュールと顔部品検出モジュー
ルとを用いて、左右の目頭領域を検出する。そして、視線検出部１１１は、検出した目頭
領域の画像間の位置のずれ（視差）を利用して、左右の目頭それぞれの三次元位置を計測



(22) JP 5869558 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

する。さらに、視線検出部１１１は、図９に示すように、検出した左右の目頭の三次元位
置を端点とする線分の垂直二等分面を視線方向基準面として算出する。
【０１６１】
　次に、黒目中心の検出に関して説明する。
【０１６２】
　図１０及び図１１は、本実施の形態における黒目中心の検出について説明するための図
である。
【０１６３】
　対象物からの光が瞳孔を通って網膜に届き電気信号に変換され、その電気信号が脳に伝
達されることにより、人は対象物を視覚的に認識する。したがって、瞳孔の位置を用いれ
ば、視線方向を検出することができる。しかし、日本人の虹彩は、黒又は茶色であるので
、画像処理によって瞳孔と虹彩とを判別することが難しい。そこで、本実施の形態では、
瞳孔の中心と黒目（瞳孔及び虹彩の両方を含む）の中心とがほぼ一致することから、視線
検出部１１１は、黒目方向を検出する際に、黒目中心の検出を行う。
【０１６４】
　視線検出部１１１は、まず、撮影された画像から目尻と目頭との位置を検出する。そし
て、視線検出部１１１は、図１０のような、目尻と目頭とを含む領域Ｒ１１から輝度が小
さい領域Ｒ１２を、黒目領域として検出する。具体的には、視線検出部１１１は、例えば
、輝度が所定閾値以下なる領域であって、所定の大きさよりも大きい領域を黒目領域とし
て検出する。
【０１６５】
　次に、視線検出部１１１は、図１１のような、第１領域と第２領域とからなる黒目検出
フィルタを黒目領域の任意の位置に設定する。そして、視線検出部１１１は、第１領域内
の画素の輝度と第２領域内の画素の輝度との領域間分散が最大となるような黒目検出フィ
ルタの位置を探索し、探索結果が示す位置を黒目中心として検出する。最後に、視線検出
部１１１は、上記と同様に、ステレオ画像における黒目中心の位置のずれを利用して、黒
目中心の三次元位置を検出する。
【０１６６】
　さらに、黒目方向の検出について説明する。
【０１６７】
　視線検出部１１１は、算出した視線方向基準面と、検出した黒目中心の三次元位置とを
用いて、黒目方向を検出する。成人の眼球直径は、ほとんど個人差がないことが知られて
おり、例えば日本人の場合約２４ｍｍである。したがって、ユーザが基準となる方向（例
えば正面）を向いたときの黒目中心の位置が分かっていれば、そこから現在の黒目中心の
位置までの変位を求めることで黒目方向に変換算出することができる。
【０１６８】
　ユーザが正面を向いたときは、左右の黒目中心の中点が顔の中心、すなわち視線方向基
準面上に存在することを利用して、視線検出部１１１は、左右の黒目中心の中点と視線方
向基準面との距離を算出することにより、黒目方向を検出する。
【０１６９】
　具体的には、視線検出部１１１は、眼球半径Ｒと左右の黒目中心を結んだ線分の中点と
視線方向基準面との距離ｄとを用いて、式１に示すように、顔向きに対する左右方向の回
転角θを黒目方向として検出する。
【０１７０】
【数１】

【０１７１】
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　以上のように、視線検出部１１１は、視線方向基準面と黒目中心の三次元位置とを用い
て、黒目方向を検出する。そして、視線検出部１１１は、検出された顔向きと黒目方向と
を用いて、実空間におけるユーザの視線方向を検出する。
【０１７２】
　このように、本実施の形態における画面注目度判定部１０３は、ユーザの視線方向を検
出する視線検出部１１１を含み、画面注目度判定部１０３は、視線検出部１１１により検
出された視線方向に基づいて画面注目度を判定する。これにより、例えば、ユーザの視線
方向が、当該ユーザから画面への方向である場合に、画面注目度が高いと判定することが
できる。
【０１７３】
　なお、視線方向の検出方法は、角膜反射法、ＥＯＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｏｃｕｌｏｇｒａ
ｐｈｙ）法、サーチコイル法及び強膜反射法など多種多様な方法がある。したがって、視
線検出部１１１は、必ずしも上述した方法によって視線方向を検出する必要はない。例え
ば、視線検出部１１１は、角膜反射法を用いて、視線方向を検出してもよい。
【０１７４】
　角膜反射法は、点光源照明を角膜に照射した際に明るく現れる角膜反射像（プルキニエ
像）の位置をもとに、眼球運動を計測する手法である。眼球回転中心と角膜の凸面の中心
とが一致しないため、角膜を凸面鏡とし光源の反射点を凸レンズなどで集光すると、この
集光点は眼球の回転にともなって移動する。この点を撮像装置で撮影することで、眼球運
