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(57)【要約】
【課題】一実施態様では、ユーザに対する通知機能を向
上し、使い勝手を向上できる情報処理装置及び情報処理
方法及びプログラムを提供する。
【解決手段】一実施形態の基本によれば、Ｙ方向にｎ個
の行を有し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向にｍ個の列を
有する（ｎ×ｍ）個のセルを持つ２次元エリア上に、１
以上のセルに対応する複数のボタンを配置して表示する
表示制御部と、操作入力に応じて、ボタンのフォーカス
の位置を移動する制御部と、を有し、制御部は、フォー
カスをＹ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカ
スを、同じ列の隣接するセルに少なくとも対応するボタ
ンへ移動させるＹ方向制御部と、フォーカスをＸ方向へ
移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ行の
隣接するセルに少なくとも対応するボタンへ移動させ、
または、第１の行の一端のセルに少なくとも対応するボ
タンから隣接する第２の行の他端のセルに少なくとも対
応するボタンへ移動させるＸ方向制御部と、有する。
【選択図】図１５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｙ方向にｎ個の行を有し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向にｍ個の列を有する（ｎ×ｍ）
個のセルを持つ２次元エリア上に、１以上のセルに対応する複数のボタンを配置して表示
する表示制御部と、
　操作入力に応じて、ボタンのフォーカスの位置を移動する制御部と、を有し、
　制御部は、
　フォーカスをＹ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ列の隣接する
セルに少なくとも対応するボタンへ移動させるＹ方向制御部と、
　フォーカスをＸ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ行の隣接する
セルに少なくとも対応するボタンへ移動させ、または、第１の行の一端のセルに少なくと
も対応するボタンから隣接する第２の行の他端のセルに少なくとも対応するボタンへ移動
させるＸ方向制御部と、
　有する情報処理装置。
【請求項２】
　前記Ｙ方向は画面の縦方向、前記Ｘ方向は画面の横方向である請求項１記載の情報処理
装置。
【請求項３】
　前記ｎは３であり、ｍは９である請求項１記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記Ｙ方向制御部の制御に基づき、前記ｎ個のセルの何れかでフォーカスが停止してい
る状態で、前記Ｘ方向制御部は、前記Ｘ方向へフォーカスを移動させる請求項１記載の情
報処理装置。
【請求項５】
　複数のセルを含むタイルに、１つのガイド画像が表示されている場合、フォーカスは前
記１つのガイド画像全体を指示する請求項１記載の情報処理装置。
【請求項６】
　複数のセルを含むタイルに表示される１つのガイド画像は、カレンダーの画像である請
求項１記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記セル上に表示されるガイド画像は、着信メッセージの受信箱を開くためのガイド画
像である請求項１記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記セル上に表示されるガイド画像は、着信メッセージの受信箱を開くためのガイド画
像であり、前記ガイド画像の一部に着信数を示す数字が表示される請求項１記載の情報処
理装置。
【請求項９】
　さらにメニュー画像の種類を示す複数のタブが画面の左右方向へ並んで表示され、選択
決定されたメニュー画像のタブは、中央にてハイライトして表示される請求項１記載の情
報処理装置。
【請求項１０】
　前記複数のタブは、「ホーム」、「マイページ」、及び「ビデオ」である請求項９記載
の情報処理装置。
【請求項１１】
　表示器の画面に表示用の２次元エリアを確保するエリア確保部と、前記２次元エリアの
一部を選択的に指示するフォーカスを移動制御する制御部を用いる情報処理方法において
、
　前記表示用の２次元エリアがＹ方向にｎ個の行を有し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向に
ｍ個の列を有する（ｎ×ｍ）個のセルを持ち、
　１以上のセルに対応する複数のボタンを配置して表示し、
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　操作入力に応じて、ボタンのフォーカスの位置を移動し、
　フォーカスをＹ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ列の隣接する
セルに少なくとも対応するボタンへ移動させ、
　フォーカスをＸ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ行の隣接する
セルに少なくとも対応するボタンへ移動させ、または、第１の行の一端のセルに少なくと
も対応するボタンから隣接する第２の行の他端のセルに少なくとも対応するボタンへ移動
させる、情報処理方法。
【請求項１２】
　表示器の画面に表示用の２次元エリアを確保するエリア確保部と、前記２次元エリアの
一部を選択的に指示するフォーカスを移動制御する制御部を動作させるための情報処理プ
ログラムであって、
　前記表示用の２次元エリアがＹ方向にｎ個の行を有し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向に
ｍ個の列を有する（ｎ×ｍ）個のセルを持ち、
　１以上のセルに対応する複数のボタンを配置して表示するコマンドと、
　操作入力に応じて、ボタンのフォーカスの位置を移動するコマンドと、
　フォーカスをＹ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ列の隣接する
セルに少なくとも対応するボタンへ移動させるコマンドと、
　フォーカスをＸ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ行の隣接する
セルに少なくとも対応するボタンへ移動させ、または、第１の行の一端のセルに少なくと
も対応するボタンから隣接する第２の行の他端のセルに少なくとも対応するボタンへ移動
させるコマンドと、
　を有する情報処理プログラム。
【請求項１３】
　表示器の画面に表示用の２次元エリアを確保するエリア確保部と、前記２次元エリアの
一部を選択的に指示するフォーカスを移動制御する制御部を動作させるための情報処理プ
ログラムを記憶した情報記録媒体であって、
　前記表示用の２次元エリアがＹ方向にｎ個の行を有し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向に
ｍ個の列を有する（ｎ×ｍ）個のセルを持ち、
　前記プログラムが、
　１以上のセルに対応する複数のボタンを配置して表示するコマンドと、
　操作入力に応じて、ボタンのフォーカスの位置を移動するコマンドと、
　フォーカスをＹ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ列の隣接する
セルに少なくとも対応するボタンへ移動させるコマンドと、
　フォーカスをＸ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ行の隣接する
セルに少なくとも対応するボタンへ移動させ、または、第１の行の一端のセルに少なくと
も対応するボタンから隣接する第２の行の他端のセルに少なくとも対応するボタンへ移動
させるコマンドと、を有する情報記録媒体。
【請求項１４】
　表示器の画面に表示用の２次元エリアを確保するエリア確保部と、前記２次元エリアの
一部を選択的に指示するフォーカスを移動制御する制御部を用いる情報処理方法において
、
　前記表示用の２次元エリアのＹ方向をｎ個の行に区分し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向
をｍ個の列に区分し、（ｎ×ｍ）個のセルを持つ第１のエリアを確保し、
　前記第１のエリアの中に、（ｋ１×ｋ２）個（ただしｋ１＜ｎ、ｋ２＜ｍ）のセルを持
つ第２のエリアを確保し、
　フォーカスを列上で一方へ連続移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ列の
ｎ個のセル上で一定方向へ繰り返し移動させ、
　フォーカスを行上で一方へ連続移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、第１の行
のセル上で一定方向へ移動させ、前記第１の行の終わりで次の第２の行の先頭に移し、前
記第２の行のｍ個のセルエリアを移動させ、前記第２の行の終わりで、第３の行の先頭に
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移し、前記第３の行が最終の行であった場合、前記第３の行の終わりでは、最初の行の先
頭に移し、
　フォーカスを前記第２のエリアではジャンプさせる、
　情報処理方法。
【請求項１５】
　表示器の画面に表示用の２次元エリアを確保するエリア確保部と、前記２次元エリアの
一部を選択的に指示するフォーカスを移動制御する制御部を動作させるための情報処理プ
ログラムであって、
　前記表示用の２次元エリアのＹ方向をｎ個の行に区分し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向
をｍ個の列に区分し、（ｎ×ｍ）個のセルを持つ第１のエリアを確保するコマンドと、
　前記第１のエリアの中に、（ｋ１×ｋ２）個（ただしｋ１＜ｎ、ｋ２＜ｍ）のセルを持
つ第２のエリアを確保するコマンドと、
　フォーカスを列上で一方へ連続移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ列の
ｎ個のセル上で一定方向へ繰り返し移動させるコマンドと、
　フォーカスを行上で一方へ連続移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、第１の行
のセル上で一定方向へ移動させ、前記第１の行の終わりで次の第２の行の先頭に移し、前
記第２の行のｍ個のセルエリアを移動させ、前記第２の行の終わりで、第３の行の先頭に
移し、前記第３の行が最終の行であった場合、前記第３の行の終わりでは、最初の行の先
頭に移スコマンドと、
　フォーカスを前記第２のエリアではジャンプさせるコマンドと、
　を有する情報処理プログラム。
【請求項１６】
　表示器の画面に表示用の２次元エリアを確保するエリア確保部と、前記２次元エリアの
一部を選択的に指示するフォーカスを移動制御する制御部を動作させるための情報処理プ
ログラムを記憶した情報記録媒体であって、
　前記プログラムが、
　前記表示用の２次元エリアのＹ方向をｎ個の行に区分し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向
をｍ個の列に区分し、（ｎ×ｍ）個のセルを持つ第１のエリアを確保するコマンドと、
　前記第１のエリアの中に、（ｋ１×ｋ２）個（ただしｋ１＜ｎ、ｋ２＜ｍ）のセルを持
つ第２のエリアを確保するコマンドと、
　フォーカスを列上で一方へ連続移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ列の
ｎ個のセル上で一定方向へ繰り返し移動させるコマンドと、
　フォーカスを行上で一方へ連続移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、第１の行
のセル上で一定方向へ移動させ、前記第１の行の終わりで次の第２の行の先頭に移し、前
記第２の行のｍ個のセルエリアを移動させ、前記第２の行の終わりで、第３の行の先頭に
移し、前記第３の行が最終の行であった場合、前記第３の行の終わりでは、最初の行の先
頭に移スコマンドと、
　フォーカスを前記第２のエリアではジャンプさせるコマンドと、
　を含む情報記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、情報処理装置及び情報処理方法及びプログラム及び情報記録媒体
