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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１又は２以上のコンテンツ情報を表示画面内の表示領域に表示する画面表示装置であっ
て：
　第１の表示領域に表示される第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である複数の表示
枠内に，前記第１のコンテンツ情報に関連付けられたコンテンツ情報であって前記第１の
コンテンツ情報の階層下である第２のコンテンツ情報が存在する場合に、当該第２のコン
テンツ情報のカテゴリを表すアイコンを表示するアイコン表示部と，
　前記第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である前記表示枠内に表示されたアイコン
の選択を受け付けるアイコン選択受付部と，
　選択された前記アイコンのカテゴリに対応する前記第２のコンテンツ情報を取得するコ
ンテンツ情報取得部と，
　前記第２のコンテンツ情報を表示するための第２の表示領域を前記表示画面に割付ける
ために，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれか一方または双方
を制御する表示領域制御部と，
を備えることを特徴とする，画面表示装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は，少なくとも前記第２のコンテンツ情報の情報量に応じて，前記第１
の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれか一方または双方を動的に制御する
ことを特徴とする，請求項１に記載の画面表示装置。
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【請求項３】
　前記表示領域制御部は，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれ
か一方または双方の大きさを制御することを特徴とする，請求項２に記載の画面表示装置
。
【請求項４】
　前記表示領域制御部は，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれ
か一方または双方の大きさを縮小することを特徴とする，請求項３に記載の画面表示装置
。
【請求項５】
　前記表示領域制御部は，前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを１の前記表示画
面内に割付けるように，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれか
一方または双方の大きさを制御することを特徴とする，請求項１に記載の画面表示装置。
【請求項６】
　前記画面表示部は，前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを階層的に表示するこ
とを特徴とする，請求項５に記載の画面表示装置。
【請求項７】
　前記表示領域制御部は，前記第１のコンテンツ情報のうち一部のみを前記第１の表示領
域に表示させるように，前記第１の表示領域を制御することを特徴とする，請求項１に記
載の画面表示装置。
【請求項８】
　前記表示領域制御部は，前記第１の表示領域の大きさを縮小することを特徴とする，請
求項７に記載の画面表示装置。
【請求項９】
　前記第１の表示領域に表示される前記第１のコンテンツ情報の一部は，選択された前記
アイコンを含む前記表示枠を含むことを特徴とする，請求項８に記載の画面表示装置。
【請求項１０】
　前記画面表示装置は，前記第１のコンテンツ情報のうち，選択された前記アイコンを含
む前記表示枠に関連する前記第１のコンテンツ情報を部分取得する部分取得部をさらに備
えることを特徴とする，請求項１に記載の画面表示装置。
【請求項１１】
　前記画面表示部は，選択された前記アイコンを含む前記表示枠に対応する部分の前記第
１のコンテンツ情報と，前記部分取得部が部分取得した前記関連する部分の前記第１のコ
ンテンツ情報とを前記第１の表示領域に表示することを特徴とする，請求項１０に記載の
画面表示装置。
【請求項１２】
　前記表示領域制御部は，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれ
か一方または双方の大きさの遷移を制御することを特徴とする，請求項１に記載の画面表
示装置。
【請求項１３】
　前記表示領域制御部は，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれ
か一方または双方の位置の遷移を制御することを特徴とする，請求項１に記載の画面表示
装置。
【請求項１４】
　コンピュータをして，１又は２以上のコンテンツ情報を表示画面内の表示領域に表示す
る画面表示装置として機能させるコンピュータプログラムであって：
　第１の表示領域に表示される第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である複数の表示
枠内に，前記第１のコンテンツ情報に関連付けられたコンテンツ情報であって前記第１の
コンテンツ情報の階層下である第２のコンテンツ情報が存在する場合に、当該第２のコン
テンツ情報のカテゴリを表すアイコンを表示するアイコン表示手段と，
　前記第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である前記表示枠内に表示されたアイコン
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の選択を受け付けるアイコン選択受付手段と，
　選択された前記アイコンのカテゴリに対応する前記第２のコンテンツ情報を取得するコ
ンテンツ情報取得手段と，
　前記第２のコンテンツ情報を表示するための第２の表示領域を前記表示画面に割付ける
ために，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれか一方または双方
を制御する表示領域制御手段と，
を備えた画面表示装置として機能させることを特徴とする，コンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記表示制御手段は，少なくとも前記第２のコンテンツ情報の情報量に応じて，前記第
１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれか一方または双方を動的に制御す
ることを特徴とする，請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記表示領域制御手段は，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいず
れか一方または双方の大きさを制御することを特徴とする，請求項１５に記載のコンピュ
ータプログラム。
【請求項１７】
　前記表示領域制御手段は，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいず
れか一方または双方の大きさを縮小することを特徴とする，請求項１６に記載のコンピュ
ータプログラム。
【請求項１８】
　前記表示領域制御手段は，前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを１の前記表示
画面内に割付けるように，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれ
か一方または双方の大きさを制御することを特徴とする，請求項１４に記載のコンピュー
タプログラム。
【請求項１９】
　前記画面表示手段は，前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを階層的に表示する
ことを特徴とする，請求項１８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記表示領域制御手段は，前記第１のコンテンツ情報のうち一部のみを前記第１の表示
領域に表示させるように，前記第１の表示領域を制御することを特徴とする，請求項１４
に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　前記表示領域制御手段は，前記第１の表示領域の大きさを縮小することを特徴とする，
請求項２０に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　前記第１の表示領域に表示される前記第１のコンテンツ情報の一部は，選択された前記
アイコンを含む前記表示枠を含むことを特徴とする，請求項２１に記載のコンピュータプ
ログラム。
【請求項２３】
　前記コンピュータプログラムは，前記第１のコンテンツ情報のうち，選択された前記ア
イコンを含む前記表示枠に関連する前記第１のコンテンツ情報を部分取得する部分取得手
段をさらに備える前記画面表示装置として機能させることを特徴とする，請求項１４に記
載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　前記画面表示手段は，選択された前記アイコンを含む前記表示枠に対応する部分の前記
第１のコンテンツ情報と，前記部分取得部が部分取得した前記関連する部分の前記第１の
コンテンツ情報とを前記第１の表示領域に表示することを特徴とする，請求項２３に記載
のコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　前記表示領域制御手段は，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいず
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れか一方または双方の大きさの遷移を制御することを特徴とする，請求項１４に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項２６】
　前記表示領域制御手段は，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいず
れか一方または双方の位置の遷移を制御することを特徴とする，請求項１４に記載のコン
ピュータプログラム。
【請求項２７】
　１又は２以上のコンテンツ情報を表示画面内の表示領域に表示する画面表示方法であっ
て：
　第１の表示領域に表示される第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である複数の表示
枠内に，前記第１のコンテンツ情報に関連付けられたコンテンツ情報であって前記第１の
コンテンツ情報の階層下である第２のコンテンツ情報が存在する場合に、当該第２のコン
テンツ情報のカテゴリを表すアイコンを表示するアイコン表示ステップと，
　前記第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である前記表示枠内に表示されたアイコン
の選択を受け付けるアイコン選択受付ステップと，
　選択された前記アイコンのカテゴリに対応する前記第２のコンテンツ情報を取得するコ
ンテンツ情報取得ステップと，
　前記第２のコンテンツ情報を表示するための第２の表示領域を前記表示画面に割付ける
ために，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれか一方または双方
を制御する表示領域制御ステップと，
を含むことを特徴とする，画面表示方法。
【請求項２８】
　前記表示制御ステップは，少なくとも前記第２のコンテンツ情報の情報量に応じて，前
記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちいずれか一方または双方を動的に制
御することを特徴とする，請求項２７に記載の画面表示方法。
【請求項２９】
　前記表示領域制御ステップは，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうち
いずれか一方または双方の大きさを制御することを特徴とする，請求項２８に記載の画面
表示方法。
【請求項３０】
　前記表示領域制御ステップは，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうち
いずれか一方または双方の大きさを縮小することを特徴とする，請求項２９に記載の画面
表示方法。
【請求項３１】
　前記表示領域制御ステップは，前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを１の前記
表示画面内に割付けるように，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうちい
ずれか一方または双方の大きさを制御することを特徴とする，請求項２７に記載の画面表
示方法。
【請求項３２】
　前記画面表示ステップは，前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを階層的に表示
することを特徴とする，請求項３１に記載の画面表示方法。
【請求項３３】
　前記表示領域制御ステップは，前記第１のコンテンツ情報のうち一部のみを前記第１の
表示領域に表示させるように，前記第１の表示領域を制御することを特徴とする，請求項
２７に記載の画面表示方法。
【請求項３４】
　前記表示領域制御ステップは，前記第１の表示領域の大きさを縮小することを特徴とす
る，請求項３３に記載の画面表示方法。
【請求項３５】
　前記第１の表示領域に表示される前記第１のコンテンツ情報の一部は，選択された前記
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アイコンを含む前記表示枠を含むことを特徴とする，請求項３４に記載の画面表示方法。
【請求項３６】
　前記画面表示方法は，前記第１のコンテンツ情報のうち，選択された前記アイコンを含
む前記表示枠に関連する前記第１のコンテンツ情報を部分取得する部分取得ステップをさ
らに含むことを特徴とする，請求項２７に記載の画面表示方法。
【請求項３７】
　前記画面表示ステップは，選択された前記アイコンを含む前記表示枠に対応する部分の
前記第１のコンテンツ情報と，前記部分取得ステップで部分取得した前記関連する部分の
前記第１のコンテンツ情報とを前記第１の表示領域に表示することを特徴とする，請求項
３６に記載の画面表示方法。
【請求項３８】
　前記表示領域制御ステップは，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうち
いずれか一方または双方の大きさの遷移を制御することを特徴とする，請求項２７に記載
の画面表示方法。
【請求項３９】
　前記表示領域制御ステップは，前記第１の表示領域もしくは前記第２の表示領域のうち
いずれか一方または双方の位置の遷移を制御することを特徴とする，請求項２７に記載の
画面表示方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は，表示画面にコンテンツ情報を表示する画面表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来，放送番組のほかに，ＥＰＧ情報または商品カタログ情報など様々なコンテンツ情
報を画面に表示する表示装置が存在する。表示画面には１又は２以上のコンテンツ情報を
表示するための表示領域がレイアウトされている。
【０００３】
　上記表示画面に割当てられた表示領域には，それぞれ放送番組，ＥＰＧ情報，または商
品カタログ情報などのコンテンツ情報が表示される（例えば，特許文献１参照）。なお，
本願発明に関連する技術文献情報には，次のものがある。
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－１７８５９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら，情報が表示される領域など表示画面のレイアウトが予め定められており
，表示すべき情報が多い場合であっても，各表示領域の大きさは変動しない。したがって
，コンテンツ情報が的確に各表示領域に表示されず，表示画面をスクロール等する結果，
各表示領域に表示されるコンテンツ情報の相互の関連性を把握することが容易ではなかっ
た。
【０００６】
　本発明は，上記問題点に鑑みてなされたものであり，本発明の目的は，各表示領域の大
きさを制御し，表示画面内に各表示領域のコンテンツ情報を的確に表示することが可能な
，新規かつ改良された画面表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため，本発明の第１の観点によれば，１又は２以上のコンテンツ情
報を表示画面内の表示領域に表示する画面表示装置が提供される。上記画面表示装置は，
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第１の表示領域に表示される第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である複数の表示枠
内に，前記第１のコンテンツ情報に関連付けられたコンテンツ情報であって前記第１のコ
ンテンツ情報の階層下である第２のコンテンツ情報が存在する場合に、当該第２のコンテ
ンツ情報のカテゴリを表すアイコンを表示するアイコン表示部と，前記第１のコンテンツ
情報のコンテンツ要素である前記表示枠内に表示されたアイコンの選択を受け付けるアイ
コン選択受付部と，選択された前記アイコンのカテゴリに対応する前記第２のコンテンツ
情報を取得するコンテンツ情報取得部と，前記第２のコンテンツ情報を表示するための第
２の表示領域を前記表示画面に割付けるために，前記第１の表示領域もしくは前記第２の
表示領域のうちいずれか一方または双方を制御する表示領域制御部と，を備えることを特
徴としている。
 