動を計測するものである。
【０１７５】
　［画面注目度の判定処理の他の例］
　また、上記では、画面注目度判定部１０３は、画面注目度を判定する処理（Ｓ２０５）
において、実空間におけるユーザの視線方向に基づいて画面注目度を判定するとしたが、
画面注目度を判定する方法はこれに限らない。
【０１７６】
　例えば、画面注目度判定部１０３は、ユーザの表情を判定する表情判定部を含んでもよ
い。この場合、画面注目度判定部１０３は、前記表情判定部により判定された前記ユーザ
の表情に基づいて、画面注目度を判定する。ユーザの表情は、例えば、笑顔、無表情な顔
等である。画面注目度判定部１０３は、例えば、判定されたユーザの表情が笑顔であれば
、画面注目度が高いと判定する。これにより、ユーザによって選択される可能性が高い関
連カテゴリのプッシュ情報を選択容易な表示形態で表示させることができる。なお、画面
注目度判定部１０３は、ユーザの表情が予め定められた表情の場合に、画面注目度が高い
と判定してもよい。また、画面注目度判定部１０３は、ユーザの表情が予め定められた表
情である期間が長いほど、画面注目度が高いと判定してもよい。
【０１７７】
　表情の認識（判定）の方法については、非常に多くの手法が提案されている。例えば、
オプティカルフローに基づく動的な特徴量を抽出し、テンプレートマッチングや主成分分
析（ＰＣＡ：Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ａｎａｌｙｓｉｓ）、判別分析
、サポートベクターマシン（ＳＶＭ：Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｖｅｃｔｏｒ　Ｍａｃｈｉｎｅ）
などのパターン認識手法を適用する方法がある。また、隠れマルコフモデル（ＨＭＭ：Ｈ
ｉｄｄｅｎ　Ｍａｒｋｏｖ　Ｍｏｄｅｌ）などの時系列パターン認識手法を用いる方法も
数多く提案されている。表情判定部は、これらの手法を適宜利用し、表情を判定する。
【０１７８】
　また、画面注目度判定部１０３は、音声を収集する音声収集部を含んでもよい。この場
合、画面注目度判定部１０３は、ユーザの会話の内容またはユーザの会話の盛り上がり度
に基づいて画面注目度を判定する。当該会話は、前記音声取得部により音声として取得さ
れる。
【０１７９】
　まず、会話の内容に基づく画面注目度の判定について説明する。当該会話の内容は、例
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えば、公知な音声認識処理により認識される。例えば、認識された会話の内容に、笑い声
等が含まれていれば、画面注目度判定部１０３は、画面注目度が高いと判定する。これに
より、ユーザによって選択される可能性が高い関連カテゴリのプッシュ情報を選択容易な
表示形態で表示させることができる。なお、画面注目度判定部１０３は、会話の内容が予
め定められた内容となった場合に、画面注目度が高いと判定してもよい。また、会話の内
容が予め定められた状態となった期間が長いほど、画面注目度が高いと判定してもよい。
【０１８０】
　次に、会話の盛り上がり度に基づく画面注目度の判定について説明する。当該会話の盛
り上がり度は、例えば、会話の音量が所定値より大きい状態が所定時間以上継続した場合
、画面注目度判定部１０３は、会話の盛り上がり度が高いと判定する。画面注目度判定部
１０３は、例えば、会話の盛り上がり度が高い場合、画面注目度が高いと判定する。なお
、画面注目度判定部１０３は、会話の音量が所定値より大きい状態が長いほど、画面注目
度が高いと判定してもよい。
【０１８１】
　なお、画面注目度判定部１０３は、表示制御装置１０００を操作するための入力装置１
０に対するユーザの操作に基づいて画面注目度を判定してもよい。例えば、画面注目度判
定部１０３は、入力装置に対するユーザの操作が予め定められた操作の場合に、画面注目
度が高いと判定し、当該操作以外の場合に、画面注目度が低いと判定してもよい。例えば
、入力装置１０に対するユーザの操作の回数が、予め定められた回数（例えば、５回）以
上の場合に、画面注目度が高いと判定し、当該回数未満の場合に、画面注目度が低いと判
定してもよい。また、例えば、ユーザの操作の回数が多いほど、画面注目度が高いと判定
してもよい。また、例えば、入力装置１０に対するユーザの操作の頻度が、予め定められ
た頻度（例えば、１０分当たり１回）以上の場合に、画面注目度が高いと判定し、当該頻
度未満の場合に、画面注目度が低いと判定してもよい。また、例えば、操作の頻度が高い
ほど画面注目度が高いと判定してもよい。
【０１８２】
　図１２Ａ～１１Ｃは、本実施の形態における入力装置１０の例を説明する図である。
【０１８３】
　前述したように、入力装置１０は、例えば、リモコン、スマートフォンまたはタブレッ
ト端末等である。
【０１８４】
　図１２Ａは、リモコンの一例を示す外観図である。図１２Ｂは、スマートフォンの一例