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネットサービス事業が活発である。インターネットサービス事業では、
インターネット上のサーバとパーソナルコンピュータ及び又は携帯端末（セルホーン、タ
ブレット、パーソナルアシスタントデバイス（ＰＤＡ）など）との通信環境の中で、情報
交換が行われる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－９４４０６号公報
【特許文献２】特開２００５－２０７８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、家庭で使用されるデジタルテレビジョン装置（以下ＴＶ装置と称する）は、
他のディスプレイ可能な装置（例えば、パーソナルコンピュータ、セルホーン、タブレッ
トなど）に比べてモニタ画面が大きく、鮮明であるという有利な点を備える。また家庭内
ＴＶ装置は、オーディオに関しても高級なオーディオシステムを装備できるという有利な
点を備える。また最近のＴＶ装置は、インターネット接続が可能であり、インターネット
接続し、その活用が望まれている。しかし現在はその活用が不十分であるとの見解もある
。一方、小型のパーソナルコンピュータ、セルホーン、タブレットなどは、携帯性を有す
るという利点を備える。
【０００５】
　またＴＶ装置は、大量の番組を記録することができる。このように情報量が膨大な中で
ＴＶ装置は、情報処理・整理のための種々の活用方法が期待できる。この種のＴＶ装置は
、ユーザにより有益に容易に利用されることが重要である。しかし、多機能化すればする
ほど、操作が複雑化し、操作が分かりにくいという問題も発生する。又メニュー及びその
ガイド画像も多様化するために、希望のコンテンツや情報取得するのに苦慮することもあ
る。
【０００６】
　そこで、本発明の一実施態様では、ユーザに対する通知機能を向上し、使い勝手を向上
できる情報処理装置及び情報処理方法及びプログラム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】
【０００７】
　一実施形態の基本によれば、Ｙ方向にｎ個の行を有し、前記Ｙ方向と直交するＸ方向に
ｍ個の列を有する（ｎ×ｍ）個のセルを持つ２次元エリア上に、１以上のセルに対応する
複数のボタンを配置して表示する表示制御部と、操作入力に応じて、ボタンのフォーカス
の位置を移動する制御部と、を有し、
　制御部は、フォーカスをＹ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ列
の隣接するセルに少なくとも対応するボタンへ移動させるＹ方向制御部と、フォーカスを
Ｘ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ行の隣接するセルに少なくと
も対応するボタンへ移動させ、または、第１の行の一端のセルに少なくとも対応するボタ
ンから隣接する第２の行の他端のセルに少なくとも対応するボタンへ移動させるＸ方向制
御部と、有する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態によりテレビジョン装置の表示部の画面に表示されたメニュー画面の
一例を示す図である。
【図２】一実施形態によりテレビジョン装置の表示部の画面に表示されたメニュー画面の
他の一例を示す図である。
【図３】一実施形態によりテレビジョン装置の表示部の画面に表示されたメニュー画面の
また他の一例を示す図である。
【図４】一実施形態によりテレビジョン装置の表示部の画面に表示されたメニュー画面の
さらにまた他の一例を示す図である。
【図５】一実施形態による情報処理装置がデジタルテレビジョン受信機に組み込まれた状
態の一例を示す図である。
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【図６】図５のクラウドアプリケーション部２３１の特徴的な一構成例を取り出して示す
ブロック図である。
【図７】一実施形態においてシーン情報機能が利用される際のＴＶ装置３００とタイムク
ラウドサービスサーバ４１１との関係を示す図である。
【図８】一実施形態においてシーンリスト機能が利用される際のＴＶ装置３００とタイム
クラウドサービスサーバ４１１との関係を示す図である。
【図９】一実施形態においてシーンプレイ機能が利用される際のＴＶ装置３００とタイム
クラウドサービスサーバ４１１との関係を示す図である。
【図１０】一実施形態においてタイムクラウドサービスサーバ４１１に含まれるサーバの
一例を示す図である。
【図１１】一実施形態において図９のメタデータサーバ内の構成要素の例を示す図である
。
【図１２】一実施形態による情報処理装置とＤＴＶ各種機能モジュールの構成例を示す図
である。
【図１３】一実施形態のＴＶ装置において、メニュー画像処理装置のブロックを取り出し
て示す図である。
【図１４Ａ】一実施形態のＴＶ装置が起動されたとき画面に表示された画像の例を示す図
である。
【図１４Ｂ】一実施形態のＴＶ装置において、デモンストレーションを開始させるための
画面の他の例を示す図である。
【図１４Ｃ】一実施形態のＴＶ装置において、デモンストレーションが開始したときの画
面の他の例を示す図である。
【図１４Ｄ】一実施形態のＴＶ装置において、デモンストレーションが開始したときの画
面の他の例を示す図である。
【図１４Ｅ】一実施形態のＴＶ装置において、デモンストレーションが開始したときの画
面の他の例を示す図である。
【図１４Ｆ】一実施形態のＴＶ装置において、デモンストレーションが開始したときの画
面の他の例を示す図である。
【図１４Ｇ】一実施形態のＴＶ装置において、デモンストレーションが開始したときの画
面の他の例を示す図である。
【図１５】ＴＶ装置の状態として、「ホーム」、「マイページ」、「ビデオ」があること
を示す画像の例を示し、「ホーム」が選択されている様子を示す図である。
【図１６Ａ】ＴＶ装置の状態として、「マイページ」のタブが中央に移りハイライトされ
た様子を示す図である。
【図１６Ｂ】ＴＶ装置の状態として、「マイページ」のタブが中央に移りハイライトされ
、図１６Ａのガイド画像に加えて、さらにその他の「ガイド画像」が表示された様子を示
す図である。
【図１７Ａ】ＴＶ装置の状態として、「ビデオ」のタブが中央に移りハイライトされ、「
ビデオ」に関するガイド画像の表示例を示す図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａのガイド画像に加えて、さらにその他の「ガイド画像」が表示され
た様子を示す図である。
【図１８Ａ】本実施形態のＴＶ装置におけるカーソル（フォーカス）の移動経路を説明す
るために示す図である。
【図１８Ｂ】本実施形態のＴＶ装置におけるカーソル（フォーカス）の移動経路を説明す
るために示す図である。
【図１８Ｃ】本実施形態のＴＶ装置におけるカーソル（フォーカス）の移動経路を説明す
るために示す図である。
【図１８Ｄ】本実施形態のＴＶ装置におけるカーソル（フォーカス）の移動経路を説明す
るために示す図である。
【図１８Ｅ】本実施形態のＴＶ装置におけるカーソル（フォーカス）の移動経路を説明す
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るために示す図である。
【図１９】本実施形態のＴＶ装置において、メッセージが届いたときのポップアップ画像
の例を示す図である。
【図２０】本実施形態のＴＶ装置において、アルバムが届いたときのポップアップ画像の
例を示す図である。
【図２１】本実施形態のＴＶ装置において、メッセージリストを表示したときの画像の例
を示す図である。
【図２２Ａ】本実施形態のＴＶ装置において、スマイルメッセンジャーによるメッセージ
が届いたときのポップアップ画像の例を示す図である。
【図２２Ｂ】本実施形態のＴＶ装置において、アルバムが届いたときのポップアップ画像
の他の例を示す図である。
【図２２Ｃ】本実施形態のＴＶ装置において、フォーラムからのメッセージが届いたとき
のポップアップ画像の他の例を示す図である。
【図２３Ａ】本実施形態のＴＶ装置において、レコメンドメッセージが届いたときのポッ
プアップ画像の例を示す図である。
【図２３Ｂ】図２３Ａの画像から、レコメンドメッセージを開封した際に現れる画像の例
を示す図である。
【図２４】本実施形態のＴＶ装置との通信が可能な携帯端末（タブレット）によるガイド
画像の表示例を示す図である。
【図２５】本実施形態のＴＶ装置において、ソフトウエアが更新された際の動作例を示す
フローチャートである。
【図２６】本実施形態のＴＶ装置と携帯端末（タブレット）との関係を説明する図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態について図面を参照して説明する。本発明に係るメニュー画像に関す
る情報処理装置は、スタンドアローンで構成されても良いし、或いはセットトップボック
スに内蔵、或いはＴＶ装置、レコーダ、携帯端末等に内蔵されてもよい。一例として、実
施形態の情報処理装置及び情報処理方法がＴＶ装置に適用された場合を説明する。
【００１０】
　一実施形態による情報処理装置は、コンテンツ視聴中に、クラウドサービスを起動する
指示があった場合に、視聴コンテンツと共に、このコンテンツに関連するサービスメニュ
ーを一覧表示させる手段と、表示ステートに応じて、関連するサービスメニューを切り替
え表示する手段を有する。
【００１１】
　また他の実施形態によれば、情報処理装置は、ネットワークに接続可能な統括コントロ
ーラ、ビュー制御部を含む。ビュー制御部は、前記統括コントローラが前記ネットワーク
への非通信状態において、前記統括コントローラが前記ネットワークへ通信状態となった
場合に得られるであろうメニュー画像をデモンストレーションすることができる。
【００１２】
　前記統括コントローラは、ログインデータ管理部、コミュニケーションデータ管理部、
を含む。前記ログイン管理部は、複数人の共通ログイン識別子、個人の専用ログイン識別
子を管理し、前記コミュニケーションデータ管理部は前記共通ログイン識別子に対応した
コミュニケーションデータ、前記専用ログイン識別子に対応したコミュニケーションデー
タを区別して表示出力の選別を行う。
【００１３】
　前記コミュニケーションデータ管理部は、前記共通ログイン識別子がログイン状態にあ
るときは、前記専用ログイン識別子に対応したコミュニケーションデータを非公開制御す
る。
【００１４】
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　前記サーバは、多数の情報処理装置（クライアント）のログイン状態とログアウト状態
をテーブルで管理してもよい。また前記ログイン管理部は、現在ログイン状態にあるログ
イン識別子を定期的に前記サーバへ送信してもよい。これにより前記サーバは、多数の情
報処理装置（クライアント）のログイン状態をより正確に把握することができる。
【００１５】
　図１と図２にはデモンストレーション状態のメニュー画像の一例を示している。この例
は、一例であり、後でさらに他の例も説明する。
【００１６】
　画面１００の左側の表示領域１０１には、放送されている番組の映像、或いは記録装置
から再生されている番組の映像を表示する。画面１００の右側の表示領域１０２には、複
数の小サイズのガイド画像が１個、２個、３個・・・と増加して表示される。表示領域１
０２のガイド画像が、例えば６個のガイド画像（図１）になった後は、表示領域１０２に
は、図２に示すように、例えば「ネット接続すると、テレビ番組のシーン頭だしサービス
、ショッピングサービス、友人とのメッセージ交換などができます」というメッセージが
表示される。また、中央の表示領域１０３には、カレンダーが表示され、当日の各種イベ
ントの情報の要約が表示される（図１）。そして一定時間経過毎に、中央の表示領域１０
３には、図２に示すように「ネット接続すると、カレンダーや番組予約と連動したスケジ
ュールが表示できます」と言うメッセージが表示される。
【００１７】
　図３には、情報処理装置が、ネット接続され、ファミリーＩＤによりログインしたとき
の画面１００の表示状態を示している。この状態は「ホーム」と称される。表示領域１０
２には、家族や友達からの通知、及びレコメンドデータを受け取るための、各種送受信箱
用のガイド画像が表示される。送受信箱としては、アウトルック、メール、メッセージ、
レコメンドデータ用などがある。各送受信箱を表す画面枠に対しては、固有名を付加する
ことが可能であり、また画像ファイルの中から好きな画像を選択してガイド画像として付