【０００８】
　本発明によれば，画面表示装置は，表示画面には，１又は２以上のコンテンツ情報が表
示され，ある一の表示領域に表示されたコンテンツ情報を選択すると，当該コンテンツ情
報に関連する情報を，他の表示領域のうち少なくとも一つの表示領域に表示させる。かか
る構成によれば，表示画面に割当てられた表示領域を制御することで，表示画面に表示さ
れる複数のコンテンツ情報間の相互の関連性を容易に把握できる。また表示画面に表示さ
れる複数のコンテンツ情報の視認性を向上させることができる。
【０００９】
　表示制御部は，少なくとも第２のコンテンツ情報の情報量に応じて，第１の表示領域も
しくは第２の表示領域のうちいずれか一方または双方を動的に制御するように構成するこ
とができる。かかる構成により，第２の表示領域に第２のコンテンツ情報を的確に把握で
きるとともに，上記第２のコンテンツ情報と第１の表示領域に表示される第１のコンテン
ツ情報との関連性の把握もできる。
【００１０】
　表示領域制御部は，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または
双方の大きさを制御するように構成してもよく，第１の表示領域もしくは第２の表示領域
のうちいずれか一方または双方の大きさを縮小するように構成してもよい。
【００１１】
　表示領域制御部は，第１の表示領域と第２の表示領域とを１つの表示画面内に割付ける
ように，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または双方の大きさ
を制御するように構成してもよい。
【００１２】
　画面表示部は，第１の表示領域と第２の表示領域とを階層的に表示するように構成して
もよい。
【００１３】
　第１の表示領域と第２の表示領域とは，連続して並んで表示されるように構成してもよ
い。
【００１４】
　コンテンツ情報は，少なくとも情報の詳細度または珍しさ度に基づき階層化されるよう
に構成してもよい。
【００１５】
　表示領域制御部は，第１のコンテンツ情報のうち一部のみを第１の表示領域に表示させ
るように，該表示領域を制御するように構成してもよく，表示領域制御部は，第１の表示
領域の大きさを縮小するように構成してもよい。
 
【００１６】
　第１の表示領域に表示される第１のコンテンツ情報の一部は，選択されたアイコンを含
む表示枠を含むように構成することができる。
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【００１７】
　画面表示装置は，第１のコンテンツ情報のうち，選択されたアイコンを含む前記表示枠
に関連する第１のコンテンツ情報を部分取得する部分取得部をさらに備えるように構成す
ることができる。
 
【００１８】
　画面表示部は，第１のコンテンツ情報のうち，選択されたアイコンを含む表示枠に関連
する第１のコンテンツ情報を部分取得する部分取得部をさらに備えるように構成してもよ
く，選択された前記アイコンを含む前記表示枠に対応する部分の第１のコンテンツ情報と
，部分取得部が部分取得した関連する部分の第１のコンテンツ情報とを第１の表示領域に
表示するように構成してもよい。
 
【００１９】
　表示領域制御部は，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または
双方の大きさの遷移を制御する制御するように構成してもよく，第１の表示領域もしくは
第２の表示領域のうちいずれか一方または双方の位置の遷移を制御するように構成しても
よい。
 
【００２０】
　また，上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，コンピュータをして，
１又は２以上のコンテンツ情報を表示画面内の表示領域に表示する画面表示装置として機
能させるコンピュータプログラムが提供される。上記コンピュータプログラムは，第１の
表示領域に表示される第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である複数の表示枠内に，
前記第１のコンテンツ情報に関連付けられたコンテンツ情報であって前記第１のコンテン
ツ情報の階層下である第２のコンテンツ情報が存在する場合に、当該第２のコンテンツ情
報のカテゴリを表すアイコンを表示するアイコン表示手段と，前記第１のコンテンツ情報
のコンテンツ要素である前記表示枠内に表示されたアイコンの選択を受け付けるアイコン
選択受付手段と，選択された前記アイコンのカテゴリに対応する前記第２のコンテンツ情
報を取得するコンテンツ情報取得手段と，前記第２のコンテンツ情報を表示するための第
２の表示領域を前記表示画面に割付けるために，前記第１の表示領域もしくは前記第２の
表示領域のうちいずれか一方または双方を制御する表示領域制御手段と，を備えた画面表
示装置として機能させることを特徴としている。
 
【００２１】
　表示制御手段は，少なくとも第２のコンテンツ情報の情報量に応じて，第１の表示領域
もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または双方を動的に制御するように構成して
もよい。
【００２２】
　表示領域制御手段は，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方また
は双方の大きさを制御するように構成してもよく，第１の表示領域もしくは第２の表示領
域のうちいずれか一方または双方の大きさを縮小するように構成してもよい。
【００２３】
　表示領域制御手段は，第１の表示領域と第２の表示領域とを１つの表示画面内に割付け
るように，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または双方の大き
さを制御するように構成することができる。
【００２４】
　また，画面表示手段は，第１の表示領域と第２の表示領域とを階層的に表示するように
構成してもよい。
【００２５】
　表示領域制御手段は，第１のコンテンツ情報のうち一部のみを第１の表示領域に表示さ
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せるように，該表示領域を制御するように構成してもよく，表示領域制御部は，第１の表
示領域の大きさを縮小するように構成してもよい。かかる構成により，空いた領域が発生
する可能性を低減させることができる。
 
【００２６】
　第１の表示領域に表示される第１のコンテンツ情報の一部は，選択されたアイコンを含
む表示枠を含むように構成してもよい。
 
【００２７】
　コンピュータプログラムは，第１のコンテンツ情報のうち，選択されたアイコンを含む
前記表示枠に関連する第１のコンテンツ情報を部分取得する部分取得手段をさらに備える
ように構成してもよい。
 
【００２８】
　画面表示手段は，選択された前記アイコンを含む前記表示枠に対応する部分の第１のコ
ンテンツ情報と，部分取得手段が部分取得した関連する部分の第１のコンテンツ情報とを
第１の表示領域に表示するように構成してもよい。
 
【００２９】
　第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または双方の大きさの遷移
を制御する制御するように構成してもよく，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のう
ちいずれか一方または双方の位置の遷移を制御するように構成してもよい。
 
【００３０】
　また，上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，１又は２以上のコンテ
ンツ情報を表示画面内の表示領域に表示する画面表示方法であって：第１の表示領域に表
示される第１のコンテンツ情報のコンテンツ要素である複数の表示枠内に，前記第１のコ
ンテンツ情報に関連付けられたコンテンツ情報であって前記第１のコンテンツ情報の階層
下である第２のコンテンツ情報が存在する場合に、当該第２のコンテンツ情報のカテゴリ
を表すアイコンを表示するアイコン表示ステップと，前記第１のコンテンツ情報のコンテ
ンツ要素である前記表示枠内に表示されたアイコンの選択を受け付けるアイコン選択受付
ステップと，選択された前記アイコンのカテゴリに対応する前記第２のコンテンツ情報を
取得するコンテンツ情報取得ステップと，前記第２のコンテンツ情報を表示するための第
２の表示領域を前記表示画面に割付けるために，前記第１の表示領域もしくは前記第２の
表示領域のうちいずれか一方または双方を制御する表示領域制御ステップと，を含むこと
を特徴とする，画面表示方法が提供される。
【００３１】
　表示制御ステップは，少なくとも第２のコンテンツ情報の情報量に応じて，第１の表示
領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または双方を動的に制御するように構成
してもよい。
【００３２】
　表示領域制御ステップは，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方
または双方の大きさを制御するように構成してもよく，第１の表示領域もしくは第２の表
示領域のうちいずれか一方または双方の大きさを縮小するように構成してもよい。
【００３３】
　表示領域制御ステップは，第１の表示領域と第２の表示領域とを１つの表示画面内に割
付けるように，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または双方の
大きさを制御するように構成することができる。
【００３４】
　また，画面表示ステップは，第１の表示領域と第２の表示領域とを階層的に表示するよ
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うに構成してもよい。
【００３５】
　表示領域制御ステップは，第１のコンテンツ情報のうち一部のみを第１の表示領域に表
示させるように，該表示領域を制御するように構成してもよく，表示領域制御部は，第１
の表示領域の大きさを縮小するように構成してもよい。かかる構成により，空いた領域が
発生する可能性を低減させることができる。
 
【００３６】
　第１の表示領域に表示される第１のコンテンツ情報の一部は，選択されたアイコンを含
む表示枠を含むように構成してもよい。
 
【００３７】
　画面表示方法は，第１のコンテンツ情報のうち，選択されたアイコンを含む前記表示枠
に関連する第１のコンテンツ情報を部分取得する部分取得ステップをさらに備えるように
構成してもよい。
 
【００３８】
　画面表示ステップは，選択された前記アイコンを含む前記表示枠に対応する部分の第１
のコンテンツ情報と，部分取得手段が部分取得した関連する部分の第１のコンテンツ情報
とを第１の表示領域に表示するように構成してもよい。
 
【００３９】
　第１の表示領域もしくは第２の表示領域のうちいずれか一方または双方の大きさの遷移
を制御する制御するように構成してもよく，第１の表示領域もしくは第２の表示領域のう
ちいずれか一方または双方の位置の遷移を制御するように構成してもよい。
 