を示す外観図である。図１２Ｃは、タブレット端末の一例を示す外観図である。
【０１８５】
　各入力装置１０には、「いいね」ボタンが、物理的またはソフト的に設けられている。
「いいね」ボタンとは、文字列「いいね」が記載されているボタンである。「いいね」ボ
タンは、ユーザが、視聴中のコンテンツに対して面白いと感じたり、気に入ったりした場
合に、ユーザが押すためのボタンである。
【０１８６】
　画面注目度判定部１０３は、例えば、「いいね」ボタンがユーザにより押された場合、
画面注目度が高いと判定する。
【０１８７】
　［表示例］
　図１３Ａ～図１８Ｃは、本実施の形態におけるプッシュ情報の表示例を説明する図であ
る。図１３Ａ～図１８Ｃにおいて、表示部１００は、画面１００ａ全体にコンテンツＡを
表示しているとする。なお、図１３Ａ～図１８Ｃにおいて、画面１００ａに表示される複
数のプッシュ情報は、入力装置１０に対するユーザの操作により、選択することができる
。
【０１８８】
　図１３Ａ、図１４Ａ、図１５Ａ、図１６Ａ、図１７Ａおよび図１８Ａは、ステップＳ２
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０６の処理において、選択確率算出部１０８により算出された各カテゴリの選択確率のう
ち、関連情報の選択確率が最も高い場合におけるプッシュ情報の表示例である。当該関連
情報は、コンテンツＡに関連するプッシュ情報である。
【０１８９】
　図１３Ｂ、図１４Ｂ、図１５Ｂ、図１６Ｂ、図１７Ｂおよび図１８Ｂは、ステップＳ２
０６の処理において、選択確率算出部１０８により算出された各カテゴリの選択確率のう
ち、トレンド情報の選択確率が最も高い場合におけるプッシュ情報の表示例である。
【０１９０】
　図１３Ｃ、図１４Ｃ、図１５Ｃ、図１６Ｃ、図１７Ｃおよび図１８Ｃは、ステップＳ２
０６の処理において、選択確率算出部１０８により算出された各カテゴリの選択確率のう
ち、通知情報の選択確率が最も高い場合におけるプッシュ情報の表示例である。
【０１９１】
　画面注目度が、例えば、所定の閾値以上である場合、ユーザは視聴中のコンテンツＡに
興味があると推定できる。そのため、コンテンツＡの関連情報の選択確率が最も高いと判
定できる。一方で、画面注目度が、例えば、所定の値よりも小さく、通知情報を送信する
電気機器３０１に対する、ユーザによる操作回数が所定の回数未満である場合は、通知情
報の選択確率よりもトレンド情報の選択確率が大きい（高い）。
【０１９２】
　また、画面注目度が、例えば、所定の閾値よりも小さく、通知情報を送信する電気機器
３０１に対する、ユーザによる操作回数が所定の回数以上である場合は、トレンド情報の
選択確率よりも通知情報の選択確率が大きい（高い）。
【０１９３】
　図１３Ａ～図１３Ｃは、プッシュ情報の表示領域の大きさを、カテゴリ毎に変化させた
状態を示す図である。図１３Ａ～図１３Ｃに示すように、画面１００ａに表示領域Ｒ１１
、Ｒ１２、Ｒ１３が配置される。
【０１９４】
　表示領域Ｒ１１は、カテゴリがトレンド情報であるプッシュ情報が表示される領域であ
る。表示領域Ｒ１２は、カテゴリが関連情報であるプッシュ情報が表示される領域である
。表示領域Ｒ１３は、カテゴリが通知情報であるプッシュ情報が表示される領域である。
【０１９５】
　また、図１３Ａ～図１３Ｃにおいて、「トレンド」とは、トレンド情報のカテゴリ名で
ある。「関連」とは、関連情報のカテゴリ名である。「通知」とは、通知情報のカテゴリ
名である。
【０１９６】
　ここで、ステップＳ２０７により決定された表示形態に従って、前記表示形態決定部１
０９は、前記複数のカテゴリのうち、選択確率が最大のカテゴリのプッシュ情報の表示領
域を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリのプッシュ情報の表示領域より大きく
表示するよう前記表示部１００を制御したとする。
【０１９７】
　すなわち、図１３Ａ～図１３Ｃのように、複数のカテゴリのうち、選択確率が最大のカ
テゴリのプッシュ情報の表示領域を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリのプッ
シュ情報の表示領域より大きくする。
【０１９８】
　これにより、ユーザは、入力装置１０を操作することにより、選択確率が最大のカテゴ
リのプッシュ情報にアクセスしやすくなる。すなわち、複数のプッシュ情報に対応する複
数のカテゴリのうち、ユーザが選択する確率が高いカテゴリのプッシュ情報を表示制御装
置１０００が容易に選択することができる。このように、選択確率が最大のカテゴリのプ
ッシュ情報の表示領域を最大にするとよい。
【０１９９】
　また、図１４Ａ～図１４Ｃのように、選択確率が最大のカテゴリに属するプッシュ情報