加することも可能である。メッセージやレコメンドデータが、送受信箱に到着している場
合、対応するガイド画像には、例えば丸印が付加されるか、フレーム枠の色が変化、或い
はフレーム枠の輝度が繰り返し変化するなどして表示される。複数のレコメンドデータが
送受信箱に到着している場合、複数の丸印が対応するガイド画像に付加されて表示されて
もよい。或いは複数のレコメンドデータの受信数を示す数字が表示されてもよい。
【００１８】
　上記の送受信箱（図３の表示領域１０２の状態）は、例えば家族間の通信、家族の構成
員と友達との間の通信などに利用可能である。友人や遠隔に住む兄弟からアルバム集が送
信されてくる場合もある。また、友人からレコマンドデータが送信されてくる場合もある
。レコメンドデータとしては、例えばお勧め番組情報、お勧めショッピング情報などがあ
る。またお勧めシーン、お勧め出演者などの情報もある。このガイド画像の利用例は後で
説明する。
【００１９】
　さらに機能系の複数のガイド画像が、領域１０１の下側の領域１０４に表示される。機
能系のガイド画像は、領域１０１に表示されている再生画像に関連してユーザが情報処理
装置を操作する場合に利用される。このガイド画像の利用例の詳細は後で説明するが、領
域１０１に表示されている再生画像に関連したコミュニケーションが、ユーザと外部サー
バ（他のユーザ）との間で行われる場合に、このガイド画像が利用されることができる。
【００２０】
　＜表示領域１０２のガイド画像の利用例＞
　ユーザは例えばリモートコントローラ（携帯端末がリモートコントローラ機能を有する
場合もある）を操作し、所望のガイド画像（例えば母親から子供へのメッセージ用のガイ
ド画像）にカーソル（フォーカスと称してもよい）を合わせることができる。ガイド画像
は操作ボタンと称されても良い。カーソルは例えばガイド画像を囲むフレームとして表示
される。或いはカーソルがフォーカスしたガイド画像の輝度が、他の部分より高くなる、
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所謂ハイライトされる。カーソルが所望のガイド画像上に位置しているとき、リモートコ
ントローラの決定ボタンが押される（或いはクリックボタンでクリックされる）と、ガイ
ド画像に対応した送受信箱が開かれ、例えばメッセージが表示される。メッセージは、例
えば領域１０２の全体或いは半分が利用されることができる。
【００２１】
　また、ユーザはリモートコントローラを操作し、レコメンドデータの送受信箱を開くこ
ともできる。レコメンドデータは、例えば友人から送られてきたお勧め番組を示すお勧め
番組情報、或いはお勧めショッピング情報である場合がある。このとき、ユーザがお勧め
番組に興味を持ち、当該番組を視聴したいと思ったとする。このときユーザは、表示され
ているお勧め番組情報の選択ボタンにカーソルを合わせて決定ボタンを押すと、ＴＶ装置
は、自動的に当該番組の再生を開始することができる。この場合、当該番組の再生画像は
、小さい画面で表示されて、次にユーザが決定ボタンを押したときに、大画面で表示され
てもよい。
【００２２】
　送受信箱は、通信相手の送受信箱や携帯端末へメッセージを送る場合にも利用できる。
お勧め番組情報は、例えば、タイトル名、或いは番組内の一部のシーン、或いは出演者名
、或いは出演者の画像として表示される。お勧め番組情報には、放送チャンネル番号、放
送日時、出演者プロローグなどの情報、コンテンツサーバアドレスなども含まれる。
【００２３】
　このときのＴＶ装置が番組コンテンツを取得する方法は、ＴＶ装置に接続されている記
録装置を駆動して取得する第1の方法と、インターネットを介してコンテンツサーバから
ダウンロードして取得する第２の方法がある。第1の方法においては、記録装置に記録さ
れている番組の番組リスト検索機能が動作する。また第２の方法においては、先のお勧め
番組情報に含まれるコンテンツを有するサーバへのアドレスが利用される。
【００２４】
　また前記お勧め番組情報には、ユーザが前記番組コンテンツを取得しやすいように加工
されたデータが含まれている場合がある。即ち、友達が推薦した勧め番組情報は、前記友
達の装置からサーバにアップロードされるが、このサーバにおいて、前記ユーザが利用で
きる番組情報へと加工されている。この加工が行われるのは以下の理由によるものであり
、即ち、放送番組は地域に応じて、放送チャンネル番号、放送時間帯などが異なる場合が
あるからである。したがって、友人が推薦した番組と同じ番組をユーザがサーチして取得
しやすいように、番組情報がサーバにて加工（例えば放送チャンネル番号、放送時間帯等
が加工）されて当該ユーザに提供される。お勧め番組情報を取得する方法は、その他、カ
レンダーから取得する方法もある。
【００２５】
　また、表示領域１０２のガイド画像を利用して、家族の構成員、或いはこのガイド画像
を管理する管理器に登録されている友人に対して、メール、ショートメッセージなどを送
信することも可能である。この場合の友人は家族構成員に共通の友人である。家族構成員
に共通の他の家族、友人などの情報は、家族用のガイド画像を格納し、管理する家族用の
管理器で認識され登録されている。
【００２６】
　＜表示領域１０４のガイド画像の利用例＞
　例えば、現在視聴している番組（領域１０１に表示されている）のドラマにおいて、ユ
ーザが気に入ったシーン、或いは好きな出演者が現れたシーンがあったとする。このよう
な場合、ユーザは、リモートコントローラを操作して、レコメンドのガイド画像を選択し
決定ボタンを押す。すると、ユーザが視聴している番組の番組情報がアテンション（或い
はノーティス）番組情報としてサーバにアップロードされる。サーバは、このアテンショ
ン番組情報をレコメンド番組情報の作成材料、及び又は当該番組のタグリスト作成情報と
して利用することができる。また、サーバには多くの視聴者から種々の番組に関するアテ
ンション番組情報が送られてくるので、サーバは、アテンション番組情報を利用して統計



(10) JP 2014-52916 A 2014.3.20

10

20

30

40

50

処理を行うことができる。統計処理を行い、人気度の高い番組順の番組情報リストを作成
することができる。
【００２７】
　またユーザは、リモートコントローラを操作して、コメント用のガイド画像を選択し決
定ボタンを押すことができる。すると、ユーザが視聴している番組（領域１０１に表示さ
れている番組画像）に関してショートメッセージを入力する画面が現れ、メッセージを入
力することができる。メッセージは例えば、リモートコントローラ或いは携帯端末のキー
ボードディスプレイから入力することができる。
【００２８】
　図４には、情報処理装置が、ネット接続され、個人ＩＤによりログインしたときの画面
１００の表示状態を示している（この例ではアカウント名のＢｏｂがログインしている）
。この画面１００では、領域１０１と領域１０３との間に友達とのコミュニケーションを
図るためのガイド画像の表示領域１０６が得られる。
【００２９】
　この表示領域１０６には例えば３つのタイプのガイド画像が存在する。上段のガイド画
像（Check-in to Program）には、現在ユーザが視聴している番組を同時に視聴している
他人（友達）のリストが、表示される。中段のガイド画像（Currently friends online）
には、情報処理装置がネットワークに接続されているが、ユーザが視聴している番組とは
異なる番組を視聴している他人（友達）のリストが表示される。下段のガイド画像（Frie
nds）には、情報処理装置が接続（ログイン）されていない他人（友達）のリストが表示
される。情報処理装置におけるログイン状態は、定期的にサーバへ送信される。従って、
サーバは、ネットワークに非接続状態にあるユーザと、接続状態にあるユーザと、接続状
態にありかつ同じ番組を視聴しているユーザとを識別することができる。サーバは、複数
のユーザのステイタスを監視している。このために情報処理装置は、表示領域１０６に示
すような３つのタイプのガイド画像を提示することができる。
【００３０】
　＜表示領域１０６のガイド画像の利用例＞
　例えば、現在視聴している番組のドラマにおいて、友達Ａの息子Ｂが出演している場合
、ユーザは、このことを友達Ａ或いはその家族に知らせたい場合がある。また友達Ａが迷
子の犬Ｃを捜しているとき、ユーザが迷子の犬Ｃのニュースを視聴したとき、このことを
友達Ａやその家族に知らせたい場合がある。このような場合、ユーザは領域１０６に表示
されているガイド画像を利用することができる。
【００３１】
　ユーザはリモートコントローラを操作し、カーソルにより所望の友達が表示されている
ガイド画像を選択し、決定ボタンを押すことができる。すると、選択された友達にメッセ
ージを送ることができる画面に移行することができる。
【００３２】
　上記のコミュニケーションは、表示領域１０２に表示されているレコメンドやメッセー
ジが記載されているガイド画像を利用することもできる。ユーザはリモートコントローラ
を操作し、カーソルにより所望の画像が表示されているガイド画像を選択し、決定ボタン
を押すことができる。すると、選択した画像の送受信箱に登録されている家族或いは人物
に当てたメッセージを送信することもできる。表示領域１０６のガイド画像は主としてプ
ライベートなコミュニケーション用として利用できる。
【００３３】
　＜表示領域１０３のガイド画像の利用例＞
　このガイド画像には、カレンダーが表示されると共に、当日のイベントやスケジュール
のタイトルが簡単に表示される。ユーザが、イベントやスケジュールの詳しい情報を知り
たい場合は、イベントやスケジュールのタイトルをカーソルで選択しクリックすることに
より、詳しい情報がさらに表示される。詳しい情報は、例えばＵＲＬのアドレスでブラウ
ジングすることが可能である。
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【００３４】
　上記のカレンダーには、ユーザのスケジュールなども記入されることができる。カレン
ダーの表示領域がカーソルで選択されると、カレンダーの利用項目が表示される。スケジ
ュール書込み項目を選択すると、リモートコントローラ或いは携帯端末からスケジュール
を入力することが可能である。
【００３５】
　＜操作画面の移動＞
　上記した図２、図３及び図４に示したガイド画像は、領域１０１の視聴画像を除いて、
タッチ式の入力操作部であってかつ表示部を有する携帯端末で表示することも可能である
。つまり、情報処理装置は、ＴＶ装置の通信機能を介して、上記のガイド画像とガイド画
像に対応する操作信号を、携帯端末に移動させることができる。これにより、携帯端末は
、ＴＶ装置と通信状態を維持することができ、上記したようにガイド画像を利用して情報
処理装置を操作することが可能となる。
【００３６】
　＜クラウドサービスボタン＞
　画面１００には、例えば「タイムクラウドサービス(Time cloud Service)」と称される
ボタン１０８（名称や表示位置はこの実施形態に限定されるものではない）が表示されて
いる。
【００３７】
　今、ユーザが領域１０１に表示されているコンテンツを視聴している中で、クラウドサ
ービスのボタン１０８をカーソルで選択しクリックし、クラウドサービスの指示をしたと
する。すると本装置のクラウドサービスのアプリケーションを起動することができる。ク
ラウドサービスがスタートされた場合、視聴コンテンツと共に、このコンテンツに関連す
るサービスメニューがタイムクラウドサーバーから提供され、当該サービスメニューを一
覧表示させることができる。そして表示ステートに応じて、関連するサービスメニューを
切り替え表示することができる。クラウドサービスについては様々なサービスがあり、ま
た各種の発展性がある。クラウドサービスにつては、この後、幾つかの代表的な例が説明
される。図２、図３及び図４に示したガイド画像は、ボタン１０８がオンされ、本装置が
タイムクラウドサービスサーバに接続されたときに起動されるようにしてもよい。クラウ
ドサービスのアプリケーションを起動する場合、リモートコントローラに設けられている
専用のキーが操作されてもよい。
【００３８】
　クラウドサービスサーバへの接続は、リモートコントローラ及び又は端末の特定のボタ
ンを操作することにより、実行されてもよい。
【００３９】
　＜情報処理装置のブロック構成例＞
　図５には一実施例に係る情報処理装置及び方法が適用されたＴＶ装置３００の全体構成
を示している。図５では、デジタルテレビジョン受信機（以下ＤＴＶと略する）の基本機