【００４０】
　また，上記課題を解決するために，本発明の別の観点によれば，画面表示方法が提供さ
れ，上記画面表示方法は，所定の表示領域に表示されるコンテンツ情報の選択を受け付け
る受付ステップと，選択されたコンテンツ情報に関連付くコンテンツ情報であって，コン
テンツ情報より下位の階層のコンテンツ情報を表示する表示領域と，所定の表示領域とを
制御する制御ステップとを有することを特徴としている。
【００４１】
　所定の表示領域と，コンテンツ情報より下位の階層のコンテンツ情報を表示する表示領
域は，１つの画面として表示されるように構成することができる。
【００４２】
　コンテンツ情報より下位の階層のコンテンツ情報を表示する際に，所定の表示領域の一
部のみを表示させるように制御するように構成してもよい。
【００４３】
　所定の表示領域の一部に，選択されたコンテンツ情報を含むように構成してもよい。
【００４４】
　コンテンツ情報より下位の階層のコンテンツ情報を表示する表示領域と，所定の表示領
域と，を表示領域の大きさを制御するように構成してもよい。
【００４５】
　表示領域は，当該表示領域の大きさが縮小するように構成してもよい。また，１つの表
示画面に表示される表示領域の大きさの遷移が制御されるように構成してもよい。
【発明の効果】
【００４６】
　以上説明したように，本発明によれば，画面内に複数の表示領域を割当てることができ
，表示領域に表示されたコンテンツ情報のうち選択されたコンテンツ要素の詳細情報など
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が別の表示領域に表示される。表示画面内に新たに表示領域を確保することで，常に最も
詳細なコンテンツ情報を別の階層の表示領域に表示しながらも，上位の階層のコンテンツ
情報等を確認することができる。
【００４７】
　また新たな表示領域を確保する際に，既存の表示領域がスライド移動するなど，表示領
域の遷移の様子を，視覚的に印象付けるために画面に表示することで，上位階層のコンテ
ンツ情報と下位階層のコンテンツ情報との関連性を認識することが容易となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　以下，本発明の好適な実施の形態について，添付図面を参照しながら詳細に説明する。
なお，以下の説明及び添付図面において，略同一の機能及び構成を有する構成要素につい
ては，同一符号を付することにより，重複説明を省略する。
【００４９】
（画面表示システム）
　まず，図１を参照しながら，本実施の形態にかかる画面表示システム１００について説
明する。図１は，本実施の形態にかかる画面表示システムの概略的な構成を示すブロック
図である。
【００５０】
　図１に示すように，本実施の形態にかかる画面表示システム１００は，少なくとも画面
表示装置１０１（１０１ａ，１０１ｂ，…，１０１ｎ）と，ネットワーク１０３と，情報
提供装置１０４とから構成される。
【００５１】
　本実施の形態にかかる画面表示システム１００では，提供サービスとして情報提供装置
１０４が画面表示装置１０１に，例えばＥＰＧ（電子番組表）などの放送番組表（主コン
テンツ（メインコンテンツ））を提供する。主コンテンツは，コンテンツ情報であるが，
放送番組表の他に，書籍（書籍リスト），または映画（映画放映リスト）などを例示する
ことができる。
【００５２】
　また，上記主コンテンツには，１又は２以上のコンテンツ要素が存在する。例えば，主
コンテンツがＥＰＧ情報の場合，コンテンツ要素は“番組”であり，主コンテンツが書籍
リストの場合，コンテンツ要素は“書籍”を例示することができる。なお，コンテンツ要
素は，コンテンツ情報に構成される１または２以上の要素であるが，詳細は後述する。
【００５３】
　したがって，主コンテンツは，例えば，上記コンテンツ要素を検索，閲覧等するための
ポータルとしての役割を果たす。ポータル化された主コンテンツが所望のコンテンツ要素
を探すための手がかりや，入口となる。主コンテンツが表示画面に表示されることで，複
数のコンテンツ要素を選択し，閲覧することを効率的に図れる。
【００５４】
　画面表示装置１０１は上記主コンテンツを表示し，表示された主コンテンツが選択され
ると，主コンテンツに関連するサブコンテンツを，メタ情報を介して検索し，詳細情報等
のサブコンテンツを取得する。なお，本実施の形態にかかる詳細情報は，メインコンテン
ツの階層下に属する情報であり，必ずしも詳細である情報のみに限定されない。
【００５５】
　さらに画面表示装置１０１は，取得したサブコンテンツを表示画面内の表示領域に表示
することを可能とする。なお，サブコンテンツは，主コンテンツの階層下に位置し，主コ
ンテンツと，主従の関係がある。上記メインコンテンツ，サブコンテンツ，またはメタ情
報等については後述する。
【００５６】
　以下，画面表示装置１０１に表示される主コンテンツがＥＰＧ等の放送番組表である場
合を例に挙げて，本実施の形態にかかる画面表示システム１００について説明する。
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【００５７】
　情報提供装置１０４は，少なくとも放送局１０５，ディレクトリサービスサーバ１０６
，コンテンツサービスサーバ１０７，またはＥＰＧサービスサーバ１０８を備える。
【００５８】
　放送局１０５は，画面表示装置１０１に対して，各種の放送番組を放送するとともに，
データ放送として基本ＥＰＧ情報などを送出している。画面表示装置１０１は，上記基本
ＥＰＧ情報を受信することにより，放送番組表となるＥＰＧ（電子番組表）を表示するこ
とが可能になる。
【００５９】
　なお，本実施の形態に係る情報提供装置１０４には，放送局１０５が備わる場合を例に
挙げて，説明するが，かかる例に限定されない。例えば，メインコンテンツが“放送番組
表またはＥＰＧ”ではなく“ゲームソフトの販売リスト”，“書籍閲覧リスト”などの場
合，情報提供装置１０４には，ＩＳＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉ
ｄｅｒ），またはゲームソフトなどを販売する物販装置（図示せず。）などが備わる場合
であっても実施可能である。
【００６０】
　ＥＰＧサービスサーバ１０８は，各放送局１０５からの編成情報などを入手し，電子番
組表（ＥＰＧ）形式のＥＰＧ情報を生成する。または外部で生成されたＥＰＧ情報を取得
する。編成情報は，番組をスケジュール通り放送し，番組を進行するための情報である。
【００６１】
　基本ＥＰＧ情報は，ＥＰＧサービスサーバ１０８から一括して画面表示装置１０１に配
信されるが，詳細情報等であるサブコンテンツに付加されるサブメタ情報等，その他の付
加的なＥＣＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ　Ｇｕｉｄｅ）情報は，サービ
スの提供側である放送局１０５内で独自に管理することができる。なお，ＥＣＧ情報およ
びサブメタ情報については，後述する。なお，上記放送局１０５に限定されず，情報提供
装置１０４が提供するサービスに応じて，他のいかなる装置であってもよい。
【００６２】
　画面表示装置１０１は，メタ情報参照ＩＤなどの識別情報が含まれた放送波を受信する
識別情報受信部１０２（１０２ａ，１０２ｂ，…，１０２ｎ）を備え，図１の点線矢印に
示すように，放送局１０５から送出される放送波を受信する。
【００６３】
　または，画面表示装置１０１は，ネットワーク１０３を介して情報提供装置１０４と相
互にデータを送受信する。なお，放送波を受信することで，画面表示装置１０１はテレビ
番組などの番組を表示することもできる。
【００６４】
　なお，本実施の形態にかかる画面表示システム１００は，１の情報提供装置１０４を備
える場合を例にあげて説明するが，かかる例に限らず，例えば，放送局ごとに，複数の情
報提供装置１０４を備える場合であっても実施可能である。
【００６５】
　また，本実施の形態にかかる画面表示システム１００は，さらにアカウントアグリゲー
ションサーバ（図示せず。）を備える場合でも実施可能である。アカウントアグリゲーシ
ョンサーバは，視聴者（ユーザ）が画面表示システム１００を利用する際に行われる認証
，または画面表示システム１００を利用するユーザがサブコンテンツ等を購入する際に行
われる課金・決済を，放送局１０５または番組等に依存することなく一元的に行うための
機能を備える。
【００６６】
　つまり，アカウントアグリゲーションサーバを備えることにより，ユーザの認証情報を
一元化し，統合認証することが可能となり，同様に，課金・決済情報もユーザ単位に一元
化することが可能となる。なお，上記一元化は，複数のユーザＩＤを統合した統合ユーザ
ＩＤに基づき，行われる。
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【００６７】
　ユーザがサブメタ情報に基づき，各種サブコンテンツを購入しようとした場合，それら
のサブコンテンツは，多種多様なコンテンツホルダーや販売会社により管理されていても
よい。
【００６８】
　課金・決済などの全てのサービスをひとまとめとし，ひとつの統合ユーザＩＤに基づき
，サービス全てに対してアクセスするための認証の代行を行う機能を持つ。例えば専用の
サーバにより実現される。
【００６９】
　また，映像，音楽，ゲームソフト等の著作物の権利保持者であるコンテンツホルダーの
マーケティング活動上顧客情報の開示を必要とする場合，上記ユーザ情報を有効に活用す
ることができる。上記の場合，電子証明書にユーザＩＤを含む形にすることでコンテンツ
サービスに通知される。
【００７０】
（表示領域の制御処理）
　ここで，図２～図７を参照しながら，画面表示装置１０１の表示領域の制御処理につい
て説明する。図２～図７は，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１に適用された制御
処理の概略を説明するための説明図である。
【００７１】
　図２に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域と，第２表示領域が１画面内
に収まるように表示されている。
【００７２】
　第１表示領域には，ＥＰＧ（電子番組表）情報が表示されている。なお，図２に示すＥ
ＰＧ情報は，放送局が“Ａ局”～“Ｃ局”の時間帯“１９時～２１時”の番組だけが第１
表示領域に表示されているが，“▲”等の形状のスクロールアイコンを入力部により選択
することで，他の放送局の番組，他の時間帯の番組が表示される。
【００７３】
　なお，本実施の形態にかかる第１表示領域には，ＥＰＧ情報が表示される場合を例に挙
げて説明するが，かかる例に限定されず，例えば，第１表示領域にラジオ番組にかかるコ
ンテンツ情報等が表示される場合でも実施可能である。
【００７４】
　また，第２表示領域には，何も表示されず空欄の状態である。第１表示領域に表示され
るＥＰＧ情報のうち，コンテンツ要素となる各番組の枠内の領域に，例えばマウスのポイ
ンタ等を合わせることで，第２表示領域に当該番組に紐づく各種詳細情報等のサブコンテ
ンツ情報が表示される。
【００７５】
　また，第２表示領域等の領域に番組に関連する詳細情報が存在する場合，各番組の枠内
には，アイコン６００が表示されている。アイコン６００は，複数のカテゴリに分類され
て表示される。したがって，入力部によりアイコン６００が選択されると，アイコン６０
０のカテゴリに応じて，上記カテゴリに属する詳細情報が第２表示領域等に表示される。
なお，本実施の形態にかかるアイコン６００は，番組ごとに対応付けられているカテゴリ
を象徴する表示形態であれば，アイコンであることに限定されない。例えば，リンクがは
られたテキストや，シンボル，指標等の場合であっても実施可能である。
【００７６】
　次に，図３に示すように，放送局Ａの２０時から放送される番組「武蔵」の枠内には，
５種のカテゴリからなるアイコン６００が表示されている。アイコン６００－１のカテゴ
リは，「番組の内容」であり，例えば，前回に放送された番組内容や，次回放送予定の番
組内容などが該当する。
【００７７】
　アイコン６００－１がマウス等の入力部により選択されると，図３に示すように，第２
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表示領域には，番組「武蔵」に関連付けられた番組の内容を示すサブコンテンツ情報が表
示される。
【００７８】
　番組「武蔵」と図３に示す第２表示領域に表示される番組内容のサブコンテンツ情報と
は，親子の関係である。番組「武蔵」が親情報であり，番組内容のサブコンテンツ情報が
子情報となる。したがって，番組「武蔵」の階層下には，子情報の１つとして番組内容の
サブコンテンツ情報が属する。
【００７９】
　次に，図４に示すように，放送局Ａの２０時から放送される番組「武蔵」の枠内に表示
されるアイコン６００－２のカテゴリは，「出演者」であり，例えば，番組に出演してい
る出演者の氏名一覧などが該当する。
【００８０】