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のみ表示し、その他のカテゴリのプッシュ情報は非表示にしてもよい。図１４Ａ～図１４
Ｃにおいて、ｋｗＡとは、カテゴリが関連情報であるプッシュ情報を示す。ｋｗとは、カ
テゴリがトレンド情報であるプッシュ情報を示す。ｎｔＸとは、カテゴリが通知情報であ
るプッシュ情報を示す。
【０２００】
　なお、図１３Ａ～図１３Ｃおよび図１４Ａ～図１４Ｃでは、画面１００ａの右端におい
て、縦方向に沿ってプッシュ情報を表示しているが、これに限られるものではない。例え
ば、図１５Ａ～図１５Ｃのように画面１００ａの下側において、横方向に沿ってプッシュ
情報を並べて表示してもよい。
【０２０１】
　図１３Ａ～図１５Ｃでは、プッシュ情報は、コンテンツＡに重畳して表示される。つま
り、表示形態決定部１０９は、複数のプッシュ情報を、決定した表示形態でコンテンツＡ
に重畳して表示させる。これにより、ユーザはコンテンツＡの視聴を妨げられることなく
、画面に表示されたプッシュ情報に気付くことができる。
【０２０２】
　また、図１６Ａ～図１６Ｃは、プッシュ情報をコンテンツＡに重畳して表示するのでは
なく、スマートフォンやタブレット端末などのいわゆるセカンドディスプレイ（入力装置
１０）に、プッシュ情報を表示した状態を示す図である。
【０２０３】
　なお、ステップＳ２０７の処理において、前記表示形態決定部１０９は、前記複数のカ
テゴリのうち、前記選択確率が最大のカテゴリの表示ラベルの表示形態を、該選択確率が
最大のカテゴリ以外のカテゴリの表示ラベルの表示形態より具体的にしてもよい。
【０２０４】
　そして、表示形態決定部１０９は、プッシュ情報を、決定した表示形態で入力装置１０
が表示するように、決定した表示形態のプッシュ情報を、入力装置１０へ送信する。これ
により、入力装置１０は、決定された表示形態のプッシュ情報を表示する。
【０２０５】
　その結果、図１６Ａ～図１６Ｃに示すように、選択確率が最大のカテゴリのみ具体的な
キーワード（プッシュ情報）が表示され、その他のカテゴリは、「トレンド」、「関連」
、「通知」といったカテゴリ名（表示ラベル）のみが表示されており、抽象的な表示にな
っている。言い換えると、表示形態決定部１０９は、選択確率が最大のカテゴリの表示ラ
ベルを、当該カテゴリ及び当該カテゴリに属する各プッシュ情報に対応させ、選択確率が
最大のカテゴリ以外のカテゴリの表示ラベルを、当該カテゴリのみに対応させる。これに
より、ユーザは選択確率が最大のカテゴリに属するプッシュ情報を容易に確認できる。
【０２０６】
　このように、選択確率が最大のカテゴリの表示ラベルの表示形態を当該カテゴリ以外の
カテゴリの表示ラベルの表示形態より具体的にすることで、ユーザは、入力装置１０を操
作することにより、当該カテゴリのプッシュ情報にアクセスしやすくなる。すなわち、複
数のプッシュ情報に対応する複数のカテゴリのうち、ユーザが選択する確率が高いカテゴ
リのプッシュ情報を表示制御装置１０００が容易に選択することができる。また、選択確
率が最大のカテゴリ以外のカテゴリは、選択確率が最大のカテゴリと比較して抽象的に表
示されるので、画面上の見た目の煩わしさが軽減する。
【０２０７】
　なお、ステップＳ２０７により決定された表示形態に従って、前記表示形態決定部１０
９は、前記複数のカテゴリのうち、前記選択確率が最大のカテゴリのプッシュ情報の表示
数を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリのプッシュ情報の表示数より多くする
よう前記表示部を制御してもよい。これにより、ユーザは選択確率が最大のカテゴリに属
するプッシュ情報を容易に選択できる。
【０２０８】
　この場合、図１７Ａ～図１７Ｃのように、選択確率が最大のカテゴリのプッシュ情報の
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表示数が、最大になる。すなわち、前記複数のカテゴリのうち、前記選択確率が最大のカ
テゴリのプッシュ情報の表示数を、該選択確率が最大のカテゴリ以外のカテゴリのプッシ
ュ情報の表示数より多くする。つまり、表示形態決定部１０９は、選択確率が最大のカテ
ゴリのプッシュ情報の表示ラベルを並べて配置し、選択確率が最大のカテゴリ以外のプッ
シュ情報の表示ラベルをカテゴリ毎に重畳する。
【０２０９】
　このように、選択確率が最大のカテゴリのデータの表示数を最大にすることで、ユーザ
は、入力装置１０を操作することにより、当該カテゴリのプッシュ情報にアクセスしやす
くなる。すなわち、複数のプッシュ情報に対応する複数のカテゴリのうち、ユーザが選択
する確率が高いカテゴリのプッシュ情報を表示制御装置１０００が容易に選択することが
できる。
【０２１０】
　図１８Ａ～図１８Ｃでは、選択確率が最大のカテゴリのプッシュ情報にフォーカスをあ
てている状態を示す図である。このように、選択確率が最大のカテゴリのプッシュ情報に