能（テレビジョン号受信、復調、制御信号処理、３Ｄ関連信号処理、記録、オーディオ処
理、ビデオ処理及び表示機能など）は、まとめてＤＴＶ機能ブロック（又はモジュール）
１４として示している。ＤＴＶ機能ブロック１４は、ＤＴＶインタフェース１５を介して
、情報処理装置２２２と接続される。情報処理装置２２２は、ブラウザセクションと称し
てもよい。
【００４０】
　この例では、情報処理装置２２２は、クラウドアプリケーション部２３１、アプリケー
ション共通部２３２、ソケット部２３４を含む。この分類は、限定されるものではなく、
クラウドアプリケーション部２３１が情報処理装置２２２と定義されてもよい。
【００４１】
　ソケット部２３４は、ＤＴＶインタフェース１５から見たサーバーウエブソケット、ブ
ラウザからみたクライアントウエブサーバを含む。
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【００４２】
　クラウドアプリケーション部２３１は、統括コントローラ２４１、ビュー制御部２４２
、モデル２４３を含む。統括コントローラ２４１は、コマンド、インストラクションに呼
応して各種のイベント処理を行う。統括コントローラ２４１はビュー制御部２４２を制御
して、各種の描画処理を実現する。ビュー制御部２４２は、先に説明した画面１００内の
各種画像及び制御信号を得ることができる。ビュー制御部２４２の動作に基づく前記画像
及び制御信号は、例えばモデル２４３、ソケット２３４を介してＴＶ装置の表示部に画像
及び制御ボタンなどとして反映される。
【００４３】
　モデル２４３は、サーバへのアクセス、サーバからの情報取得、サーバへの情報送信、
ＤＴＶ操作、ＤＴＶからのデータ受け取りなどを行う。したがって、ＤＴＶからのメッセ
ージを受け取り、サーバへ送信することができる。またサーバから受け取ったメッセージ
をビュー制御部２４２と共同してＤＴＶの表示部の画面に表示させることができる。サー
バとしては、アプリケーションサービス用のサーバ４１０、タイムクラウドサービス用の
サーバ４１１、ログコレクタ用のサーバ４１２などが存在する。さらに他の各種サーバ（
図示せず）が存在する。
【００４４】
　ユーザはリモートコントローラ１１を操作して、ＤＴＶ，及び情報処理装置２２２を制
御することができる。リモートコントローラ１１からの操作信号は、モデレータ１２で分
配される。クラウドアプリケーション部２３１用として分配されたキーイベントは、統括
コントローラ２４１に入力される。またアプリケーション共通部３２３用として分配され
たキーイベントは、ブラウザユーザインタフェース１３を介してアプリケーション共通部
２３２に入力される。アプリケーション共通部２３２は、アプリケーション要求コマンド
に応じてアプリケーションサーバ４１０に対して指定されたアプリケーションを要求する
ことができる。アプリケーションサーバ４１０から送られたアプリケーションは、モデル
２４３を介してクラウドアプリケーション部２３１に取り込まれる。ログコレクタ用のサ
ーバ４１２は、情報処理装置２２２及び他の接続装置で使用されるログを収集することが
できる。
【００４５】
　タイムクラウドサービスサーバ４１１は、他の各種のサーバ及び他の情報処理装置とも
ネットワークを通じ接続されることができる。タイムクラウドサービスサーバ４１１は、
情報処理装置に対して各種のサービスデータを送ることができる。タイムクラウドサービ
スサーバ４１１は、映像コンテンツと、メタデータ作成会社やユーザなどが作成したシー
ン情報やタグリストとを関連付けることができる。関連付けられたデータは例えばテーブ
ル上に配置されている。
【００４６】
　上記した図５に示す各ブロック及びその動作（上記した動作及び以下説明する動作を含
む）は、ソフトウエアを形成するインストラクションの集合（プログラムと称しても良い
）で実現されてもよいことは勿論のことである。また図５の各ブロック内にソフトウエア
によるデータ処理を実現するためのプロセッサ或いは中央演算処理装置（ＣＰＵ）などが
組み込まれていてもよいことは勿論のことである。また、上記のソフトウエアはメモリ（
記憶媒体）に格納されており、バージョンアップが可能であり、前記メモリ内のデータ（
ソフトエア）はコンピュータにより読み取り可能である。
【００４７】
　上記のＤＴＶは、複数のデジタルチューナを有し、同時に複数チャンネルを受信するこ
とができる。複数チャンネルの信号が復調されると、複数のストリームが得られる。各ス
トリームは、テレビジョン番組、制御信号などのパケットを含む。複数チャンネルの複数
の番組のストリームは、ＵＳＢ接続された例えばハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に記
録される。ＨＤＤは、記録番組の番組情報を管理する管理情報を記録することもできる。
【００４８】
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　＜ＤＴＶにおける録画予約、視聴予約、録画履歴、視聴履歴＞
　一実施例に係る情報処理装置及び方法が適用されたＴＶ装置３００においては、録画予
約機能、視聴予約機能、録画予約機能、視聴履歴機能が構築されている。
【００４９】
　録画予約は、ユーザが所望の番組を所望の記録装置（ＨＤＤなど）に記録することを予
約することである。録画予約機能は、例えば電子番組案内（ＥＰＧ）データから番組表を
作成し、表示する。ユーザはリモートコントローラを操作して所望の番組をカーソルで選
択して、録画予約を行う。これにより、前記所望の番組が例えばＨＤＤに録画される。こ
こで、複数の記録装置が家庭内ネットワークで接続されている場合、ユーザは、録画先の
ＨＤＤを指定することも可能である。
【００５０】
　録画履歴は、上記の録画予約や、自動録画により録画された番組に関する情報である。
録画日時、録画された番組の番組情報（放送局名、放送時間帯のデータなど）が録画履歴
情報に含まれる。
【００５１】
　視聴予約は、既にＨＤＤに記録されている多数の番組の中から、所望の番組の再生を予
約することである。予約情報には、番組を格納しているＨＤＤ、当該番組の放送局名、当
該番組の番組名、当該番組の再生開始時間のなどのデータが含まれる。
【００５２】
　視聴履歴は、このＴＶ装置３００において再生された番組の番組情報（記録装置、放送
局名、放送時間帯のデータなど）を含む。
【００５３】
　さらに、上記の録画予約、視聴予約、録画予約、視聴履歴の各情報は、家族の個人個人
で管理されることができる。また家庭のメンバーの全員の公開情報として管理されること
もできる。これは、管理部において、録画予約、録画履歴、視聴予約、視聴履歴などのデ
ータが、家族用、個人用のログイン識別子により管理されているからである。
【００５４】
　＜タイムクラウドサービスサーバと情報処理装置との関係＞
　図６には、図５の総括コントローラ２４１、ビュー制御部２４２、モデル２４３などで
構成されるモジュール（ソフトウエア、或はハードウエアでもよい）の一構成例を示して
いる。コンテンツ出力モジュール２４４ａは、表示部に視聴用のコンテンツを出力する。
ここで、サービスメニュー一覧表示モジュール２４４ｂは、コンテンツが表示部に出力さ
れている状態で、所定のサーバからのサービスを要求する指示入力があった場合、表示部
に対して前記コンテンツに関連するサービスメニューを一覧表示させることができる。そ
して切り替え表示モジュール２４４ｃは、サービスメニューの表示ステートに応じて、次
の指定入力に対して、更なる関連するサービスメニューを切り替え表示することができる
。以下この機能に関連する各種のサービス機能が説明される。
【００５５】
　＜シーン情報機能（Scenefoと記載してもよい）＞
　図７にはシーン情報機能（Scenefo）が利用される際のＴＶ装置３００とタイムクラウ
ドサービスサーバ４１１との関係を簡単に示している。この実施形態では、映像コンテン
ツとシーン情報が結びつけられたサービスをシーンインフォメーションとし、これを略し
て例えば「シーンフォ：Scenefo」と称する。
【００５６】
　ユーザが番組を視聴している間に、気になるシーンがあった場合、例えばリモートコン
トローラの「シーン情報キー」（図４のタイムクラウドサービスボタン１０８がオンされ
ている状態が好ましい）を押す。或いは領域１０４に気になるボタン（気になるキー）が
表示されている場合もあるので、このキーをクリックする。すると、シーン情報サービス
アプリケーションが起動する。また同時にブラウザも起動される。次に、気になるシーン
に関連するシーンを複数のタグとして収集したタグリスト、或いはシーンリストをユーザ
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はブラウジングすることができる。タグリストやシーンリストは複数の場合がある。通常
タグリストは同一番組内で複数のタグが作成されている。シーンリストは、同一番組のシ
ーンと他の番組のシーンとが一体となって作成されている場合がある。このタグリストや
シーンリストもシーン情報に含まれる。その他、シーン情報は後で説明するように各種の
情報を含む。
【００５７】
　タグリストやシーンリストは、メタデータ作成会社や一般のユーザが作成して、タイム
クラウドサービスサーバ４１１にアップロードしているものである。
【００５８】
　なおタグリスト或いはシーンリストは、例えばある番組において、同一の出演者が現れ
るシーンを数秒、或いは数十秒単位で区分することができる区間情報である。区間情報に
は、番組の開始位置からの再生経過時間（相対時間と称される）が利用され、シーンの開
始時間と当該シーンの終了時間のペアで、１単位のシーンを特定している。
【００５９】
　タイムクラウドサービスサーバ４１１は、「シーン情報キー」操作に基づいて発生した
シーン情報（番組名、チャンネル番号、気になるシーンの番組上のタイムロケーション（
開始位置からの相対時間とも称される））を参照して、対応するタグ或いはシーンを決定
する。タグは、タグリストを構成している１単位のタグである。タグリストは、通常は同
一番組内で作成される。シーンはシーンリストを構成する１単位のシーンである。シーン
リストは、ユーザが視聴している番組のリストのみならず複数の番組に跨って作成される
ことができる。複数の番組を通じて作成されるシーンリストは、例えば同一或いは類似の
ジャンルの複数の番組から作成されることができる。
【００６０】
　シーンリストには、番組を代表するような例えば名称或いはコメントが付されている。
１つの番組の１つのシーンに対応して複数種のシーンが作成されている場合もある。これ
は１つのシーンにおいて、ユーザが気になるシーンは背景である風景、或いはシーンに登
場している車、或いは車を運転している役者の場合があるからである。従ってシーンリス
トとしては、風景に関するシーンリスト、車に関するシーンリスト、役者に関するシーン
リストなどが作成される場合がある。
【００６１】
　上記したように、ユーザが番組のあるシーンで、「シーン情報キー」を操作すると、対
応するシーンに関するシーン情報がタイムクラウドサービスサーバ４１１から情報処理装
置へ送られてくる。即ち、本装置は、コンテンツ視聴中に、クラウドサービスを起動する
指示があった場合に、視聴コンテンツと共に、このコンテンツに関連するサービスメニュ
ーを一覧表示させる手段を有する。
【００６２】
　上記シーン情報に関する複数のシーンが、画面１００の例えば右側に表示される。ユー
ザは、シーンとともに表示されるコメントや名称を参照し、リモートコントローラ操作に
より所望のシーンを選択し、決定ボタンを押すことができる。すると、画面１００では、
選択したシーンに関する各種のシーンが例えば「商品情報」「店舗情報」「地域情報」「
人物情報」、「タグ再生」などのカテゴリー選択ボタンが表示される。
【００６３】
　このときの画面１００の表示状態は、気になるシーンに現れた商品、店舗、地域、人物
、「タグ再生」などに関してさらに詳細な情報をユーザに提供できることを意味する。ま
た「タグ再生」が選択された場合は、タグを再生できることを意味する。即ち、本装置は
、表示ステートに応じて、関連するサービスメニューを切り替え表示する手段を有する。
【００６４】
　ユーザにより例えば「商品情報」のボタンが選択された場合、画面１００は、商品の販
売サイトのブラウジング状態に移行する。これは、タイムクラウドサービスサーバ４１１
から送られて来たシーン情報に、シーンリスト或いはタグリストのデータとともに、販売