　アイコン６００－１がマウス等の入力部（図示せず。）により選択されると，図４に示
すように，第２表示領域には，番組「武蔵」に関連付けられた出演者の氏名一覧等を示す
サブコンテンツ情報が表示される。
【００８１】
　第２表示領域に表示される各出演者の氏名が表示された項目６０３－１～項目６０３－
８を，入力部などにより選択すると，第１表示領域または第２表示領域が縮小され，新規
に第３表示領域が割当てられて，選択された項目６０３に関連付けられる詳細情報等が表
示される。なお，第２表示領域に表示される項目６０３は，第２表示領域に表示されるコ
ンテンツ情報に構成されるコンテンツ要素の一つに相当する。
【００８２】
　次に，図４に示す項目６０３－２が選択されると，図５に示すように，第２表示領域に
表示されるポインタ６０２が指し示す“お通”の項目は，アクティブ状態となり色が反転
する。
【００８３】
　さらに，図５に示すように，第１表示領域が縮小され，新たに第３表示領域が割当てら
れて，上記第３表示領域には，第２表示領域において選択された“お通”に関連付けられ
たコンテンツ情報が表示される。
【００８４】
　第３表示領域に表示されるコンテンツ情報には，複数のコンテンツ要素が含まる。例え
ば，コンテンツ要素のうち，アイコン６００－３，アイコン６００－４は，出演者“お通
”である“倉涼子”が作曲した「ＣＤ１」，「ＣＤ２」をクリックすれば購入可能なよう
にアイコン表示されている。
【００８５】
　同様に，アイコン６００－５，アイコン６００－６は，出演者“お通”である“倉涼子
”が執筆した「書籍１」，「書籍２」をクリックすれば購入可能なようにアイコン表示さ
れている。
【００８６】
　したがって，第３表示領域に表示されるコンテンツ情報は，第２表示領域に表示される
コンテンツ情報と主従の関係を有している。
【００８７】
　次に，図６に示すように，放送局Ａの２０時から放送される番組「武蔵」の枠内に表示
されるアイコン６００－７のカテゴリは，「書籍」であり，例えば，番組の原作に関連す
る書籍一覧などが該当する。
【００８８】
　アイコン６００－７がマウス等の入力部（図示せず。）により選択されると，図４に示
すように，第２表示領域には，番組「武蔵」に関連付けられた番組「武蔵」に関連する書
籍一覧等を示すサブコンテンツ情報が表示される。
【００８９】
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　第２表示領域に表示される各書籍の書籍名が表示された項目６０３－９～項目６０３－
１２を，入力部などにより選択すると，第１表示領域または第２表示領域が縮小され，新
規に第３表示領域が割当てられて，選択された項目６０３に関連付けられる詳細情報等が
表示される。なお，第２表示領域に表示される項目６０３は，第２表示領域に表示される
コンテンツ情報に構成されるコンテンツ要素の一つに相当する。
【００９０】
　次に，図６に示す項目６０３－９が選択されると，図７に示すように，第２表示領域に
表示されるポインタ６０２が指し示す“新説武蔵”の項目は，アクティブ状態となり色が
反転する。
【００９１】
　さらに，図７に示すように，第１表示領域が縮小され，新たに第３表示領域が割当てら
れて，上記第３表示領域には，第２表示領域において選択された“新説武蔵”に関連付け
られたコンテンツ情報が表示される。
【００９２】
　第３表示領域に表示されるコンテンツ情報には，複数のコンテンツ要素が含まる。例え
ば，コンテンツ要素のうち，アイコン６００－３，アイコン６００－４は，書籍“新説武
蔵”の著作者が作詞した「ＣＤ３」，「ＣＤ４」をクリックすれば購入可能なようにアイ
コン表示されている。
【００９３】
　同様に，アイコン６００－５，アイコン６００－６は，書籍“新説武蔵”の著作者が執
筆した「書籍３」をクリックすれば購入可能なようにアイコン表示されている。
【００９４】
　したがって，第３表示領域に表示されるコンテンツ情報は，第２表示領域に表示される
コンテンツ情報と親子の関係を有している。
【００９５】
　なお，本実施の形態にかかる番組またはアイコン６００が選択されると，第２表示領域
に表示される場合を例に挙げて説明するが，かかる例に限定されず，例えば，第３表示領
域などに表示されてもよい。
【００９６】
　次に，図１，図８～図１０を参照しながら，本実施の形態にかかる画面表示システム１
００を構成する各構成要素の構成について説明する。図８は，本実施の形態にかかる放送
局の概略的な構成を示すブロック図であり，図９は，本実施の形態にかかるＥＣＧ情報の
データ構造の概略を示す説明図であり，図１０は，本実施の形態にかかるＥＣＧ情報に含
まれるメタ情報の概略を示す説明図である。
【００９７】
　まず，図１に示すように，本実施の形態にかかるネットワーク１０３について説明する
と，ネットワーク１０３は，情報提供装置１０４と双方向通信可能に接続するものであり
，典型的にはＡＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　Ｌｉｎｅ）またはＦＴＴＨ（Ｆｉｂｅｒ　Ｔｏ　Ｔｈｅ　Ｈｏｍｅ）などそれに類する
方法で接続するインターネットである。また接続媒体は，ＦＤＤＩ（Ｆｉｂｅｒ　Ｄｉｓ
ｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｄａｔａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）などによる光ファイバケーブル，Ｅ
ｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）による同軸ケーブル又はツイストペアケーブル，もしくはＩ
ＥＥＥ８０２．１１ｂなどによる無線など，有線無線を問わず，衛星通信網なども含む。
【００９８】
　次に，図８に示すように，本実施の形態にかかる放送局１０５は，通常の放送設備に加
えて，番組編成部２０１と，サブメタ情報付加部２０２と，番組メタ情報付加部２０３と
，メタ情報参照ＩＤ付加部２０４と，メタ情報記憶部２０５と，情報関連付部２０６と，
識別情報送信部２０７とから構成される。
【００９９】
　なお，本実施の形態にかかる画面表示システム１００の提供サービスが“放送”である
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場合，画面表示システム１００には，図１に示す本実施の形態にかかる放送局１０５が備
わる。また，放送局１０５が視聴者に提供する主コンテンツ（メインコンテンツ）は，Ｅ
ＰＧ情報であるとする。
【０１００】
　また，本実施の形態にかかるメインコンテンツは，ＥＰＧ情報である場合を例に挙げて
説明したが，かかる例に限定されず，例えば，メインコンテンツがゲームソフト販売リス
ト，ＣＤ販売リスト，書籍販売リスト，または映画放映予定表などの場合であってもよい
。
【０１０１】
　番組編成部２０１は，放送局１０５で放送される番組の編成処理をし，編成情報などを
生成する。
【０１０２】
　サブメタ情報付加部２０２は，サブメタ情報を生成し，上記サブメタ情報をサブコンテ
ンツ，サブコンテンツの実体，または編成情報に付加する。なお，サブコンテンツは，主
コンテンツに紐付けられた詳細情報等であり，サブコンテンツの実体は，サブコンテンツ
に紐付けられた少なくとも商品，プログラム，パッケージ，サービス，静止画データ，動
画データ，音楽データ，またはテキストのうち少なくとも一つから構成されるコンテンツ
であり，コンテンツサービスサーバ１０７から提供される。
【０１０３】
　上記サブメタ情報は，メインコンテンツに関連付けられるメインメタ情報（または，番
組メタ情報。）の配下に属するメタ情報である。したがって，画面表示装置１０１は，メ
インメタ情報にアクセスすると，メインメタ情報と関連性のあるサブメタ情報に派生的に
アクセスすることができる。
【０１０４】
　したがって，メインコンテンツから詳細情報等のサブコンテンツにアクセスし，さらに
目的とするサブコンテンツの実体（以下，グッズ）をアクセスすることができる。ユーザ
は，上記グッズを，課金・決済することで購入することができる。
【０１０５】
　番組メタ情報付加部２０３は，メインメタ情報である番組メタ情報を生成し，番組編成
部２０１により生成された編成情報に付加する。なお，編成情報に付加された番組メタ情
報は，画面表示装置１０１に配信する基本ＥＰＧ情報として構成される。基本ＥＰＧ情報
は，電子番組表（ＥＰＧ）の形式に構成したものである。なお，番組メタ情報またはサブ
メタ情報は，情報についての情報を示すメタ情報であり，さらに上記番組メタ情報は，メ
インメタ情報に属する。メインメタ情報については後述する。
【０１０６】
　また，上記基本ＥＰＧ情報は，番組メタ情報を含み，番組表としての構造情報を有する
。基本ＥＰＧ情報は，ネットワーク１０３を介して送信される場合は，例えば，ＨＴＭＬ
（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ）などの形式で配信され，放
送波により送出される場合には，例えば，ＳＩ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ
）などの形式で送出される。
【０１０７】
　メタ情報参照ＩＤ付加部２０４は，メタ情報参照ＩＤを割当て，番組編成部２０１によ
り生成された編成情報と，サブメタ情報とに，上記メタ情報参照ＩＤを付加する。番組メ
タ情報またはサブメタ情報を含むＥＣＧ情報と，番組とを対応させるため，上記メタ情報
参照ＩＤが例えば番組毎に割当てられる。したがって，編成情報に付加された番組メタ情
報と，サブメタ情報とにメタ情報参照ＩＤが付与されることにより，メタ情報参照ＩＤに
基づき，番組メタ情報またはサブメタ情報を取得することができる。
【０１０８】
　上記メタ情報参照ＩＤを参照することにより，画面表示装置１０１は，番組メタ情報ま
たはサブメタ情報を取得し，サブコンテンツまたは各放送番組の関連情報にアクセスでき
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る。なお，メタ情報参照ＩＤは放送局１０５内で一意であればよい。
【０１０９】
　メタ情報記憶部２０５は，少なくとも上記編成情報，サブメタ情報，番組メタ情報，メ
タ情報参照ＩＤ，またはサブコンテンツを記憶する。なお，上記サブメタ情報，番組メタ
情報，メタ情報参照ＩＤ，またはサブコンテンツは，ＥＣＧ情報に属するが，ＥＣＧ情報
については後述する。
【０１１０】
　情報関連付部２０６は，上記編成情報に付加された，基本ＥＰＧ情報とメタ情報参照Ｉ
Ｄとを関連付ける。メタ情報参照ＩＤと基本ＥＰＧ情報とが対応付けられることにより，
画面表示装置１０１は，メタ情報参照ＩＤに基づき，基本ＥＰＧ情報に含まれる放送局１
０５を識別する放送局情報等を取得できる。なお，放送局情報については後述する。
【０１１１】
　識別情報送信部２０７は，放送波またはネットワーク１０３を介して，上記基本ＥＰＧ
情報と各番組のメタ情報参照ＩＤとを送出する。メタ情報参照ＩＤは，基本ＥＰＧ情報と
ともに，識別情報送信部２０７から配信される。
【０１１２】
　識別情報送信部２０７から放送波によってメタ情報参照ＩＤを配信するためには，例え
ば，基本ＥＰＧ情報を伝送する方式であるＳＩのうち，メタ情報参照ＩＤを示すディスク
リプタの属性値等が定義される必要がある。
【０１１３】
　また，インターネット等のネットワーク１０３を介して，基本ＥＰＧ情報またはメタ情
報参照ＩＤなどを送信するためには，画面表示装置１０１側で対応可能な形式の配信フォ
ーマットと，配信の仕組み等を定義する必要がある。
【０１１４】
　上記配信フォーマットは，例えば，ＨＴＭＬ（Ｈｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｍａｒｋｕｐ　
Ｌａｎｇｕａｇｅ）形式，またはＸＭＬ（ｅＸｔｅｎｓｉｂｌｅ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎ
ｇｕａｇｅ）形式などを例示することができる。したがって，上記ＨＴＭＬ形式，ＸＭＬ
形式で配信する際には，メタ情報参照ＩＤを示す属性がメタ情報に含まれる。
【０１１５】
　また，ＨＴＭＬ形式またはＸＭＬ形式で配信される際，上記配信フォーマット形式に準
拠する基本ＥＰＧ情報には，メタ情報参照ＩＤの属性値が付加される。
【０１１６】
　上記メタ情報記憶部２０５に記憶されるサブメタ情報または番組メタ情報は，ディレク
トリサービスサーバ１０６に随時送信される。また，上記メタ情報記憶部２０５に記憶さ
れるサブコンテンツまたはサブメタ情報は，コンテンツサービスサーバ１０７に送信され
る。
【０１１７】
　次に，図９を参照しながら，本実施の形態にかかるＥＣＧ情報について説明する。まず
，図９に示すように，ＥＣＧ情報は，メタ情報に属するメインメタ情報とサブメタ情報と
から構成される。
【０１１８】
　ＥＣＧ情報は，ＴＶ（テレビ）番組を検索するためのデータとして基本ＥＰＧ（Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）情報を拡張し，ＴＶ番組だけではなくイ