フォーカスをあて、当該カテゴリのプッシュ情報の表示数を最大にしてもよい。つまり、
表示形態決定部１０９は、複数のプッシュ情報からなる列を決定し、選択確率が最大のカ
テゴリのプッシュ情報をフォーカス位置として当該フォーカス位置が画面上になるように
、列をなす複数のプッシュ情報を列方向に移動させてもよい。
【０２１１】
　なお、画面注目度は、ユーザの視線方向以外の要素に基づいて判定されてもよい。例え
ば、前記画面注目度判定部１０３は、前記表示部１００に表示されているコンテンツのジ
ャンルに基づいて前記画面注目度を判定してもよい。つまり、各コンテンツは、当該コン
テンツのジャンルに対応する予め定められた注目度に対応し、画面注目度判定部１０３は
、画面に表示されているコンテンツのジャンルから注目度を判定してもよい。
【０２１２】
　これにより、コンテンツのジャンルに基づいて、ユーザによって選択される可能性が高
いプッシュ情報を表示できる。例えば、コンテンツのジャンルがドラマの場合、ユーザは
ドラマのストーリーを理解するために、画面を注目していることが多い。つまり、画面注
目度が高い。したがって、この場合、コンテンツに関連するプッシュ情報が選択容易な表
示形態で表示されるので、ドラマのストーリーを理解するために画面に注目しているユー
ザによって当該プッシュ情報が選択される可能性が高い。これに対して、例えば、コンテ
ンツのジャンルがバラエティの場合、ユーザが画面を見る以外に別のことをしながら画面
を見る状態、いわゆる「ながら見」であることが多い。つまり、画面注目度が低い。した
がって、この場合、コンテンツに関連するプッシュ情報ではないプッシュ情報が選択容易
な表示形態で表示されるので、ながら見のユーザによって当該プッシュ情報が選択される
可能性が高い。
【０２１３】
　また、前記画面注目度判定部１０３は、表示部１００に表示されているコンテンツの視
聴完了率に基づいて前記画面注目度を判定してもよい。つまり、各コンテンツは、当該コ
ンテンツの視聴完了率と対応付けられ、画面注目度判定部１０３は、画面に表示されてい
るコンテンツの視聴完了率が予め定められた閾値（例えば、７０パーセント）以上の場合
に、画面注目度が高いと判定し、当該閾値未満の場合、画面注目度が低いと判定してもよ
い。これにより、視聴完了率が高い（例えば、７０パーセント以上）場合に、関連カテゴ
リのプッシュ情報を選択容易な表示形態で表示させることができる。なお、画面注目度判
定部１０３は、画面に表示されているコンテンツの視聴完了率が高いほど、画面注目度が
高いと判定してもよい。
【０２１４】
　なお、図１３Ａ～図１３Ｃ、図１４Ａ～図１４Ｃ、図１５Ａ～図１５Ｃ、図１７Ａ～図
１７Ｃに表示されるプッシュ情報は、例えば、ユーザが、入力装置１０を持ったと判定さ
れたときに表示される。
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【０２１５】
　（変形例１）
　本変形例に係る表示制御装置は、上記実施の形態に係る表示制御装置１０００と比較し
てほぼ同じであるが、画面注目度判定部の構成が異なる。以下、実施の形態に係る表示制
御装置１０００と異なる点を中心に述べる。
【０２１６】
　図１９は、本変形例に係る表示制御装置２０００の詳細な機能構成を示すブロック図で
ある。
【０２１７】
　同図に示す表示制御装置２０００は、図３に示す実施の形態に係る表示制御装置１００
０と比較して、画面注目度判定部１０３に代わり画面注目度判定部２０３を備え、当該画
面注目度判定部２０３は、画面注目度判定部１０３と比較して、さらに、ユーザの友人の
リスト及び当該友人が視聴したコンテンツを示すコンテンツ視聴情報を取得する友人情報
取得部２１１を含み、画面注目度判定部２０３は、表示部１００に表示されているコンテ
ンツと同じコンテンツを視聴している友人の人数が多い程、画面注目度が高いと判定する
。
【０２１８】
　具体的には、友人情報取得部２１１は、ユーザに対応づけられた友人を示す情報が格納
された友人リストを有し、さらに、表示制御装置１０００が受信したコンテンツと対応づ
けられた視聴者を示す情報が格納された視聴者リストを取得する。画面注目度判定部２０
３は、友人リストと視聴者リストとを比較することで、ユーザに対応づけられた友人のう
ち、表示部１００に表示しているコンテンツを視聴している友人の人数が多い程、画面注
目度が高いと判定する。
【０２１９】
　これにより、表示部１００に表示されているコンテンツと同じコンテンツを視聴してい
る友人の人数が多いほど、すなわち、当該コンテンツが友人の間で盛り上がっているほど
、関連カテゴリのプッシュ情報が選択容易な表示形態で表示される。ユーザの友人の間で
盛り上がっているコンテンツは、当該ユーザの関心も高いことが推定されるので、関連カ
テゴリのプッシュ情報が選択される可能性は高い。つまり、同じコンテンツを視聴してい