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サイトのホームページアドレスなどが、拡張連鎖情報として含まれているからである。
【００６５】
　ユーザにより「店舗情報」のボタンが選択された場合、画面１００は、気になるシーン
に現れた店舗の案内サイトに移行することができる。ユーザにより「地域情報」のボタン
が選択された場合、画面１００は、当該地域の観光局、役所などの案内サイトに移行する
ことができる。この場合、タイムクラウドサービスサーバ４１１から送られてくる情報に
は、ＧＰＳ情報に基づいて作成された地図情報が含まれていてもよい。これによりユーザ
は、地図を見ることで店舗等が自宅から近いか否かを確認することもできる。
【００６６】
　さらにまた、ユーザにより「人物情報」のボタンが選択された場合、画面１００は、当
該役者のプロフィール、当該役者が出演している他の番組、劇場などの案内、後援会情報
などの案内サイトに移行することができる。なお「シーン情報キー」は、他のキーで兼用
されていてもよい。
【００６７】
　＜シーンリスト機能（SceneListと記載してもよい)＞
　図８は、シーンリスト機能（SceneList）が利用される際のＴＶ装置３００とタイムク
ラウドサービスサーバ４１１との関係を簡単に示している。このシーンリスト機能も上記
したシーン情報機能（Scenefo）と同様な手段を有する。
【００６８】
　例えばサッカーの番組において、ゴールシュートのシーンを見たい場合、或いは特定の
選手が現れたシーンを見たい場合がある。また相撲番組において、特定のレスラー（力士
）が現れるシーンを見たい場合がある。
【００６９】
　このような場合、番組を視聴中のユーザは、特に視聴したいシーンがあった場合、リモ
ートコントローラの例えば「シーンリストキー」（図４のタイムクラウドサービスボタン
１０８がオンされている状態が好ましい）を操作する。すると、シーンリスト機能が起動
し、視聴したいシーンと同等或いは類似するシーンのシーンリスト或いはタグリストを視
聴することができる。
【００７０】
　タグリストは、通常は同一番組内で作成される。シーンリストは、ユーザが視聴してい
る番組のリストのみならず複数の番組に跨っているシーンリストが存在する。例えば相撲
番組で、特定の力士が登場する試合は、１日１回であり、複数日分の番組が収録されてい
る。このために、シーンリストは、複数番組のシーンリストが存在する。シーンリストに
は、番組を代表するような例えば名称或いはコメントが付されている。１つの番組の１つ
のシーンに対応して複数種のシーンリスト或いはタグリストが作成されている場合もある
。このシーンリスト或いはタグリストも、タイムクラウドサービスサーバ４１１から提供
される。即ち、本装置は、コンテンツ視聴中に、クラウドサービスを起動する指示があっ
た場合に、視聴コンテンツと共に、このコンテンツに関連するサービスメニューを一覧表
示させる手段を有する。
【００７１】
　ユーザは、所望のシーンリスト名を選択し、再生ボタンを押すと、選択したシーンリス
ト或いはタグリストに従ったシーン再生が行われる。ユーザは、所望のシーンリスト名を
選択し、例えば決定ボタンを押すことができる。この決定ボタンを押すと、シーンリスト
を形成しているシーンセルが配列表示される。この配列は時間経過順である。ここでユー
ザは、所望のシーンセルの位置にカーソルを合わせて再生ボタンを押すと、カーソルで指
定されたシーンからシーンの配列順に再生が開始される。即ち、本装置は、表示ステート
に応じて、関連するサービスメニューを切り替え表示する手段を有する。
【００７２】
　＜シーンプレイ機能（ScenePlayと記載してもよい）＞
　図９は、シーンプレイ機能（ScenePlay）が利用される際のＴＶ装置３００とタイムク
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ラウドサービスサーバ４１１との関係を簡単に示している。このシーンプレイ機能も上記
したシーン情報機能（Scenefo）と同様な手段を有する。
【００７３】
　長時間番組や或いは途中まで視聴した番組に関しては、ユーザは番組の途中から再生し
て視聴したい場合ある。又気に入ったシーンから再生したい場合がある。このような場合
ユーザは、画面１００の例えば領域１０４に表示される「シーンプレイ」の操作ボタン（
ガイド画像）をクリックする（図４のタイムクラウドサービスボタン１０８がオンされて
いる状態が好ましい）。すると、画像配置が変更され、現在視聴している番組に関して、
代表お勧めシーンの小画像が複数個表示される。例えば図３の右側に示したガイド画像の
ように、複数の代表お勧めシーンの小画像が表示される。即ち、本装置は、コンテンツ視
聴中に、クラウドサービスを起動する指示があった場合に、視聴コンテンツと共に、この
コンテンツに関連するサービスメニューを一覧表示させる手段を有する
　ところで、図１－図３の画面１００には「シーンプレイ」のガイド画像が表示されてい
ない。しかし、領域１０４の何れかのガイド画像にカーソルを合わせて、リモートコント
ローラのスクロールキーが操作されることにより、種々のガイド画像を表示することがで
きる。ガイド画像の中には、「シーンプレイ」のガイド画像があるので、このガイド画像
をクリックする。すると、現在視聴している番組に関して、代表お勧めシーンの小画像が
複数個表示される。
【００７４】
　ユーザは、リモートコントローラ操作により、カーソルで所望の小画面を選択し、再生
ボタンを押すことにより、当該小画面のシーンから番組再生を開始させることができる。
即ち、本装置は、表示ステートに応じて、関連するサービスメニューを切り替え表示する
手段を有する。
【００７５】
　お勧めシーンは、例えばタイムクラウドサービスサーバ４１１で作成され、準備されて
いる。お勧めシーンの作成方法は各種の方法が可能である。タイムクラウドサービスサー
バ４１１は、多くのクライアント（ユーザ）から、例えば気になるシーン情報を収集及び
又はレコメンドデータを収集する。そして気になるシーン情報の番組情報及び又はレコメ
ンドデータに含まれる番組情報の統計をとる。この統計処理により、番組毎に番組情報に
より何回も指定されている複数のシーンの順位を決める。そして１つの番組内で前記順位
の高い複数のシーンを代表シーンとし、代表シーンに対応する代表シーン情報を作成する
。これにより各番組において、複数の代表シーンが決められる。代表シーン情報は、番組
の名称、番組の放送日時、番組を最初から再生した場合に代表シーンの再生に移行するま
での相対時間などを含む。
【００７６】
　またタイムクラウドサービスサーバ４２１は、ユーザの情報処理装置から番組の記録先
（ハードディスクドライブ，ＤＶＤ，ＢＤなど）情報及び記録した番組情報などを受け取
り、どの番組がどの記録媒体に記録されているかを把握できるようになっている。このた
めに、ＴＶ装置は、代表シーンを作成する場合、この代表シーンを含むコンテンツを記録
媒体から高速で読み取り、複数の代表シーンを提示することができる。
【００７７】
　　＜シーン情報機能（Scenefo）、シーンリスト機能（SceneList）、シーンプレイ機能
（ScenePlay）の選択・切換・移行＞
　ユーザは、(a) シーン情報機能（Scenefo）にエンターした後、シーンリスト機能（Sce
neList）或いはシーンプレイ機能（ScenePlay）に移行したい場合がある。またユーザは
、(b) シーンリスト機能（SceneList）にエンターした後、シーンプレイ機能（ScenePlay
)或いはシーン情報機能（Scenefo）に移行したい場合がある。またユーザは、(c)シーン
プレイ機能（ScenePlay)にエンターした後、シーンリスト機能（SceneList）或いはシー
ン情報機能（Scenefo）に移行したい場合がある。
【００７８】
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　本情報処理装置は、このような場合、機能切換機能を有する。機能切換方法は各種の方
法が可能である。例えば、シーンリスト或いはタグリストが現れた後に、シーン情報キー
、シーンリストキー、シーンプレイキーが表示され、何れかを選択できるようにしてもよ
い。または、シーン情報キー、シーンリストキー、シーンプレイキーは、リモートコント
ローラに設けられても良いし、或いは携帯端末の表示部に表示されても良い。
【００７９】
　或いは、シーン関連機能切換キーを用意し、いずれの機能が動作中であってもこの切換
キーを繰り返し操作することにより、シーン情報機能（Scenefo）、シーンリスト機能（S
ceneList）、シーンプレイ機能（ScenePlay）がサイクリックに切換わるようにすること
ができる。
【００８０】
　＜シーン情報機能（Scenefo）、シーンリスト機能（SceneList）、シーンプレイ機能（
ScenePlay）の動作時に利用される制御情報＞
　タイムクラウドサービスサーバ４１１は、情報処理装置に対してＴＶ機能を制御するた
めの制御情報を送信することもできる。タイムクラウドサービスサーバ４１１は、情報の
拡張連鎖機能を有し、メタデータのデータベースサーバや多くのユーザから送信されてき
たデータの関連付けを行い、拡張連鎖データを作成することができる。タイムクラウドサ
ービスサーバ４１１は、データを関連付けるための関連付けテーブルを有する。データを
関連付ける方法は各種の方法が可能である。例えば種々のデータを共通の識別子で関連つ
ける方法がある。さらに前記識別子に対して、サブ識別子を追加して、データの関連付け
の程度や、関連付けられたデータの種類を前記サブ識別子で分類しても良い。
【００８１】
　上記したように番組情報と店舗、或いは商品などを関連付けたシーン情報を作成するこ
とができる。
【００８２】
　拡張連鎖データには、ＴＶ機能を自動制御する制御信号が含まれていてもよい。例えば
、ＴＶ装置のＤＴＶ機能ブロック１４が３Ｄ信号処理部を有する場合、コンテンツ処理を
３Ｄ処理モードに切り換えるための制御信号を送信することもできる。ＴＶ装置のＤＴＶ
機能ブロック１４は、該制御信号に応答することができる。３Ｄ処理としては、２Ｄ信号
を３Ｄ信号に変換する処理がある。また３Ｄ処理としては、３Ｄ信号を、３Ｄ用ディスプ
レイに供給する処理もある。３Ｄ用ディスプレイとしては、ユーザが、裸眼で３Ｄ像を見
ることが可能なディスプレイ、或いはユーザが眼鏡を使用して３Ｄ像を見ることが可能な
ディスプレイがある。そこで、タイムクラウドサービスサーバ４１１は、これからユーザ
が視聴するシーン或いは映像が３Ｄ視聴することが好ましく、かつＴＶ装置が３Ｄ機能を
有すると判断した場合は、自動的にＴＶ装置を３Ｄ処理状態に切り換える制御信号を送信
することができる。
【００８３】
　さらには、シーンに応じたオーディオ制御信号及び又はオーディオ信号がタイムクラウ
ドサービスサーバ４１１から送られ、ＴＶ装置のＤＴＶ機能ブロック１４は、該オーディ
オ制御信号及び又はオーディオ信号にも応答することができる。特に、シーン情報機能、
シーンリスト機能が動作する場合は、ＴＶ装置は、通常の番組が連続再生される状況とは
異なる再生状況となる。このために、ＴＶ装置のオーディオ系により、シーンに適した音
楽（ＢＧＭ等）あるいは音声が出力されるようになる。
【００８４】
　さらにまた、ユーザが視聴するシーンによって、画像の輝度調整、色調整を行った場合
がよい場合もある。このような場合もユーザやシーンに応じて、タイムクラウドサービス
サーバ４１１は、画像の調整データを拡張連鎖データに含めて送信することができる。例
えば情報処理装置が家族用ログインＩＤでログインされている状況の中で、シーンリスト
が要求されたとする。そしてシーンリストにより指定される複数のシーンの中に特定のシ
ーン（過激な暴力シーンなど）が、存在したとする。このような場合、タイムクラウドサ
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ービスサーバ４１１は、特定のシーンの再生をジャンプさせる制御信号を拡張連鎖データ
に含ませてクライアントに送信してもよい。
【００８５】
　タイムクラウドサービスサーバ４１１は、情報処理装置からそのログイン識別子ととも
に、例えばＴＶ装置、或いは携帯端末などの製造メーカ情報、表示能力などを含む仕様情
報、を受け取り保存することができる。メーカにより、ＴＶ装置の表示能力、制御方法な
どが異なる場合があるからである。タイムクラウドサービスサーバ４１１は、シーン情報