ンターネット上等の各種コンテンツの検索をし，必要な情報を入手することが可能となる
。
【０１１９】
　ＥＣＧ情報には，各階層ごとに上述した番組メタ情報，基本ＥＰＧ情報，サブメタ情報
，サブサブメタ情報，…が含まれる。上記番組メタ情報または基本ＥＰＧ情報は，ＥＰＧ
情報に属する情報である。ＥＰＧ情報は，ＴＶ番組を検索するための電子番組表データで
ある。なお，上記ＥＰＧ情報が画面表示部５０８の第１表示領域に表示される場合，ＥＰ
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Ｇ情報はメインコンテンツ情報に該当する。
【０１２０】
　ＥＰＧ情報を拡張した上記ＥＣＧを利用することにより，検索対象がテレビ番組に限定
されず，ネットワーク１０３を介して取得可能な詳細情報，各種グッズまで検索対象とす
ることができ，検索された詳細情報，各種グッズ等を入手することができる。
【０１２１】
　図９に示すメインメタ情報は，ＥＣＧ情報として提供されるメタ情報のうち，メインコ
ンテンツに付加されるメタ情報である。なお，メインコンテンツは，情報提供装置１０４
が主コンテンツとして提供するコンテンツであり，例えば，情報提供装置１０４に放送局
１０５が備わる場合，メインコンテンツは，放送番組，ＥＰＧ情報，または編成情報であ
り，放送局１０５ではなくＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）販
売装置が備わる場合，メインコンテンツは，ＤＶＤソフト販売リストであり，グッズは，
ＤＶＤソフト等である。
【０１２２】
　また，上記メインコンテンツをＥＰＧ情報または編成情報とした場合，本実施の形態に
かかるメインメタ情報は，特に“番組メタ情報”とする。番組メタ情報（番組名，ジャン
ル，カテゴリ，出演者，など）は，現状の放送波におけるＳＩ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆ
ｏｍａｔｉｏｎ）やインターネット上のＥＰＧサービス（サービスごとに内容は一部異な
る）にて配信されるメタ情報に類する。なお，メタ情報は，ある情報についての情報であ
る。
【０１２３】
　また，番組メタ情報，サブメタ情報など各種メタ情報が画面表示部５０８の表示領域に
表示される場合，上記メタ情報もコンテンツ情報に相当する。例えば，画面表示部５０８
の第１表示領域に表示される番組のタイトルや，放送時間，出演者などの番組メタ情報は
，コンテンツ情報に相当する。
【０１２４】
　また，第２表示領域に表示される番組に関連する書籍名や出演者の氏名などのサブメタ
情報は，サブコンテンツ情報に相当する。
【０１２５】
　また，図９に示すサブメタ情報は，メインメタ情報の第１階層の階層下に属する。サブ
メタ情報は，ＥＣＧ情報として提供されるメタ情報のうち，サブコンテンツに付加される
メタ情報である。なお，サブコンテンツは，メインコンテンツに関連付けられた１または
２以上の詳細情報などのコンテンツであり，サブメタ情報を参照することで取得可能とな
る。
【０１２６】
　サブコンテンツには，サブコンテンツに紐付けられ，上記サブコンテンツのさらに階層
下（第３階層）に属するサブサブコンテンツが存在する。以下同様に，詳細情報等のサブ
サブコンテンツの階層下にも存在する。したがって，メインコンテンツから第１の階層，
第２の階層，…と１又は２以上の階層が存在し，上記各階層下には，詳細情報等が存在す
る。
【０１２７】
　サブコンテンツの実体（グッズ）は，例えば，商品，パッケージ，動画や音楽の電子デ
ータ，サービスなどを例示することができる。なお，本実施の形態にかかるサブコンテン
ツの実体は，かかる例に限定されない。
【０１２８】
　また，図９に示す番組メタ情報は，ＥＣＧ情報として提供されるメタ情報のうち，番組
に関連するメタ情報である。番組メタ情報は，例えば，番組に関連する番組名，ジャンル
，または出演者などを例示することができる。
【０１２９】
　番組メタ情報は，現状の放送波におけるＳＩやインターネット上のＥＰＧサービスサー
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バ１０８（ＥＰＧサービスごとに内容は一部異なる。）により，配信される情報に類する
。番組メタ情報は，基本ＥＰＧ情報のデータ構造と相違するが，番組メタ情報が基本ＥＰ
Ｇ情報として表現されても内容は実質同様である。
【０１３０】
　サブメタ情報は，ＥＣＧ情報に含まれるメタ情報である。サブメタ情報は，後述のコン
テンツサービスサーバ１０７から提供されるサブコンテンツに付加されている。
【０１３１】
　上記サブメタ情報は，例えば，ＵＲＩ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｅｒ）であるサブコンテンツの所在情報（場所情報），名称，著者などの人
名，サブコンテンツの制作者名，上記サブコンテンツを提供するサービス有効期限などを
例示することができる。なお，ＵＲＬは，上記ＵＲＩの体系に含まれる。
【０１３２】
　次に，図１０を参照しながら，本実施の形態にかかる番組メタ情報とサブメタ情報につ
いて説明する。図１０は，本実施の形態にかかる番組メタ情報とサブメタ情報の概略的な
構成を示す説明図である。
【０１３３】
　図１０に示すように，ＥＣＧ情報に含まれる番組メタ情報は，“番組名”，“番組ジャ
ンル”，“放送時間”，または“再放送”などの番組関連に属する番組メタ情報と，“名
称・略称”，“出演者ジャンル”，“所属事務所”などの出演者関連に属する番組メタ情
報と，番組メタ情報のバージョンを示す“メタ情報バージョン”，メタ情報参照ＩＤに属
する複数の番組メタ情報群が更新される可能性を示す“更新可能性”，または番組メタ情
報群が更新されるタイミングを示す“更新タイミング”などのメインメタ情報を制御する
制御関連に属する番組メタ情報とを例示することができる。
【０１３４】
　また，上記“放送時間”は，番組が放送される時間（放送開始時間，放送終了時間）を
表わしている。番組関連の“ジャンル”は，放送される番組のジャンルを示し，ドラマ，
音楽，またはバラエティなどを例示することができる。“名称・略称”は，番組に出演す
る主演者の名称または略称を示し，“木室拓哉”，“キムタ”などの番組メタ情報を例示
することができる。
【０１３５】
　また，上記“再放送”は，再放送される番組がある場合に設定され，上記再放送番組の
元番組（オリジナル番組）を示すために用いられる。したがって，上記“再放送”を検索
することで，オリジナル番組の再放送番組をリストアップできる。なお，上記再放送番組
は，オリジナル番組と略同一の番組が再度放送される場合のみならず，オリジナル番組の
続編，スペシャル，総集編などの番組，さらにはオリジナル番組が収録されたＤＶＤなど
も再放送番組に含む。
【０１３６】
　上記出演者関連の“ジャンル”は，放送される番組に出演する出演者のジャンルを示し
，“俳優”，“歌手”，“お笑い”，“コメディアン”，または“画家”などの番組メタ
情報を例示することができる。なお，本実施の形態にかかる番組メタ情報は，番組関連ま
たは出演者関連に属する場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されない。
【０１３７】
　また，図１０に示すように，ＥＣＧ情報に含まれるサブメタ情報は，“曲名”，“アー
ティスト名”，“レコード会社名”，または“楽曲購買サイトＵＲＬ”などの楽曲関連に
属するサブメタ情報と，“店名”，または“所在地”などのお店関連に属するサブメタ情
報と，“商品名”，または“商品購買サイトＵＲＬ”などの商品関連に属するサブメタ情
報と，“ユーザのアクセスを促したいサイトのＵＲＬ”などの勧誘関連に属するサブメタ
情報と，サブメタ情報のバージョンを示す“メタ情報バージョン”，メタ情報参照ＩＤに
属する複数のサブメタ情報群が更新される可能性を示す“更新可能性”，またはサブメタ
情報群が更新されるタイミングを示す“更新タイミング”などのサブメタ情報の制御関連
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に属する番組メタ情報とを例示することができる。
【０１３８】
　上記番組メタ情報は，サブメタ情報と主従の関係を有し，当該番組メタ情報の階層下に
サブメタ情報を関連付けるように付加する場合でも可能であり，また，番組メタ情報に関
連するサブメタ情報を予め番組メタ情報に含ませることも可能である。同様にサブメタ情
報も階層下にサブサブメタ情報を関連付けるように付加する場合も可能であり，サブサブ
メタ情報を含ませることもできる。以降の階層においても同様である。
【０１３９】
　なお，本実施の形態にかかるサブメタ情報は，楽曲関連，お店関連，賞品関連，または
勧誘関連に属する場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されない。また，本実施
の形態にかかるサブサブメタ情報は，上記サブメタ情報と，ほぼ同様の構成であるため詳
細な説明は省略する。
【０１４０】
（コンテンツサービスサーバ１０７）
　次に，図１１を参照しながら，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１，ディレクト
リサービスサーバ１０６，およびコンテンツサービスサーバ１０７について説明する。図
１１は，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１，ディレクトリサービスサーバ１０６
，およびコンテンツサービスサーバ１０７の概略的な構成を示すブロック図である。
【０１４１】
　本実施の形態にかかるコンテンツサービスサーバ１０７は，放送局などのコンテンツ提
供者が視聴者に対して提供するメインコンテンツまたは各種詳細情報等を各階層ごとに保
有する。なお，場合に応じて，上記詳細情報には，グッズを購入するための情報，当該詳
細情報の階層下の詳細情報の所在や入手方法などを示す情報なども含む。
【０１４２】
　図１１に示すように，コンテンツサービスサーバ１０７は，少なくとも記憶部３０１，
メタ情報管理部３０２，各部の処理を制御する制御部（図示せず。），ネットワーク１０
３を介してデータを送信する送信部３００，またはネットワーク１０３を介してデータを
受信する受信部（図示せず。）を備える。
【０１４３】
　上記記憶部３０１は，放送局１０５から提供される詳細情報（サブコンテンツ）を記憶
する。サブコンテンツは，メインコンテンツに紐付けられた詳細情報等である。例えば，
メインコンテンツがＥＰＧ情報である場合，サブコンテンツは，上記ＥＰＧ情報の番組に
紐付けられた情報である。したがって，番組に関連する情報のうち，メインコンテンツを
親とする子の情報がサブコンテンツとなる。
【０１４４】
　メインコンテンツがＥＰＧ情報である場合，サブコンテンツは，番組の前回のストーリ
ー情報，番組の出演者情報，番組に関連する書籍情報，番組に関連する音楽情報などを例
示することができる。メインコンテンツ，サブコンテンツ等は，コンテンツ情報である。
【０１４５】
　記憶部３０１は，メインコンテンツに関連する書籍，ＣＤなどのグッズを販売するため
のＷｅｂサイト情報なども詳細情報として記憶する。なお，記憶部３０１は，特に番組に
関連するＷｅｂサイト情報を記憶する。
【０１４６】
　また，本実施の形態にかかるサブコンテンツは，例えば，放送局内に設置されるコンテ
ンツサービスサーバ１０７の記憶部３０１内に存在するほかに，ネットワーク１０３上の
コンテンツサービスサーバ１０７に備わる記憶部３０１内に分散して存在してもよい。
【０１４７】
　上記サブコンテンツにＥＣＧ情報として提供されるサブメタ情報を付加することができ
る。メタ情報管理部３０２は，上記サブメタ情報を記憶する。したがって，サブメタ情報
を画面表示装置１０１に提供してから，サブコンテンツを提供する場合でもよい。
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【０１４８】
　なお，本実施の形態にかかる記憶部３０１は，サブコンテンツの他にもメインコンテン
ツなども記憶し，メタ情報管理部３０２は，サブメタ情報の他にもメインメタ情報なども
記憶する。
【０１４９】
　また，本実施の形態にかかる画面表示システム１００には，複数の放送局１０５が備わ
る場合，１のコンテンツサービスサーバ１０７を複数の放送局１０５で共用する場合であ
っても実施可能である。
【０１５０】
（ディレクトリサービスサーバ１０６）
　次に，本実施の形態にかかるディレクトリサービスサーバ１０６は，例えば，ディレク
トリサービス専用のサーバとして，運営される。図１１に示すように，ディレクトリサー
ビスサーバ１０６は，記憶部３０３と，メタ情報管理部３０４と，ネットワーク１０３を
介してデータを送信する送信部３０５と，各部の処理を制御する制御部（図示せず。）と
，送信部（図示せず。）とを備える。
【０１５１】
　メタ情報管理部３０４は，ＥＣＧ情報としてコンテンツサービスサーバ１０７から提供