る友人の人数が多い場合に、ユーザによって選択される可能性が高いプッシュ情報を選択
容易な表示形態で表示できる。
【０２２０】
　（変形例２）
　本変形例に係る表示制御装置は、上記実施の形態に係る表示制御装置１０００と比較し
てほぼ同じであるが、画面注目度判定部の構成が異なる。以下、実施の形態に係る表示制
御装置１０００と異なる点を中心に述べる。
【０２２１】
　図２０は、本変形例に係る表示制御装置３０００の詳細な機能構成を示すブロック図で
ある。
【０２２２】
　同図に示す表示制御装置３０００は、図３に示す実施の形態に係る表示制御装置１００
０と比較して、画面注目度判定部１０３に代わり画面注目度判定部３０３を備え、当該画
面注目度判定部３０３は、画面注目度判定部１０３と比較して、さらに、表示部１００に
表示されているコンテンツの推薦者（キュレーター）を示す情報を取得する推薦者取得部
を含み、画面注目度判定部１０３は、前記表示部に表示されているコンテンツの推薦者の
序列が高い程、画面注目度が高いと判定する。
【０２２３】
　具体的には、推薦者取得部３１１は、ユーザに対応付けられた推薦者及び各推薦者の序
列を示す情報が格納された推薦者序列リストを有し、さらに、表示制御装置１０００が受
信したコンテンツと対応づけられた推薦者を示す情報が格納された推薦者リストを取得す
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る。
【０２２４】
　このコンテンツと対応づけられた推薦者とは、表示部１００に表示されているコンテン
ツと同じコンテンツを視聴している視聴者のうち、例えば、図１２Ａ～図１２Ｃに示す「
いいね」ボタンを押した視聴者である。つまり、コンテンツの視聴中に視聴者によって「
いいね」ボタンが押された場合、当該視聴者を当該コンテンツの推薦者としている。
【０２２５】
　また、推薦者序列リストは、ユーザに対応づけられた推薦者と、各推薦者の序列を示す
情報が格納され、この推薦者の序列は、所定の範囲内の視聴者による投票総数が多い程高
くなる。
【０２２６】
　画面注目度判定部３０３は、推薦者序列リストと推薦者リストとを比較することで、表
示部１００に表示されているコンテンツの推薦者が、推薦者序列リストに含まれているか
否かを判定し、含まれている場合、当該推薦者の序列が高い程、画面注目度が高いと判定
する。
【０２２７】
　以上のように、本変形例における画面注目度判定部３０３は、表示部１００に表示され
ているコンテンツの推薦者（キュレーター）を示す情報を取得する推薦者取得部を含み、
画面注目度判定部１０３は、前記表示部に表示されているコンテンツの推薦者の序列が高
い程、画面注目度が高いと判定する。
【０２２８】
　これにより、表示部１００に表示されているコンテンツの推薦者の序列が高いほど、関
連カテゴリのプッシュ情報が選択容易な表示形態で表示される。序列の高い推薦者により
推薦されたコンテンツは、ユーザにとって有益であることが推定されるので、関連カテゴ
リのプッシュ情報が選択される可能性は高い。つまり、序列の高い推薦者によって推薦さ
れたコンテンツに関連するプッシュ情報を選択容易な表示形態で表示できる。
【０２２９】
　なお、推薦者の序列は、所定の範囲内の視聴者による投票総数が多い程高くてもよい。
具体的には、推薦者によって推薦されたコンテンツを視聴した所定の範囲内の視聴者によ
り図１２Ａ～図１２Ｃに示す「いいね」ボタンが押された場合、当該推薦者に投票された
とする。
【０２３０】
　これにより、予め定められた範囲内の視聴者による投票総数が多い推薦者が推薦するプ
ッシュ情報ほど、選択容易な表示形態で表示できる。例えば、ユーザと嗜好の類似する視
聴者を予め定められた範囲とする場合、当該ユーザの嗜好に合うプッシュ情報ほど、選択
容易な表示形態で表示できる。
【０２３１】
　また、推薦者の序列は、ユーザに対応して、予め定められた序列であってもよい。つま
り、推薦者の序列は更新されなくてもよい。
【０２３２】
　また、上記実施の形態及び各変形例において、表示制御装置１０００、２０００、３０
００は、表示部１００及びユーザ識別部１０２を備えなくてもよい。
【０２３３】
　また、上記実施の形態及び各変形例において、各構成要素は、専用のハードウェアで構
成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現さ
れてもよい。各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハード
ディスクまたは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み
出して実行することによって実現されてもよい。ここで、上記各実施の形態の表示制御装
置などを実現するソフトウェアは、次のようなプログラムである。
【０２３４】