機能（Scenefo）、シーンリスト機能（SceneList）、シーンプレイ機能（ScenePlay)の動
作時に、情報処理装置（クライアント）に対して制御信号を送信する場合、クライアント
に適合する制御信号を送信することができる。またタイムクラウドサービスサーバ４１１
が作成したメッセージなどの表示用データを送信する場合、情報処理装置（クライアント
）の設定に応じて、日本語、英語、フランス語、韓国語、中国語、ドイツ語、スペイン語
、など異なる言語及び又は音声を送信するようにしてもよい。
【００８６】
　さらにまたタイムクラウドサービスサーバ４１１は、情報処理装置（クライアント）を
含むＴＶ装置が節電機能を有する場合、節電指令或いは節電協力要請信号を送信するよう
に構成されている。タイムクラウドサービスサーバ４１１は、電力需要状況、電力予報情
報を例えば電力プラント会社から受け取ることができる。電力の消費が電力供給量に対し
て逼迫している場合、タイムクラウドサービスサーバ４１１は、各情報処理装置へ、節電
協力を行うように節電協力のための通知を行うことができる。
【００８７】
　図１０には、タイムクラウドサービスサーバ４１１を形成している各サーバの組織例を
示している。
【００８８】
　４２１はメタデータサーバであり、外部のデータ作成会社のデータ作成サーバ５１４か
ら各種のメタデータを受け取ることができる。メタデータは、番組情報であり、放送チャ
ンネル、放送時間、出演者、など番組に関する多くの情報が含まれる。メタデータは、メ
タデータサーバ４２１において、シーン情報、タグリスト、シーンリスト、などを作成す
るのに利用される。またタグリスト、シーンリスト、及びシーン情報に付随する制御情報
も存在する。
【００８９】
　さらにメタデータサーバ４２１は、タグリスト作成用のサーバ４２２に対して、タグリ
スト及び又はシーンリストを登録することができる。また、メタデータサーバ４２１はク
ライアント（情報処理装置）からの要求に応じてタグリスト作成用のサーバ４２２からタ
グリスト及び又はシーンリストを取得し、クライアント（情報処理装置）へ提供すること
ができる。メタデータサーバ４２１は、メタデータを用いて、シーン情報を作成し、クラ
イアント（情報処理装置）へ送信することができる。
【００９０】
　メタデータサーバ４２１は、多くのクライアント（ユーザ）から、例えば気になるシー
ン情報、レコメンドデータを収集し、履歴収集サーバ４２３に転送する。履歴収集サーバ
４２３は、気になるシーン情報の番組情報及び又はレコメンドデータに含まれる番組情報
の統計をとる。この統計処理により、番組毎に番組情報により何回も指定されている複数
のシーンの順位を決める。そして１つの番組内で前記順位の高い複数のシーンを代表シー
ンとし、代表シーンに対応する代表シーン情報を作成する。これにより各番組において、
複数の代表シーンが決められる。代表シーン情報は、番組の名称、番組の放送日時、番組
を最初から再生した場合に代表シーンの再生に移行するまでの相対時間などを含む。
【００９１】
　メタデータサーバ４２１は、クライアントからシーンプレイの要求があったときは、サ
ーバ４２３から、要求のあった番組に関する代表シーン情報を当該クライアントへ返信す
ることができる。
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【００９２】
　図１１は、メタデータサーバ４２１の内部構成例を示している。メタデータ取得処理部
４２１１は、データ作成サーバ５１４から各種のメタデータを受け取り、このメタデータ
をデータベースユニット４２１２に格納する。タグリスト生成・登録処理部４２２０は、
メタデータを用いて、タグリストを生成し、生成したタグリストをサーバ４２２に登録す
る。タグリスト取得処理部４２２１は、クライアント（情報処理装置）からの要求に応じ
てタグリスト作成用のサーバ４２２からタグリストを取得し、クライアント（情報処理装
置）へ提供することができる。シーン情報生成処理部４２１３は、メタデータを用いて、
シーン情報を作成し、作成したシーン情報をシーン情報データベースユニット４２１５に
格納する。情報送信処理部４３１１は、クライアントからの要求に応じて、シーン情報及
び又はタグリスト及び又はシーンリストを当該クライアントに送信する。
【００９３】
　コマンド処理部４３１０は、クライアントからの指令及び又は情報を受け取り、メタデ
ータサーバ４２１の動作に反映させる。また
　上記したブロックは代表的なブロックを示しているだけである。またデータベースユニ
ット４２１２には、上記以外の各種のデータが格納される。さらに、制御ブロックとして
も、各種のブロックが存在し後述する動作を達成するものである。
【００９４】
　上記したメタデータサーバ４２１は、情報の拡張連鎖処理を実施している。例えば、上
記したように、クライアント（ユーザ又は情報処理装置）から気になるシーンのシーン情
報がこのメタデータサーバ４２１に送信されてくると、メタデータサーバ４２１は、当該
クライアントの要求に対応したデータとともに、さきに説明した拡張連鎖データを送信す
ることができる。このためユーザは、拡張連鎖データを有効に使うことができるという利
便性を得られる。
【００９５】
　図１２は、情報処理装置２２２とＤＴＶ機能ブロック１４の構成例を相互関係と共に示
している。総括コントローラ２４１は、ＤＴＶ制御モジュール２４１１、ログイン識別子
管理モジュール２４１２、コミュニケーションデータ管理モジュール２４１３、ログイン
識別子送信モジュール２４１４を含む。ＤＴＶ制御モジュール２４１１は、ユーザ操作に
基づいてＤＴＶ機能ブロック１４を制御する場合と、クラウドサービスサーバ４１１から
の制御データに基づいてＴＶ各種機能ブロック１４を制御する場合とがある。ログイン識
別子管理モジュール２４１２は、図３、図４で説明したログイン識別子が入力されたとき
に、ログイン識別子の保存を制御し、家族用、個人用のログイン識別子をテーブルデータ
として管理している。コミュニケーションデータ管理モジュール２４１３は、各ログイン
識別子に対応して、通信データを管理する。例えば、ログインしたユーザが外部サーバを
アクセスした場合、その履歴データを管理している。履歴データにはアクセス先アドレス
、取引データなども含まれる。またコミュニケーションデータ管理モジュール２４１３は
、クラウドサービスサーバ４１２から送られて来たデータに関して、分類・保存処理を実
行し、また表示用データとして用いることもできる。また録画予約、録画履歴、視聴予約
、視聴履歴などのデータも、家族用、個人用のログイン識別子により管理されている。
【００９６】
　ログイン識別子送信モジュール２４１４は、ログインしたログイン識別子をクラウドサ
ービスサーバ４１２に送信する。クラウドサービスサーバ４１２は、多くのユーザからの
ログイン識別子を管理し、図４で説明したようなガイド画像を提供する際に利用する。
【００９７】
　ビュー制御部２４２は、デモンストレーション画像制御部２４２１、ガイド画像制御部
２４２２を含む。これにより、図１－図４で説明したようなデモンストレーション画像、
ガイド画像をＤＴＶ側に提供できる。
【００９８】
　ＤＴＶ機能ブロック１４は、アンテナからの信号を受信するワンセグ受信・処理部１４
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１、衛星放送、地上デジタル放送を受信する受信部１４２及び復調部１４３を有する。受
信部１４２及び復調部１４３は、複数のチューナを含み同時に複数のチャンネルの放送番
組を受信し復調することができる。復調された複数の番組信号は、ＤＶＤ機器１４Ａにお
いてＤＶＤフォーマットに変換されデジタルバーサタイルディスクに記録されることがで
き、或いはＢＤ機器１４ＢにおいてＢＤフォーマットに変換されてブルーレイディスクに
記録されることができる。また任意のストリームにより、ハードディスクドライブ１４Ｃ
にてハードディスクに記録されることができる。ＤＶＤ機器１４Ａ、ＢＤ機器１４Ｂ及び
ハードディスクドライブ１４Ｃは、ホーム・ネットワーク接続部１４８を介してＤＴＶ機
能ブロック１４に接続されている。ハードディスクドライブ１４Ｃは、ＵＳＢケーブルを
介して接続されるタイプであってもよい。ハードディスクドライブ１４Ｃは、複数のチャ
ンネル（例えば設定した６チャンネル）の全番組を例えば、同時録画し、例えば１週間乃
至３週間程度、録画できる方式のものであってもよい。この種の機能はタイムシフト機能
と称される場合もある。またハードディスクドライブが増設されるように構成されてもよ
い。
【００９９】
　このネットワーク接続機器及び記録番組情報は、ＴＶコントローラ１４０にて把握され
、情報処理装置を介してクラウドサービスサーバ４１２に送信されることもできる。この
場合、クラウドサービスサーバ４１２は、ユーザの家庭内のネットワーク接続機器及び記
録番組情報を把握できる。したがって、シーンリスト情報に基づいて、各種のシーンが再
生される場合、クラウドサービスサーバ４１２は、前記各種のシーンが記録されている家
庭内の接続機器まで指定することも可能である。
【０１００】
　ＤＴＶ機能ブロック１４内において、復調された番組信号、或いはＤＶＤ，ＢＤ或いは
ＨＤ（ハードディスク）などの記録媒体から再生された番組信号は、信号処理部１４４に
て各種調整（輝度調整、色調整など）が行われ出力部１４５を介して表示部の画面１００
に表示される。
【０１０１】
　ＤＴＶ機能ブロック１４は、電源回路１４６を含み、電源回路１４６は商用電源使用状
態、バッテリー１４７の使用状態のいずれにも任意に切換ることができる。この電源使用
状態の切換は、利用者がリモートコントローラ操作により強制的に行う場合と、外部情報
に基づいて、自動的に実施される場合とを含む。
【０１０２】
　クラウドサービスサーバ４１１は、自動的にＴＶ装置を３Ｄ処理状態に切り換える制御
信号を送信することができる。さらには、クラウドサービスサーバ４１１は、シーンに応
じたオーディオ制御信号及び又はオーディオ信号をＴＶ装置に送信することができる。さ
らにまた、シーンに応じて、クラウドサービスサーバ４１１は、画像の調整データを拡張
連鎖データに含めて送信することができる。
【０１０３】
　ＤＴＶ機能ブロック１４は、近距離無線送受信部１４９を含む。近距離無線送受信部１
４９を介して、携帯端末とのデータ送受信が可能である。携帯端末は、ＤＴＶ機能ブロッ
ク１４に操作画像を要求することができる。ＤＴＶ機能ブロック１４は、操作画像が要求
された場合、図３、図４で示したようなガイド画像を携帯端末に送信することができる。
ユーザは、携帯端末のガイド画像を利用して上記情報処理装置を制御することができる。
【０１０４】
　ＤＴＶ機能ブロック１４は、上記したクラウドサービスサーバ４１２から送られてきた
制御データをチェックし、自動的に動作状態として反映することができる。
【０１０５】
　したがって、上記のシステムによると、基本的には、情報処理装置は、ユーザの第１の
操作信号に応答してネットワーク接続部を介してサーバにトリガとなるデータ（シーン情
報キー、シーンリストキー、シーンプレイキーに対応した制御信号）を送信する。次に前
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記トリガデータに基づいて返信された拡張連鎖データを取得し、前記拡張連鎖データに含
まれる自動制御用の第1の制御信号（インストラクション）と、ユーザの第２の操作信号
に応答する第２の制御信号（インストラクション）を分類保存する。保存は統括コントロ
ーラ或いはモデルで保存される。そして前記第1の制御信号（インストラクション）に基
づき自律動作し、及びまたは、第２の制御信号（インストラクション）に基づき他律動作
することができる。自律動作とは、自動的に動作することであり、例えば図４で示したよ
うに領域１０６の表示画像を得ること、及びＤＴＶ機能ブロック１４を制御することであ
る。他律動作とは、ユーザの操作を待ち、ユーザからの第２の操作信号が入力したときに
、当該第２の操作信号に応答することである。この動作は、図６、図７、図８で説明した
ように商品選択に応答する動作、タグリスト選択に応答する動作、シーンリスト選択に応
答する動作などである。さらに前記拡張連鎖データには表示するための表示用データも含
まれている。この表示用データは、各種のメッセージや、アルバムなどが含まれる。また
タイムクラウドサービスサーバ４１１から節電指令が送られてきたとき、本ＤＴＶ機能ブ
ロック１４は、節電動作を実行することができる。節電動作とは、例えばフルセグ受信状