される各種サブコンテンツの所在，タイトル，ジャンル，関連する人名（出演者，著者な
ど），価格，またはサービス有効期限など様々な属性に関する複数のサブメタ情報の集ま
りであるサブメタ情報群と，メインメタ情報群（番組メタ情報群）を保持する。
【０１５２】
　また，メタ情報管理部３０４は，通常の番組に関する番組メタ情報と上記サブメタ情報
群とを関連付けて保持している。なお，番組メタ情報も，複数の番組メタ情報からなる番
組メタ情報群として構成される場合であってもよい。
【０１５３】
　メタ情報管理部３０４は，番組メタ情報，サブメタ情報，またはメタ情報参照ＩＤなど
を放送局１０５ごとに独立して記憶し，管理する場合であっても実施可能である。
【０１５４】
　上記サブメタ情報は，放送局１０５側で番組ごとの単位に編集され，１又は２以上のサ
ブメタ情報からなるサブメタ情報群として構成される。また，上記サブメタ情報群を参照
するためのメタ情報参照ＩＤが割り当てられる。
【０１５５】
　画面表示装置１０１は，上記メタ情報参照ＩＤに基づき，ディレクトリサービスサーバ
１０６にアクセスすることにより，サブメタ情報等のメタ情報を取得する。なお，ディレ
クトリサービスサーバ１０６は，画面表示装置１０１からアクセスがある度に発生するア
クセス情報を取得し，画面表示装置１０１ごとに上記アクセス情報を蓄積することができ
る。
【０１５６】
　なお，本実施の形態にかかる画面表示システム１００には複数の放送局１０５が備わる
場合，１のディレクトリサービスサーバ１０６を複数の放送局１０５で共用する場合であ
っても実施可能である。
【０１５７】
（画面表示装置１０１）
　次に，図１１に示す本実施の形態にかかる画面表示装置１０１について説明する。画面
表示装置１０１は，例えば，放送用ＳＴＢ（セットトップボックス），情報家電，ビデオ
レコーダー，またはゲーム機などの各種ＣＥ機器，ＰＣ（パーソナルコンピュータ），Ｐ
ＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ），または携帯電話をは
じめとするモバイル機器などを例示することができる。
【０１５８】
　画面表示装置１０１は，識別情報等を受信する受信部（図示せず。）と，取得要求部５
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０２と，メタ情報取得／記憶部５０３と，選択受付部５０４と，コンテンツ情報取得部５
０５と，表示画面生成部５０７と，表示領域生成部５０９と，画面表示部５０８と，部分
取得部５１０と，表示領域制御部５１１と，アイコン生成部５１４と，入力部（図示せず
。）とを備える。
【０１５９】
　なお，本実施の形態にかかるコンテンツ情報取得部５０５は，例えば詳細情報等を取得
する詳細情報取得部にも該当する。
【０１６０】
　識別情報等を受信する受信部（図示せず。）は，アンテナ等から放送波を介して，基本
ＥＰＧ情報とメタ情報参照ＩＤとを受信し，記憶する。また，ネットワークを介して受信
可能な受信部（図示せず。）は，ネットワーク１０３を介して基本ＥＰＧ情報とメタ情報
参照ＩＤとを受信し，記憶する。
【０１６１】
　なお，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１は，データ放送を放送する放送局１０
５から受信する場合を例に挙げて説明するが，かかる例に限定されず，上記放送局１０５
以外のＩＳＰ等からメタ情報参照ＩＤ等を受信する場合でも実施可能である。
【０１６２】
　また，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１は，メタ情報参照ＩＤを受信部（図示
せず。）から取得する場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，例えば，メ
インコンテンツがＣＤ販売リストの場合で，グッズが音楽ＣＤなどの“ＣＤ”の場合，Ｃ
Ｄを再生可能な画面表示装置１０１は，ＣＤの拡張記憶領域に記憶されたメタ情報参照Ｉ
Ｄを読み取ることにより，情報提供装置１０４からメタ情報参照ＩＤを取得する機能を備
える場合であっても実施可能である。
【０１６３】
　また，例えば，メインコンテンツが書籍出版リストの場合で，グッズが書籍の場合，上
記書籍の表紙等にメタ情報参照ＩＤが直接記載された場合，画面表示装置１０１は，メタ
情報参照ＩＤを，画面表示装置１０１に備わるキーボードなどの入力部５１１により，メ
タ情報参照ＩＤを取得する場合であっても実施可能である。なお，上記メタ情報参照ＩＤ
は，１次元，２次元，または３次元バーコードなどの場合でもよい。
【０１６４】
　また，受信部は，ディレクトリサービスサーバ１０６のＵＲＩ等の所在情報を，ネット
ワーク１０３を介して受信し，上記ＵＲＩを記憶する。また，画面表示装置１０１に備わ
る入力部５１１からＵＲＩ等の所在情報が入力され，記憶される場合等でもよい。上記Ｕ
ＲＩにより，画面表示装置１０１は，ディレクトリサービスサーバ１０６にアクセスでき
る。
【０１６５】
　なお，画面表示装置１０１は，ダイアルアップ接続，またはＡＤＳＬ／ＦＴＴＨなどそ
れに類する方法でネットワーク１０３に接続することができる。
【０１６６】
　画面表示装置１０１は放送波またはネットワーク１０３を介して配信される基本ＥＰＧ
情報を受信するとともに，各番組に付加されたメタ情報参照ＩＤを受信する。
【０１６７】
　画面表示装置１０１は各局に対応したディレクトリサービスサーバ１０６のインターネ
ット上の所在情報（ＵＲＩなど）をそれぞれ管理する。ＵＲＩが変更された場合には，上
記ＵＲＩを更新することにより常に最新のＵＲＩを記憶している。放送波またはネットワ
ーク１０３を介して受信する更新データによって，ＵＲＩが更新される。
【０１６８】
　放送波受信部１０２または受信部（図示せず。）は，放送波によるＳＩまたはネットワ
ーク１０３を介して送信されるメタ情報参照ＩＤが付加された基本ＥＰＧ情報を受信し，
各メタ情報参照ＩＤを保存する。
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【０１６９】
　メタ情報参照ＩＤを取得する際，受信するメタ情報参照ＩＤに該当する番組は，どの放
送局の番組であるかを判別することができるようにするため，メタ情報参照ＩＤを保存す
る際には放送局情報（図示せず。）と関連付けて保存しておく。
【０１７０】
　なお，ＳＩからメタ情報参照ＩＤを取得する場合，上記放送局情報を受信することによ
り，どの放送局の番組であるかを判別することが可能である。例えば，ＡＲＩＢ（Ａｓｓ
ｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　ａｎｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓ
ｓｅｓ：社団法人　電波産業会）が定める放送規格によれば，ＳＩには，放送局を示すサ
ービスＩＤが必ず含まれる。上記サービスＩＤを含む放送局情報と，メタ情報参照ＩＤと
を関連付ける。
【０１７１】
　ネットワーク１０３を介してＥＰＧサービスサーバ１０８が放送局情報を提供する場合
，放送局情報が判別可能な形式で配信される。以下，図１２を参照しながら，ネットワー
ク１０３を介して配信されるＥＰＧデータについて説明する。図１２は，本実施の形態に
かかるＥＰＧデータのデータ構造を示す説明図である。
【０１７２】
　図１２に示すように，ＥＰＧデータのデータ構造は，ＸＭＬ形式からなる。ＥＰＧデー
タは，基本ＥＰＧ情報であることを示すタグ，放送局情報であることを示すタグ，または
番組メタ情報であることを示すタグ等から構成される。なお，本実施の形態にかかるＥＰ
Ｇデータのデータ構造は，ＸＭＬ形式の場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定さ
れず，例えば，ＥＰＧデータのデータ構造は，ＨＴＭＬ形式などの場合であっても実施可
能である。
【０１７３】
　基本ＥＰＧ情報とともに配信されるメタ情報参照ＩＤは必ず放送局を表す放送局情報と
共に配信される，なお，放送局情報は，メタ情報であるが，かかる例に限定されない。
【０１７４】
　なお，図１２に示すメタ情報参照ＩＤは，属性である場合を例にあげて説明したが，か
かる例に限定されず，例えば，メタ情報参照ＩＤは，メタ情報参照ＩＤであることを示す
インデックス的機能を有するタグの場合でも実施可能である。
【０１７５】
　図１２に示すように，放送局を示すのは，“放送局ＩＤ”である。また，上記“放送局
ＩＤ”には，“ＴＰＳ”，または“ブシテレビ”が設定されている。なお，かかる例に限
定されず，上記“放送局ＩＤ”に，適当なＩＤが割当てられてもよい。
【０１７６】
　図１２に示す放送局情報は，“放送局タグ（＜放送局＞）”と“番組タグ（＜番組＞）
”が階層構造になっている。番組ごとのメタ情報参照ＩＤは，放送局を示す要素（“放送
局ＩＤ”）の子要素として定義されている。
【０１７７】
　図１２に示すデータ構造の場合，メタ情報参照ＩＤを取得する際，階層構造の親要素で
ある“放送局ＩＤ”を参照することにより，どの放送局に属するものかを判定することが
できる。
【０１７８】
　また，ネットワーク１０３を介して配信される他の放送局情報は，メタ情報参照ＩＤの
ＩＤの命名規則を設ける放送局情報がある。メタ情報参照ＩＤとしてＩＤの先頭などに放
送局を判別するための文字列を必ず入れておくように定義する。
【０１７９】
　画面表示装置１０１は，上記所定の文字列が設定されたメタ情報参照ＩＤを参照するこ
とで，どの放送局１０５に属するものかを判定することができる。ただし，放送局１０５
ごとにＩＤを独自に管理できる利点を失う可能性がある。
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【０１８０】
　したがって，放送局１０５が独自に命名したメタ情報参照ＩＤ（放送局１０５を判定す
るための文字列を含まない。）を，ＥＰＧサービスサーバ１０８で配信する際，放送局判
別のための文字列を付加する。
【０１８１】
　画面表示装置１０１は，メタ情報参照ＩＤなどのデータを取得する際，放送局１０５を
判別するための文字列を削除し放送局１０５が指定したメタ情報参照ＩＤに戻す処理を追
加する必要がある。
【０１８２】
　基本ＥＰＧ情報を取得した画面表示装置１０１は，画面表示部５０８にＥＰＧ表示画面
を表示する。視聴者は，ＥＰＧ表示画面に表示された適当な番組に関する番組メタ情報ま
たはサブメタ情報を表示するよう指示すると，メタ情報参照ＩＤおよび該当する放送局１
０５のディレクトリサービスサーバ１０６のＵＲＩ情報に基づき，画面表示装置１０１は
，該当するサブメタ情報を取得する。
【０１８３】
　なお，本実施の形態にかかるディレクトリサービスサーバ１０６およびコンテンツサー
ビス１０７は，放送局１０５ごとに独立して運用される場合であっても実施可能である。
画面表示装置１０１は，上記放送局１０５ごとに，メタ情報参照ＩＤ，サブメタ情報など
を区別し，詳細情報であるサブコンテンツを取得する。
【０１８４】
　例えば，放送局１０５－Ａから取得した番組メタ情報またはサブメタ情報に含まれるキ
ーワードに基づき，放送局１０５－Ｂの番組メタ情報またはサブメタ情報を検索すること
が可能であり，視聴者は放送局１０５の違いを意識せずに番組メタ情報またはサブメタ情
報等を取得することができる。
【０１８５】
　また，本実施の形態にかかるディレクトリサービスサーバ１０６およびコンテンツサー
ビス１０７は，例えば，番組のスポンサーまたはコンテンツ提供者等ごとに独立して運用
される場合であっても実施可能である。なお，上記番組のスポンサーまたはコンテンツ提
供者等ごとに運用される場合であっても，放送局１０５がメタ情報参照ＩＤを割当てる。
【０１８６】
　番組のスポンサーまたはコンテンツ提供者ごとに独立して運用する場合，例えば，ディ
レクトリサービスサーバ１０６－Ａは，Ａ番組のスポンサーにかかるメタ情報参照ＩＤま
たはサブメタ情報等を保有し，ディレクトリサービスサーバ１０６－Ｂは，Ｂ番組のスポ
ンサーにかかるメタ情報参照ＩＤサブメタ情報等を保有する。
【０１８７】
　次に，図１１に示す本実施の形態にかかる画面表示装置１０１に備わる入力部（図示せ
ず。）は，ユーザから操作指示を受けることが可能なマウス，トラックボール，トラック
パッド，スタイラスペン，またはジョイスティックなどのポインティングデバイスや，キ
ーボードなどからなるが，かかる例に限定されない。
【０１８８】
　入力部（図示せず。）は，画面表示部５０８に表示されるＥＰＧ表示画面から適当な放
送番組を選択し，上記選択された放送番組に関連するサブコンテンツ等の詳細情報を取得
し，画面表示部５０８上の新たな表示領域を割当て表示する。なお，上記画面表示部５０
８にコンテンツを表示する表示処理については後述する。
【０１８９】
　入力部は，放送番組を選択することで，当該番組に関連するサブメタ情報を取得するこ
とができる。したがって，画面表示部５０８に表示されたメインメタ情報から所望のサブ