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　すなわち、このプログラムは、コンピュータに、画面を有する表示部の表示を制御する
表示制御方法であって、複数のカテゴリのいずれかに属する複数の項目を取得する取得ス
テップと、前記表示部の画面に対するユーザの注目度である画面注目度を判定する画面注
目度判定ステップと、前記複数のカテゴリの各々が選択された履歴を示す選択操作履歴情
報を収集する選択操作履歴収集ステップと、前記画面注目度および前記選択操作履歴情報
に基づいて、前記複数のカテゴリの各々に対し、前記ユーザが選択する確率である選択確
率を算出する選択確率算出ステップと、前記複数のカテゴリのうち選択確率が高いカテゴ
リ程、該カテゴリの項目を選択容易な表示形態に決定し、決定した前記表示形態で前記表
示部に表示させる表示形態決定ステップとを含み、前記複数のカテゴリは、前記画面に表
示されているコンテンツに関連する項目からなるカテゴリである関連カテゴリを含み、前
記選択確率算出ステップでは、前記画面注目度が第１注目度の場合における前記関連カテ
ゴリの選択確率を、前記画面注目度が前記第１注目度より低い第２注目度の場合における
前記関連カテゴリの選択確率より高く算出し、前記複数のカテゴリのそれぞれについて、
前記選択操作履歴情報を用いて、選択された回数が第１回数の場合における選択確率を、
前記選択された回数が前記第１回数より少ない第２回数の場合における選択確率より高く
算出する表示制御方法を実行させる。
【０２３５】
　以上、一つまたは複数の態様に係る表示制御装置について、実施の形態及びその変形例
に基づいて説明したが、本発明は、これらの実施の形態又はその変形例に限定されるもの
ではない。本発明の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態又
はその変形例に施したもの、あるいは異なる実施の形態又はその変形例における構成要素
を組み合わせて構築される形態も、一つまたは複数の態様の範囲内に含まれる。
【０２３６】
　さらに、本発明は、以下のように変形することもできる。
【０２３７】
　（１）上記の表示制御装置は、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハ
ードディスクユニット、ディスプレイユニット、キーボード、マウスなどから構成される
コンピュータシステムであってもよい。前記ＲＯＭ又は前記ハードディスクユニットには
、コンピュータプログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュ
ータプログラムに従って動作することにより、表示制御装置は、その機能を達成する。
【０２３８】
　ここで、コンピュータプログラムは、所定の機能を達成するために、コンピュータに対
する指令を示す命令コードが複数個組み合わされて構成されたものである。なお、各装置
は、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスクユニット、ディスプレイユニ
ット、キーボード、マウスなどの全てを含むコンピュータシステムに限らず、これらの一
部から構成されているコンピュータシステムであってもよい。
【０２３９】
　（２）上記の表示制御装置を構成する構成要素の一部又は全部は、１個のシステムＬＳ
Ｉ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模集積回路）から構成され
ているとしてもよい。システムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集積して製造
された超多機能ＬＳＩであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを
含んで構成されるコンピュータシステムで実現できる。前記ＲＯＭには、コンピュータプ
ログラムが記憶されている。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムに
従って動作することにより、システムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０２４０】
　なお、ここでは、システムＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、ＬＳＩ、スー
パーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はＬＳＩ
に限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。ＬＳＩ製造後に、
プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔ
ｅ　Ａｒｒａｙ）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュ



(31) JP 5869558 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

ラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０２４１】
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。バ
イオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０２４２】
　（３）上記の表示制御装置を構成する構成要素の一部又は全部は、表示制御装置に脱着
可能なＩＣカード又は単体のモジュールから構成されているとしてもよい。前記ＩＣカー
ド又は前記モジュールは、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、などから構成されるコ
ンピュータシステムである。前記ＩＣカード又は前記モジュールは、上記の超多機能ＬＳ
Ｉを含むとしてもよい。マイクロプロセッサが、コンピュータプログラムに従って動作す
ることにより、前記ＩＣカード又は前記モジュールは、その機能を達成する。このＩＣカ
ード又はこのモジュールは、耐タンパ性を有するとしてもよい。
【０２４３】
　（４）本発明は、上記に示す表示制御装置が備える特徴的な構成部の動作をステップと
する方法であってもよい。また、これらの方法をコンピュータにより実現するコンピュー
タプログラムであってもよいし、前記コンピュータプログラムからなるデジタル信号であ
ってもよい。
【０２４４】
　また、本発明は、前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号をコンピュータ読
み取り可能な記録媒体、例えば、フレキシブルディスク、ハードディスク、ＣＤ―ＲＯＭ
、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ（
登録商標））、半導体メモリなど、に記録したもので実現してもよい。また、これらの記
録媒体に記録されている前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号で本発明を実
現してもよい。
【０２４５】
　また、本発明は、前記コンピュータプログラム又は前記デジタル信号を、電気通信回線
、無線又は有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク、データ放送等を経
由して伝送するものとしてもよい。
【０２４６】
　また、本発明は、マイクロプロセッサとメモリとを備えたコンピュータシステムであっ
て、前記メモリは、上記コンピュータプログラムを記憶しており、前記マイクロプロセッ
サは、前記コンピュータプログラムに従って動作するとしてもよい。
【０２４７】
　また、前記プログラム又は前記デジタル信号を前記記録媒体に記録して移送することに
より、又は前記プログラム又は前記デジタル信号を前記ネットワーク等を経由して移送す
ることにより、独立した他のコンピュータシステムにより実施するとしてもよい。
【０２４８】
　（５）上記実施の形態及び上記変形例をそれぞれ組み合わせるとしてもよい。
【０２４９】
　（６）また、上記の表示制御装置は、スマートテレビや、２０インチの４ｋ２ｋ解像度
の動画を再生可能なタブレットや、クレードル等に内蔵される。本発明に係る表示制御装
置が内蔵されることにより、ユーザにより選択される可能性が高い情報を表示可能なスマ
ートテレビ、タブレット及びクレードルが実現される。
【０２５０】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて請求の範囲によって示され、請
求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０２５１】
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　本発明の一態様に係る表示制御装置は、多種多様なカテゴリの情報からユーザが選択す
る確率が高いカテゴリにアクセスしやすいように表示制御する装置等として有用である。
【符号の説明】
【０２５２】
１００　表示部
１０１　プッシュ情報管理部
１０２　ユーザ識別部
１０３、２０３、３０３　画面注目度判定部
１０４　選択操作履歴収集部
１０５　機器操作履歴収集部
１０６　操作履歴格納部
１０８　選択確率算出部
１０９　表示形態決定部
１１０　関与度判定部
１１１　視線検出部
２００　撮像装置
２１１　友人情報取得部
３１１　推薦者取得部
１０００、２０００、３０００　表示制御装置

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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