態からワンセグ受信状態への切換、あるいは表示部の表示領域の縮小、商用電源使用から
バッテリー使用への切換が可能である。
【０１０６】
　またＤＴＶ機能ブロック１４は、図１－図４で示した画面において、領域１０１の動画
像の領域の輝度が他の領域の輝度より高い状態に制御することができる。つまり領域１０
２－１０４のガイド画像の輝度を領域１０１の動画像よりも低くし、動画像を見やすくす
ることができる。ただし、何らかの操作のために、カーソルがポイントしたガイド画像は
、その輝度を明るく制御することができる。
【０１０７】
　　本装置によるデモンストレーション画像の制御方法、メニュー画像の制御方法などは
、図１－図４で説明した実施形態に限定されるものではない。以下、デモンストレーショ
ン画像の制御方法、メニュー画像の制御方法などについて、さらに他の実施形態を説明す
る。
【０１０８】
　図１３は、画像表示に関する機能ブロックを取り出して示す。この機能ブロックにおい
て、デモンストレーション画像制御部２４２１、ガイド画像制御部２４３０、メニュー画
像制御部２４３１、フォーカス制御部２４３２、操作入力操作部２４３３、エリア確保部
２４３４、画像合成部２４３８、及び出力部２４３９などは、例えば情報処理装置２２２
に含まれる。これらの機能ブロックは、ソフトウエア或いはハードウエアのいずれ、若し
くはこれらの組み合わせで構成されてもよい。
【０１０９】
　デモンストレーション画像制御部２３２１は、図１、図２で説明した画像、或いはこれ
から説明するデモンストレーション画像の表示、変化、切換などを制御する。ガイド画像
制御部２４３０は、ガイド画像の表示、変化、切換えなどを制御する。メニュー画像制御
部２４３１は、後で説明するメニュー画像の表示、変化、切換などを制御する。フォーカ
ス制御部２４３２は、操作入力に応じてカーソル（フォーカスと称しても良い）の移動を
制御する。リモートコントローラ２５０Ａ，携帯端末２５０Ｂの操作に基づく操作入力は
、操作入力受付部２４３３から取り込まれる。エリア確保部２４３４は、フォーカスが画
面上を移動するエリアを設定することができる。フォーカス移動に関しては、後でさらに
詳細に説明する。
【０１１０】
　画像合成部２４３８は、再生画像（記録媒体から再生された番組の画像、或いは放送中
のオンエアーの番組の画像）とガイド画像とを合成する。出力部２４３９は、合成画像を
表示器に向けて出力する。以下、上記の構成に基づく動作例を説明する。
【０１１１】
　図１４Ａ－図１４Ｇは、デモンストレーション画像の他の例を説明する図である。図１
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４Ａの表示器の画面１００は、ＴＶ装置がインターネット接続されていない状態で、電源
オンした際の画像を示している。領域１０１の画像は一定の内容の画像であり、領域１０
３、領域１０２の画像も一定の内容の画像である。ユーザがリモートコントローラを操作
して、カーソルの移動操作を行うと、例えば図１４Ｂのような位置に移動する。つまり領
域１０３、１０２の位置をカバーするような状態となる。
【０１１２】
　このとき領域１０３、１０２の輝度が他の部分より低く制御され、グレー状態となり、
その中央に、例えば「デモを見る」というメッセージがポップアップする。これによりユ
ーザは、このＴＶ装置の使用方法をデモンストレーションにより学習することができるよ
うになる。つまりユーザは、ＴＶ装置機能の学習過程に容易に導入されることができる。
「デモを見る」というメッセージがポップアップした状態で、ユーザがリモートコントロ
ーラを操作して、決定ボタンを押すと、数秒後に、図１４Ｃの画像に遷移する。
【０１１３】
　図１４Ｃの画像では、領域１０３のカレンダーの使用方法を説明するメッセージがポッ
プアップする。例えばこのメッセージでは、「カレンダーには画像予約情報、イベントな
どが表示されます」というように、カレンダーの主な利用方法が説明される。さらに数秒
後には、図１４Ｄの画像が現れる。
【０１１４】
　図１４Ｄの画像では、領域１０２の例えばメッセージガイド画像の使用方法を説明する
メッセージがポップアップする。例えばこのメッセージでは、「メッセージには話題の番
組のお勧めシーン情報が届きます。再生の頭だしができます。」というように、このメッ
セージガイド画像の主な利用方法が説明される。そして数秒後には、図１４Ｅの画像が現
れる。
【０１１５】
　図１４Ｅの画像では、例えば代表的なサムネール画像が添付された「番組のお勧め情報
」のサンプルが表示される。つまりメッセージガイド画像の次のステップの使用方法を説
明している。「番組のお勧め情報」の画像内には、シーンを再生するかどうかを決めるた
めの選択項目「シーン再生する」、「返信する」などが現れる。これを見たユーザは、お
勧め情報を得る場合は、どのような過程を経るのかを認識することができる。そして数秒
後には、図１４Ｆの画像が現れる。
【０１１６】
　図１４Ｆの画像では、お勧め情報として、シーンリストが表示される。シーンリストは
、例えばある番組、或いはあるコンテンツの中の複数のシーンがサンプルされ、リストと
なったものである。アイテムの１つがあたかも選択されたようにフォーカスされている。
そしてポップアップメッセージとして、「選ぶと頭だし再生ができます」と言うような案
内が現れる。次に例えば、図１４Ｇのような画像に移行し、別のアイテムの１つがあたか
も選択されたようにフォーカスされている。そしてポップアップメッセージとして、「別
のシーンを選び頭だし再生ができます」と言うような案内が現れる。
【０１１７】
　図１５は、ＴＶ装置の状態として、「ホーム」１４０、「マイページ」１４１、「ビデ
オ」１４２があることを示している。これらの「ホーム」１４０、「マイページ」１４１
、「ビデオ」１４２それぞれタブとして示される。
【０１１８】
　図の例は、状態として「ホーム」１４１が選択された（中央でハイライト状態になる）
画像の例を示している。しかしこの状態の例は限定されるものではなく、さらに「ショッ
ピング」の状態を示すタブが付加されてもよい。所望のタブの選択は、例えば左向き、或
いは右向き矢印のカーソルキーで選択することができる。図１５の状態から、右向き矢印
が操作されると、「マイページ」が選択され、図１６Ａのように「マイページ」１４１の
タブが中央に移りハイライトされる。図１６Ａの状態から、右向き矢印が操作されると、
「ビデオ」１４２のタブが中央に移りハイライトされる。
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【０１１９】
　上記したように状態を示す複数のタブのうち、現在の状態を示すタブは、常に中央に位
置してハイライトされる。このために、ユーザは、現在のＴＶ装置の状態を容易に理解す
ることができる。上記の画像を参照してユーザは、メニュー画像の切り替え方法を習得す
ることができる。またポップアップが現れるために、メニュー画像の習得へユーザは容易
に導入される。
【０１２０】
　また図１６Ａの状態では、各種のサーバへ接続するための複数のガイド画像（サンプル
）、お気に入りツール用のガイド画像の他に、「その他」を示すガイド画像１４５が表示
されている。このガイド画像１４５がフォーカスされ決定ボタンが押された場合、例えば
図１６Ｂのように第２の階層のメニュー画像となる。先の図１６Ａのメニュー画像と、図
１６Ｂのメニュー画像で異なる部分は、図１６Ｂのお気に入りツールの中のガイド画像が
増えていることである。例えば「タイムシフトマシン」用、「ざんまい」用、「ざんまい
プレイ」用などのガイド画像が現れている。
【０１２１】
　図１７Ａは、「ビデオ」に関するガイド画像を表示した例である。このメニュー画像に
は、「追加」を示すガイド画像１４８が表示される。このガイド画像１４８がフォーカス
され決定ボタンが押された場合、例えば図１７Ｂに示すような第２階層のメニュー画像が
表示される。第２階層のメニュー画像では、タブとして「ビデオに戻る」１４９が表れる
。
【０１２２】
　上記した本装置は、ネットワーク接続後は、項目（カレンダー領域、メッセージ領域）
は、通常に利用できる。
【０１２３】
　図１８Ａは、ＴＶ装置がインターネット接続され、ログインされ、例えば「Ｂｅｔｔｙ
」がログインした場合の画像の例を示している。図に示す矢印は、カーソル（フォーカス
）の移動経路を示す。さらに図１８Ｂ，図１８Ｃを参照してフォーカスの移動経路につい
て説明する。なおフォーカスの移動経路は、ログイン状態でなくてもデモンストレーショ
ン画像上でも可能である。
【０１２４】
　本実施形態の一面では、表示制御部が、Ｙ方向にｎ個の行を有し、前記Ｙ方向と直交す
るＸ方向にｍ個の列を有する（ｎ×ｍ）個のセルを持つ２次元エリア上に、１以上のセル
に対応する複数のボタンを配置して表示する。またフォーカス制御部が、操作入力に応じ
て、ボタンのフォーカスの位置を移動する。
【０１２５】
　前記制御部は、フォーカスをＹ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同
じ列の隣接するセルに少なくとも対応するボタンへ移動させるＹ方向制御部と、フォーカ
スをＸ方向へ移動させる操作入力に応じて、フォーカスを、同じ行の隣接するセルに少な
くとも対応するボタンへ移動させ、または、第１の行の一端のセルに少なくとも対応する
ボタンから隣接する第２の行の他端のセルに少なくとも対応するボタンへ移動させるＸ方
向制御部とを有する。「セルに少なくとも対応するボタン」と記載したのは、セルが１個
でボタンとして示される場合もあるし、セルが複数個でボタンとして示される場合もある
からである。上記の「行の一端」は、行の右端から見た左端或いは左端から見た右端に対
応する。また「行の他端」は、行の左端からみた右端或いは行の右端から見た左端或に対
応する。「隣接するセル」は、ある基準のセルに対して右側又は左側のセル、或いは上側
又は下側のセルである。
【０１２６】
　また、本実施形態の他の面においては、ＴＶ装置の表示器における画面１００は、図１
３に示したエリア確保部２４３４により複数のセルに区分管理される。つまり画面Ｘ（水
平）方向、Ｙ（垂直）方向を有する２次元エリアにおいて、Ｙ方向をｎ個に区分し、Ｘ方
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向をｍに区分し、（ｎ×ｍ）個のセルを持つ第１のエリアを確保する。次に第１のエリア
の中に、（ｋ１×ｋ２）個のセルを持つ第２のエリアを確保する。この第２のエリアは、
再生画像（動画）表示エリア（１０１）に対応する。２次元エリア内のフォーカスの移動
制御は、操作入力に対してフォーカス制御部２４３２が応答して、実行する。
【０１２７】
　フォーカスは例えばリモートコントローラの矢印キー（左方向、右方向、上方向、下方
向の矢印キー）により移動制御される。矢印キーが連続して押し続けられると、フォーカ
スは連続して移動し、矢印キーが１回押されると、フォーカスは１セル分を移動する。
【０１２８】
　ここでフォーカス制御部２４３２は、フォーカスをＹ方向の何れか一方へ連続移動させ
る操作入力に応じて、フォーカスを、一定の列上のｎ個のセルエリアを一定方向へ繰り返
し移動させるＹ方向制御部を含む。またフォーカスをＸ方向の何れか一方へ連続移動させ
る操作入力に応じて、フォーカスを、移動開始した行上のセルエリアで移動させ、行の終
わりで次の行の先頭に移し、次の行のｍ個のセルエリアを移動させ、最終行の終わりで、
最初の行の先頭に移すＸ方向制御部を有する。さらにフォーカス制御部２４３２は、フォ
ーカスを第２のエリアではジャンプさせるジャンプ制御部を有する。
【０１２９】
　即ち、図１８Ｂ、図１８Ｃ、図１８Ｄは、上記したｎ＝３、ｍ＝９の例を示している。
図１８Ｂは、Ｙ方向へフォーカスが移動制御される場合の移動経路を示している。
【０１３０】
　例えば、経路ｙ１上の何れかのセル上のフォーカスが、矢印ａ１の方向へ連続移動する
ようにリモートコントローラ操作されると、フォーカスは、あたかもポイントＰ１、経路
ｙ０、Ｐ２を通り戻ってくるかのような移動スタイルをとる。また経路ｙ２上の何れかの
セル上のフォーカスが、矢印ａ２の方向へ連続移動するようにリモートコントローラ操作
されると、フォーカスは、あたかもポイントＰ１、経路ｙ０、Ｐ２を通り戻ってくるかの
ような移動スタイルをとる。
【０１３１】
　また、経路ｙ３上の何れかのセル上のフォーカスが、矢印ａ３の方向へ連続移動するよ
うにリモートコントローラ操作されると、フォーカスは、あたかもポイントＰ２、経路ｙ