メタ情報を取得するとともに，上記サブメタ情報に関連付けられたサブコンテンツを取得
することができる。なお，サブメタ情報に限定されず，入力部５１１は，メインメタ情報
を選択することも可能である。
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【０１９０】
　選択受付部５０４は，入力部から送信される操作指示情報を元に，選択された放送番組
が属するメタ情報参照ＩＤ，放送番組の“タイトル”などの属性値等が設定された問合せ
情報を生成する。
【０１９１】
　取得要求部５０２は，選択受付部５０４から送信された問合せ情報を，ネットワーク１
０３を介して，ディレクトリサービスサーバ１０６に送信する。なお，問合せ情報を送信
する送信先は，画面表示装置１０１が保有するディレクトリサービスサーバ１０６のＵＲ
Ｉ全てが対象となる。
【０１９２】
　メタ情報取得／記憶部５０３は，ディレクトリサービスサーバ１０６に対して，上記取
得要求部５０２が問合せた番組の階層下の番組メタ情報またはサブメタ情報を送信するよ
う要求し，ネットワーク１０３を介して上記番組メタ情報またはサブメタ情報を受信し，
記憶する。
【０１９３】
　コンテンツ情報取得部５０５は，取得要求部５０２からの問合せ情報で検索された番組
メタ情報またはサブメタ情報に基づき，メタ情報管理部３０２にネットワーク１０３を介
してアクセスし，当該サブメタ情報に関連付けられたメタ情報（サブサブメタ情報等）を
取得する。
【０１９４】
　また，コンテンツ情報取得部５０５は，該当するメタ情報を取得する他に，取得した当
該メタ情報に含まれるＵＲＩ情報から，リンク先のサブコンテンツ情報（詳細情報等）も
取得する。なお，本実施の形態にかかるコンテンツ情報取得部５０５は，サブコンテンツ
等の詳細情報を取得する詳細情報取得部にも該当する。
【０１９５】
　表示画面生成部５０７は，サーバ１０６，１０７から受信した情報を元に，テンプレー
トなどを利用して画面表示部５０８に表示するためのデータを生成する。例えば，サーバ
１０６，１０７から受信したサブメタ情報またはサブコンテンツなどを取得し，ＸＭＬお
よびＸＳＬＴによるテンプレート変換などにより生成する。
【０１９６】
　表示領域生成部５０９は，上記表示画面生成部５０７により生成されたデータを画面表
示部５０８に表示するための各表示領域を割当てることで，表示領域を生成する。
【０１９７】
　部分取得部５１０は，ＥＰＧ情報（メインコンテンツ）を縮小などする場合，必要な部
分だけを抽出する。例えば，部分取得部５１０は，選択された番組のうち時間が前後する
同じ放送局のメインコンテンツを取得する場合，または選択番組の同時間帯の各放送局の
メインコンテンツを取得する場合などを例示することができる。
【０１９８】
　表示領域制御部５１１は，生成された表示画面のデータに基づき，割当てられた１又は
２以上の各表示領域を縮小または拡大し，ＥＰＧ情報と，各表示領域にサブコンテンツな
どの詳細情報を画面表示部５０８の画面内に納めるように表示させる。
【０１９９】
　アイコン生成部５１４は，詳細情報等のコンテンツ情報にかかるカテゴリごとに，アイ
コンデータを生成する。上記カテゴリは，コンテンツ情報のサブメタ情報等に属性値とし
て含まれる。生成されたアイコンデータは，アイコン生成部５１４により，図２等に示す
ようにアイコン６００が横一列に並んで表示されるように画面表示部５０８に指示する。
【０２００】
　したがって，アイコン生成部５１４は，画面表示装置１０１に備わる記憶部またはディ
レクトリサービスサーバ１０６からコンテンツ情報の属性であるカテゴリの属性値に基づ
き，アイコンデータを生成する。上記アイコンデータが画面表示部５０８によりアイコン
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６００として表示される。
【０２０１】
　なお，本実施の形態にかかるアイコン生成部５１４は，生成したアイコンデータを横一
列に並べて配置されるように指示する場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定され
ず，例えば，アイコン生成部５１４は，縦一列に並べて配置されるように指示する場合，
予め設定情報に登録されたカテゴリの優先度順に基づき配置されるように指示する場合等
であっても実施可能である。
【０２０２】
　アイコン６００がマウス等の入力部により選択されると，選択されたアイコン６００に
該当するカテゴリを取得し，上記カテゴリに一致する階層下に属する他のメタ情報または
メタ情報に含まれるＵＲＩ情報等を検索し，取得する。
【０２０３】
　なお，アイコン６００に構成される文字や，図形，または模様などのうち少なくとも一
つからなるイメージは，予め記憶部などに記憶される場合でもよく，ディレクトリサービ
スサーバ１０６から受信する場合でもよい。
【０２０４】
　また，本実施の形態にかかる表示領域制御部５１１は，表示領域を制御する場合を例に
挙げて説明したが，かかる例に限定されず，例えば，表示領域制御部５１１は，サブメタ
情報等のテキスト，またはサブコンテンツなどのコンテンツのテキスト，または画像を縮
小することで画面表示部５０８の画面内に納める場合でも実施可能である。
【０２０５】
　次に，図１３を参照しながら，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１，ディレクト
リサービスサーバ１０６，およびコンテンツサービスサーバ１０７の変形例について説明
する。図１３は，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１，ディレクトリサービスサー
バ１０６，およびコンテンツサービスサーバ１０７の概略的な構成を示すブロック図の第
１の変形例である。
【０２０６】
　以下，図１１に示す画面表示装置１０１，ディレクトリサービスサーバ１０６，および
コンテンツサービスサーバ１０７と図１３に示す画面表示装置１０１，ディレクトリサー
ビスサーバ１０６，およびコンテンツサービスサーバ１０７との相違点について説明する
。
【０２０７】
　図１３に示すように，図１１に示すコンテンツサービスサーバ１０７と比較して，図１
３に示すコンテンツサービスサーバ１０７は，表示画面生成部３０６，ＵＲＩ情報送信部
３０７，アイコン生成部３０８をさらに備えている点で相違する。
【０２０８】
　なお，本実施の形態にかかるコンテンツサービスサーバ１０７には，表示画面生成部３
０６，ＵＲＩ情報送信部３０７，およびアイコン生成部３０８が備わる場合を例に挙げて
説明したが，かかる例に限定されず，ディレクトリサービスサーバ１０６にも備わる場合
であってもよい。
【０２０９】
　上記表示画面生成部３０６は，画面表示装置１０１に備わる画面表示部５０８に表示さ
せるために，予め表示画面データ（詳細情報，サブコンテンツ）を生成する。例えば，静
止画像，動画像，テキストなどから構成されるＷｅｂ画面などの表示画面データ（詳細情
報）を例示することができる。なお，上記表示画面データには，ＵＲＩ情報が含まれる。
【０２１０】
　本実施の形態にかかる表示画面データは，サブコンテンツとしての詳細情報に限定され
ず，例えば，サブコンテンツの階層下に属するサブサブコンテンツ，さらに階層下に属す
るサブサブサブコンテンツ等である場合でもよい。
【０２１１】
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　ＵＲＩ情報送信部３０７は，画面表示装置１０１から送信される問合せ情報などに応じ
て，記憶部３０１に記憶されたＣＧＩプログラムなどを，ＣＰＵ（図示せず。）が起動す
ることで，表示画面生成部３０６を制御し，表示画面生成部３０６に動的に表示画面デー
タを生成させることができる。
【０２１２】
　さらに，ＵＲＩ情報送信部３０７は，動的に生成された詳細情報のＵＲＩ情報を，ネッ
トワーク１０３を介して，送信する。
【０２１３】
　したがって，画像表示装置１０１は，コンテンツサービスサーバ１０７からＵＲＩ情報
を受信することで，画面表示部５０８にサブコンテンツなどの詳細情報を表示することが
できる。
【０２１４】
　アイコン生成部３０８は，メタ情報管理部３０２に管理されているカテゴリの属性を示
すメタ情報の属性値に基づき，アイコンデータを生成する。生成タイミングは，予めアイ
コンデータを生成し，記憶部３０１に記憶してもよいが，画面表示装置１０１に送信する
時点で，アイコンデータを生成してもよい。生成されたアイコンデータは，画面表示装置
の画面にアイコン６００として表示される。
【０２１５】
　また，図１１に示す画面表示装置１０１と比較して，図１３に示す画面表示装置１０１
は，表示画面生成部５０７を備えず，ＵＲＩ情報受信部５１２，ＵＲＩアクセス部５１３
をさらに備えている点で相違する。
【０２１６】
　したがって，図１３に示すように，表示画面データとしての詳細情報は，画面表示装置
１０１では生成されず，コンテンツサービスサーバ１０７により生成される。
【０２１７】
　ＵＲＩ情報受信部５１２は，上記コンテンツサービスサーバ１０７に備わるＵＲＩ情報
送信部３０７から送信されるＵＲＩ情報を，ネットワーク１０３を介して受信する。
【０２１８】
　ＵＲＩアクセス部５１３は，コンテンツサービスサーバ１０７から送信されるＵＲＩ情
報に基づき，ネットワーク１０３を介して，ＵＲＩ情報に該当するコンテンツサービスサ
ーバ１０７またはディレクトリサービスサーバ１０６が保有する詳細情報にアクセスする
。
【０２１９】
　ＵＲＩアクセス部５１３によりアクセスされた詳細情報は，ネットワーク１０３を介し
て，画面表示装置１０１に送信され，画面表示部５０８に表示領域が割当てられ，表示さ
れる。
【０２２０】
　次に，図１４を参照しながら，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１，ディレクト
リサービスサーバ１０６，およびコンテンツサービスサーバ１０７の変形例について説明
する。図１４は，本実施の形態にかかる画面表示装置１０１，ディレクトリサービスサー
バ１０６，およびコンテンツサービスサーバ１０７の概略的な構成を示すブロック図の第
２の変形例である。
【０２２１】
　図１４に示すコンテンツサービスサーバ１０７は，図１１に示すコンテンツサービスサ
ーバ１０７と図７に示すコンテンツサービスサーバ１０７とを組み合わせたサーバである
。
【０２２２】
　また，図１４に示す画面表示装置１０１は，図１１に示す画面表示装置１０１と図１３
に示す画面表示装置とを組み合わせた装置である。したがって，図１４に示すように，表
示画面データとしての詳細情報等は，画面表示装置１０１でも，コンテンツサービスサー
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バ１０７でも，どちら側によっても生成される。
【０２２３】
　なお，本実施の形態にかかるコンテンツサービスサーバ１０７には，表示画面生成部３
０６，ＵＲＩ情報送信部３０７が備わる場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定さ
れず，ディレクトリサービスサーバ１０６にも備わる場合であってもよい。
【０２２４】
（表示画面の構成）
　次に，図１５を参照しながら，本実施の形態にかかる画面表示部５０８に表示される表
示画面の構成について説明する。図１５は，本実施の形態にかかる表示画面の概略的な構
成を示す説明図である。
【０２２５】
　図１５（ａ）に示すように，画面表示部５０８は，１又は２以上の表示領域から構成さ
れる。まず，画面表示部５０８にはメイン表示領域（第１表示領域）が割当てられる。メ
イン表示領域は，メインコンテンツおよびサブコンテンツなど，複数の関連する情報を表
示する領域が必要である場合，最上階層としてルートなど親要素となる領域が，メイン表
示領域である。特に一番の親要素を表示する領域を第１表示領域と呼ぶ。
【０２２６】
　本実施の形態にかかるメイン表示領域には，放送番組の番組表であるＥＰＧ情報が表示
される。
【０２２７】
　また，図１５（ａ）に示すように，サブ表示領域（第２表示領域）は，メイン表示領域
に表示されるコンテンツ要素（サブジェクト）群から，あるコンテンツ要素を選択したと
きにその関連情報，詳細情報などを表示する領域である。特に第１表示領域のサブ表示領
域を第２表示領域と呼ぶ。
【０２２８】
　なお，本実施の形態にかかるコンテンツ要素は，メインコンテンツに構成される複数の
項目，話題などのコンテンツの要素であり，例えば，メインコンテンツがＥＰＧ情報であ
る場合，ＥＰＧ情報に構成される各番組の内容や，出演者，音楽などを例示することがで
きる。
【０２２９】
　また，本実施の形態にかかる“選択”とは，例えば入力部（図示せず。）であるマウス
のクリックや，ボタンの押下によりコンテンツ要素が指定された状態や，マウスカーソル
などがそのコンテンツ要素の上に合わせている状態（ｏｎＭｏｕｓｅ），またはリモコン
操作により選択するための枠（カーソル）がそのコンテンツ要素上に表示されている状態
，などを含む。
【０２３０】