０、Ｐ１を通り戻ってくるかのような移動スタイルをとる。また経路ｙ４上の何れかのセ
ル上のフォーカスが、矢印ａ４の方向へ連続移動するようにリモートコントローラ操作さ
れると、フォーカスは、あたかもポイントＰ２、経路ｙ０、Ｐ１を通り戻ってくるかのよ
うな移動スタイルをとる。何れかのセル上で操作を止めると、当該セル上でフォーカスは
停止する。
【０１３２】
　図１８Ｃ、図１８Ｄは、Ｘ方向の何れかの方向へフォーカスが移動制御される場合の移
動経路を示している。
【０１３３】
　図１８Ｃは、例えばリモートコントローラの右方向矢印が操作され、フォーカスが右側
へ連続移動すべく操作された場合の経路を示している。例えば経路ｘ１上のフォーカスの
場合は、Ａ－Ｂ方向へ移動し、最後のセルからＣにジャンプし、経路ｘ２の左側端に移る
。経路ｘ２上ではＣ－Ｄ方向へ移動し、最後のセルからＥにジャンプし、経路ｘ３の左側
端に移る。経路ｘ３上では、Ｅ－Ｆ方向へ移動し、最後のセルから今度は、Ａにジャンプ
し、経路ｘ１の左側端に移る。リモートコントローラの右方向矢印が操作され続けると、
上記の経路の移動を繰り返す。
【０１３４】
　図１８Ｄは、例えばリモートコントローラの左側矢印のキーが操作され、フォーカスが
左側へ連続移動すべく操作された場合の経路を示している。例えば経路ｘ３上のフォーカ
スの場合は、Ｆ－Ｅ方向へ移動し、最後のセルからＤにジャンプし、経路ｘ２の右側端に
移る。経路ｘ２上ではＤ－Ｃ方向へ移動し、最後のセルからＢにジャンプし、経路ｘ３の
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右側端に移る。経路ｘ３上では、Ｂ－Ａ方向へ移動し、最後のセルから今度は、Ｆにジャ
ンプし、経路ｘ３の右側端に移る。リモートコントローラの左方向矢印のキーが操作され
続けると、上記の経路の移動を繰り返す。
【０１３５】
　上記したようにフォーカスをＸ方向の何れか一方へ連続移動させる操作入力に応じて、
フォーカスを、移動開始した行上のセルエリアで移動させ、行の終わりで次の行の先頭に
移し、前記次の行のｍ個のセルエリアを移動させ、最終行の終わりで、最初の行の先頭に
移すことができる。ただし、ジャンプ制御部は、フォーカスを第２のエリアではジャンプ
させる。
【０１３６】
　図１８Ｅは、メニューの複数の「共通ツール」のための各タブ（或いはボタン）を示し
ている。「共通メニュー」としては、例えば「温度情報」、タイムクラウドサービスサー
バログイン用の「タイムクラウド」、スライドショー指示ようの「スライドショー」、検
索のための「サーチ」、・・・・「操作ガイド」、「ログアウト」、「決定」などが行に
配列されている。フォーカスはこの行上の経路ｘ４を移動することができる。経路ｘ４に
フォーカスを導くためには、ポイントＰ１にフォーカスが移動した状態で、例えば右方向
或いは左方向の矢印キーを操作することにより、所望のタブを選択可能である。
【０１３７】
　上記したフォーカス制御により、フォーカスの移動規則が分かり易くなり、多種のガイ
ド画像が画面１００上に存在しても、任意のガイド画像の選択が容易となる。
【０１３８】
　この装置は上記の実施形態に限定されるものではなく、例えば全セルに対してガイド画
像が割り当てられているものとし、割り当てられているガイド画像（メニューと称しても
良い）の１個が減少したら、２つのセルを用いた２倍の広さガイド画像（メニュー）現れ
てもよい。逆に、セルの２倍の広さガイド画像（メニュー）が存在する状態の中で、１個
のセル分のガイド画像（メニュー）が増えた場合、前記２倍のガイド画像が1/2に縮小し
て現れてもよい。
【０１３９】
　この装置では、複数のセルのタイル（セルのまとまり）に、１つのガイド画像が表示さ
れている場合（例えばカレンダーを示すガイド画像の場合）、フォーカスは該１つのガイ
ド画像全体を指示する。また、フォーカスは、領域１０１のような動画像の表示部（第２
のエリア）をジャンプして移動する。
【０１４０】

　図１９は、本実施形態のＴＶ装置において、家族の一員や、親しい友達からメッセージ
が届いたときのポップアップ画像の例を示している。メッセージが届くと、「着信メッセ
ージあります」１５１と言うようなポップアップ画像が現れる。またメッセージの受信ボ
ックスにエンター可能（入り口）となるガイド画像の例えば右角には、着信メッセージの
着信数が表示される。図の例では、受信箱に５つのメッセージがあることを示している。
【０１４１】
　図２０は、本実施形態のＴＶ装置において、アルバムが届いたときのポップアップ画像
の例を示している。この場合は、「アルバム届きました」を対とするする画像１５２がポ
ップアップする。この画像１５２内には、誰から届いたのか（図の例ではスコット）また
何枚の写真が含まれるか（図の例では３４枚）が表示されている。ここで、「決定」ボタ
ンを押すと、スライドショーを開始できることのメッセージも表示されている。
【０１４２】
　図２１は、本実施形態のＴＶ装置において、メッセージリストを表示したときの画像の
例を示す図である。メッセージを開封する場合は、例えば該当するガイド画像を選択して
「決定ボタン」を押すことにより、受信箱を開くとこができる。メッセージリストの画像
では、送信者氏名が記載されている行がスレッドとして利用され、このスレッドに続いて
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、メッセージ文が表示される。また、このメッセージリストの画像の例えば左側には、フ
ィルタアイテムが表示される。所望のアイテムがフォーカスされて、「決定ボタン」が押
されると、選択されたアイテムに対応するメッセージが優先順位を高くして表示される。
【０１４３】
　図２２Ａは、本実施形態のＴＶ装置において、スマイルメッセンジャーによるメッセー
ジが届いたときのポップアップ画像の例を示す。この例では、母からのメッセージが届い
た例を示している。
【０１４４】
　図２２Ｂは、本実施形態のＴＶ装置において、アルバムが届いたときのポップアップ画
像の他の例を示している。
【０１４５】
　図２２Ｃは、本実施形態のＴＶ装置において、フォーラムからのメッセージが届いたと
きのポップアップ画像の他の例を示す図である。フォーラムからのメッセージが届いた場
合、フォーラムからのコンテンツに対する「録画予約」、「視聴予約」、などの選択ボタ
ンも表示される。「録画予約」を選択して決定を押すと、フォーラムからのコンテンツが
配信或いは放送されるとき、自動的にコンテンツを記録装置に記録することができる。
【０１４６】
　　図２３Ａは、本実施形態のＴＶ装置において、レコメンドメッセージが届いたときの
ポップアップ画像の例を示している。レコメンドメッセージが例えば番組などのお勧めメ
ッセージであると、ユーザは、勧められた番組を視聴したいと思うことがある。そこで、
ユーザは、図２３Ａのポップアップ画像にカーソルを移動させてフォーカスし、「決定ボ
タン」を押すと、図２３Ｂのガイド画像を得ることができる。
【０１４７】
　図２３Ｂは、図２３Ａの画像から、レコメンドメッセージを開封した際に現れる画像の
例を示している。この画像では、「録画予約」、「視聴予約」、などの選択ボタンも表示
される。「録画予約」を選択して決定を押すと、お勧め番組が配信或いは放送されるとき
、自動的にコンテンツを記録装置に記録することができる。また「視聴予約」を選択して
決定すると、視聴する日時などを入力する画像に切換り、お勧め番組の視聴日時を設定す
ることができる。
【０１４８】
　図２４は、本実施形態のＴＶ装置との通信が可能な携帯端末（タブレット）によるガイ
ド画像の表示例を示す図である。ＴＶ装置は、近距離無線通信が可能であり、タブレット
２５０Ｂに対して、画像、データなどを送信することができる。また各種のサーバ接続の
ためのアドレスを送信することもできる。ＴＶ装置は、タブレット２５０Ｂからの要求に
応じて、メニュー画像を送信することができる。ただし、メニュー画像の中でも領域１０
１で再生される動画のコンテンツは除かれる。したがって、タブレット２５０Ｂでは、メ
ッセージ、カレンダーのメニュー画像が表示される。
【０１４９】
　タブレット２５０Ｂは、ＴＶ装置と通信を行い、ＴＶ装置に届いているメッセージ、カ
レンダー情報などを取得して表示することができる。また、ガイド画像から独自にインタ
ネットサーバーにログインすることができる。
【０１５０】
　図２５は、本実施形態のＴＶ装置において、ソフトウエアが更新された際の動作例を示
すフローチャートである。ソフトウエアが更新されたり、新しいソフトウエアが追加され
ることがある。その場合、ＴＶ装置では、新しい機能が立ち上がることができる。そのた
めに、ＴＶ装置は、ソフトウエアを更新すると（ステップＳＡ１１）、対応して、メニュ
ー画像、ガイド画像の更新を行うこともできる（ステップＳＡ１２）。さらにユーザが新
しい機能を理解できるように、デモンストレーション画像、デモンストレーション情報の
更新も実行する（ステップＳＡ１３）。これらの更新処理は、図１３に示した更新処理部
２４３５において実行される。
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【０１５１】
　図２６は、本実施形態のＴＶ装置と携帯端末（タブレット）との関係を説明する図であ
る。本装置では、本実施形態の装置は、外部サーバから新しいソフトウエア、アップグレ
ードされたソフトウエアを取り込まれた場合、例えば、「ホーム」の画面のとき、或いは
「マイページ」の画面のときに、メッセージが一定時間ポップアップする。
【０１５２】
　新しい画像及び又は情報処理機能が追加、変更、一部削除されたような場合に、ユーザ
は、新たに新しい機能など学習する必要がある。そこで、本装置では、デモンストレーシ
ョン画像をタブレット２５０Ｂに転送して、タブレット２５０Ｂを視聴して学習すること
ができる。これにより、ＴＶ装置３００でデモンストレーション画像を表示しなくても、
新しい機能の学習が可能となる。
【０１５３】
　先の図１３は、ブロック構成を示している。しかし、図５、図１２におけるシステムに
おいて、図１３のブロック構成の動作を実現させるためのソフトウエア（プログラム）と
して構築されることができる。さらに前記ソフトウエア（プログラム）を記憶した記録媒
体（例えば、半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスクなど）も本願発明の範疇である。
ユーザによる動作指令方法は、明細書に示した方法に限定されるものではなく、各種の実
現方法を採用することができる。
【０１５４】
　上記した説明において、請求項の各構成要素において、構成要素を分割して表現した場
合、或いは複数を合わせて表現した場合、或いはこれらを組み合わせて表現した場合であ
っても本発明の範疇である。また請求項を方法として表現した場合であっても本発明の装
置を適用したものである。さらにまた、各部の名称はこれに限定されるものではなく、モ
ジュール、ブロック、ユニット、回路、手段、部、装置など各種の置き換えが可能である
ことは勿論である。
【０１５５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は例として提示したもの
であり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他
の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省
略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要
旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【０１５６】
１００・・・画面、１０１、１０２、１０３、１０４，１０６・・・表示画面、３００・
・・ＴＶ装置、２２２・・・情報処理装置、２３１・・・クラウドアプリケーション部、
２３２・・・アプリケーション共通部、２３４・・・ソケット部、２４１・・・統括コン
トローラ、２４２・・・ビュー制御部、２４３・・・モデル、４１１・・・タイムクラウ
ドサービスサーバ、２４２１・・・デモンストレーション画像制御部、２４３０・・・ガ
イド画像制御部、２４３１・・・メニュー画像制御部、２４３２・・・フォーカス制御部
、２４３３・・・操作入力受付部、２４３４・・・エリア確保部、２４３５・・・更新処
理部、２４３８・・・画像合成部、２４３９・・・出力部。
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