　図１５（ｂ）に示すように，画面表示部５０８に，メイン表示領域，サブ表示領域の他
に，第３表示領域を割当てることも可能である。
【０２３１】
　画面表示部５０８に割当てられる表示領域は，図１５（ｂ）に示す第１表示領域，第２
表示領域，第３表示領域など，複数の階層構造に構成することができる。したがって，各
階層間の表示領域で，親と子の関係を有している。例えば，第２表示領域の階層下の第３
表示領域にとって，第２表示領域は，親領域となる。
【０２３２】
　また，図１６に示すように，表示領域は，各種パターンにより，画面表示部５０８に割
付けられる。図１６は，本実施の形態にかかる画面表示部に割当てられる表示領域の概略
を示す説明図である。
【０２３３】
　図１６（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，メイン表示領域とサブ表示領域と
が上下に配置される場合でもよい。
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【０２３４】
　図１６（ｂ）に示すように，画面表示部５０８には，上側にサブ表示領域と，下側にメ
イン表示領域が上下に配置される場合でもよい。
【０２３５】
　また，図１６（ｃ）に示すように，左側にサブ表示領域と，右側にメイン表示領域が左
右に配置される場合でもよい。なお，本実施の形態にかかるメイン表示領域とサブ表示領
域が配置されるレイアウトは，かかる例に限定されない。
【０２３６】
　メイン表示領域とサブ表示領域との他に第３表示領域などのように，複数の階層になる
ことがある。そこで以下，それぞれ階層の表示領域の親子関係を数字で表し，第１表示領
域のサブ表示領域を第２表示領域，第２表示領域をメイン表示領域としたときのサブ表示
領域を第３表示領域，第Ｎ表示領域をメイン表示領域としたときのサブ表示領域を第Ｎ＋
１表示領域というように区別する。
【０２３７】
　また，本実施の形態にかかる画面表示部５０８には，メイン表示領域，サブ表示領域と
分類して表示領域を割当てているが，各表示領域の特性は同様のものである。したがって
，各表示領域の面積などの相互間の関連性なども特に限定されない。上記関連性として，
例えば，メイン表示領域は最も面積が大きいなどを例示することができる。
【０２３８】
（コンテンツ要素の配置パターン）
　次に，図１７Ａ，図１７Ｂを参照しながら，本実施の形態にかかるコンテンツ要素の配
置のパターンについて説明する。図１７Ａ，図１７Ｂは，本実施の形態にかかる表示領域
内に表示されるコンテンツ要素の概略的な構成を示す説明図である。
【０２３９】
　以下，図１７Ａ，図１７Ｂを参照しながら説明するが，表示領域内には，後述するよう
に，コンテンツ情報に含まれる複数のコンテンツ要素が表示されている。表示のパターン
例としては，リスト型，テーブル型，例えばＥＰＧ情報のように，それらを組み合わせた
形式，または不規則型などが例示される。表示のパターンは，複数のコンテンツ要素内か
ら目的のコンテンツ要素を特定できる形式であればよい。
【０２４０】
　表示領域内にコンテンツ要素がさらに領域により表示されている場合には，その中にア
イコンなどの子コンテンツ要素を配置することができる。例えばリストやテーブルの一つ
のコンテンツ要素の表示領域内にさらに複数の関連アイコンなどを配置することができ，
階層化できる。
【０２４１】
　まず，図１７Ａ（ａ）に示すように，表示領域には，コンテンツ要素が上から順に要素
Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，および要素Ｄと上下に，リスト型のように配置されている。なお，
表示領域は，上記説明のメイン表示領域，サブ表示領域などに該当する。
【０２４２】
　上記要素Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，および要素Ｄには，さらに子要素としてアイコン６００
（６００－１，６００－２，…，６００－７）が含まれる。
【０２４３】
　上記要素Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，および要素Ｄのうちいずれか一つを，マウスのクリック
等で選択することにより，選択されたコンテンツ要素に関連付けられた詳細情報を，他の
表示領域に表示させることができる。
【０２４４】
　また，各アイコン６００をクリック等で選択することにより，アイコン６００が備わる
コンテンツ要素に関連する各種の詳細情報を，表示領域を割当てることで表示することが
できる。なお，コンテンツ要素に関連付けられた詳細情報が存在しない場合，上記コンテ
ンツ要素には，アイコン６００が一切含まれない。
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【０２４５】
　各コンテンツ要素に，コンテンツ要素の関連情報として，サブコンテンツである詳細情
報を表示させるためのアイコンを表示させることで，アイコンが多いほど，詳細情報も豊
富であることを視認することが容易となる。また，意図的に，そのようなコンテンツ要素
にアクセスし，情報を得ようと試みる機会が増える。
【０２４６】
　１つのコンテンツ要素には，表示させたい詳細情報のカテゴリごとに１又は２以上のア
イコン６００を備えることができる。したがって，アイコン６００を選択することで，所
望のカテゴリの詳細情報を効率的に表示することができる。
【０２４７】
　本実施の形態にかかるカテゴリとして，例えば，メインコンテンツがＥＰＧ情報である
場合，番組内容，出演者，書籍，または音楽などを例示することができる。したがって，
番組内容のアイコン６００，出演者のアイコン６００，書籍のアイコン６００，または音
楽のアイコン６００を，コンテンツ要素に該当する番組ごとに備えることで，当該番組に
関連する出演者の詳細情報等を表示領域に表示させることができる。
【０２４８】
　次に，図１７Ａ（ｂ）に示すように，表示領域には，コンテンツ要素が左から順に要素
Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，要素Ｄ，要素Ｅ，および要素Ｆと左右に，リスト型のように配置さ
れている。また，上記要素Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，要素Ｄ，要素Ｅ，および要素Ｆには，さ
らにアイコン６００（６００－８，６００－２，…，６００－１４）が含まれ，各コンテ
ンツ要素に表示されている。なお，その他は，図１７（ａ）とほぼ同様の構成であるため
詳細な説明は省略する。
【０２４９】
　次に，図１７Ａ（ｃ）に示すように，表示領域には，コンテンツ要素が碁盤の目のよう
にテーブル型に配置され左上隅から下の順に要素Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，要素Ｄと配置され
，続いて，要素Ｅ，要素Ｆ，要素Ｇ，要素Ｈ，…，要素Ｐと配置されている。また，上記
要素Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，…，要素Ｐには，さらに子要素（子コンテンツ要素）としてア
イコン６００（６００－１５，６００－１６，…，６００－２６）が含まれ，各コンテン
ツ要素に表示される。なお，その他は，図１１（ａ）とほぼ同様の構成であるため詳細な
説明は省略する。
【０２５０】
　次に，図１７Ｂ（ｄ）に示すように，表示領域には，コンテンツ要素がテーブル形式の
変形例として，縦軸を時間，横軸を放送局としたＥＰＧ情報を表示する形式に配置されて
いる。
【０２５１】
　上記ＥＰＧ情報における各コンテンツ要素は，放送局Ａでは，放送時間順に要素Ａ，要
素Ｂ，要素Ｃ，要素Ｄと配置され，続いて，放送局Ｂでは，時間の早い順に要素Ｅ，要素
Ｆ，要素Ｇと配置され，放送局Ｃでは，時間の早い順に要素Ｈ，要素Ｉ，要素Ｊと配置さ
れている。
【０２５２】
　また，上記要素Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，…，要素Ｊには，さらにアイコン６００（６００
－３０，６００－３１，…，６００－３９）が含まれ，表示されている。なお，その他は
，図１７（ａ）とほぼ同様の構成であるため詳細な説明は省略する。
【０２５３】
　次に，図１７Ｂ（ｅ）に示すように，表示領域には，コンテンツ要素が不規則に配置（
不規則形式）されている。左上から順に要素Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，および要素Ｄと配置さ
れている。また，上記要素Ａ，要素Ｂ，要素Ｃ，および要素Ｄには，さらにアイコン６０
０（６００－４０，６００－１６，…，６００－４３）が含まれ，各コンテンツ要素に表
示されている。なお，その他は，図１７（ａ）とほぼ同様の構成であるため詳細な説明は
省略する。
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【０２５４】
（表示領域の割付バリエーション）
　次に，図１８Ａ～図１８Ｆを参照しながら，本実施の形態にかかる画面表示部５０８に
各表示領域が割付けられるバリエーションについて説明する。図１８Ａ～図１８Ｆは，本
実施の形態にかかる表示領域が割付けられる遷移を概略的に示す説明図である。
【０２５５】
　まず，図１８Ａ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が表示され
ている。なお，第１表示領域には，例えばメインコンテンツであるＥＰＧ情報などのコン
テンツ情報が表示される。
【０２５６】
　次に，図１８Ａ（ａ）に示す第１表示領域から，例えば番組などのコンテンツ要素が選
択されると，当該コンテンツ要素に紐付けられる詳細情報を表示するための表示領域が新
たに割付けられる。
【０２５７】
　図１８Ａ（ｂ）に示すように，上記新たに割付けられる第２表示領域は，第１表示領域
の下に，配置される。したがって，第１表示領域は第２表示領域を表示する分だけ縮小さ
れる。なお，第１表示領域を縮小する際，必要な部分だけを残して縮小することが可能で
あるが，かかる処理については後述する。
【０２５８】
　また，図１８Ａ（ｂ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示
領域とが１画面内に収まるように割付けられているため各表示領域の全体を視認すること
ができる。
【０２５９】
　第１表示領域内のコンテンツ要素（番組など）に関連する詳細情報とが第２表示領域に
表示されるため，第１表示領域と第２表示領域とは，主従の関係を有している。かかる表
示領域は，第２階層，第３階層など，階層が増えた場合であっても同様に主従の関係を有
する。例えば，第５表示領域と第６表示領域等とは主従の関係を有している。
【０２６０】
　次に，図１８Ａ（ｃ）に示すように，第２表示領域内に表示されるコンテンツ要素が選
択されると，当該コンテンツ要素に紐付けられる詳細情報を表示する表示領域が新たに第
３表示領域として表示される。なお，第２表示領域に表示されるコンテンツ要素は，例え
ば，番組の出演者のプロフィール，番組の前回のストーリーなど，種種の項目，話題など
を例示することができる。
【０２６１】
　図１８Ａ（ｃ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域と
が割付けられた後，さらに第３表示領域が第２表示領域の下に，画面表示部５０８の画面
に収められるように割付けられる。
【０２６２】
　次に，図１８Ｂ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が表示され
ている。なお，第１表示領域には，例えばメインコンテンツであるＥＰＧ情報などのコン
テンツ情報が表示される。なお，図１８Ａとの相違点について説明する。
【０２６３】
　図１８Ｂ（ｂ）に示すように，第２表示領域は，第１表示領域の上に，配置される。し
たがって，第１表示領域は第２表示領域を表示する分だけ縮小される。
【０２６４】
　次に，図１８Ｂ（ｃ）に示すように，第２表示領域内に表示されるコンテンツ要素が選
択されると，当該コンテンツ要素に紐付けられる詳細情報を表示する表示領域が新たに第
３表示領域として表示される。
【０２６５】
　図１８Ｂ（ｃ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域と
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が割付けられた後，さらに第３表示領域が第１表示領域の下に，画面表示部５０８の画面
に収められるように割付けられる。
【０２６６】
　次に，図１８Ｃ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が表示され
ている。なお，第１表示領域には，例えばメインコンテンツであるＥＰＧ情報などのコン
テンツ情報が表示される。なお，図１８Ａとの相違点について説明する。
【０２６７】
　図１８Ｃ（ｂ）に示すように，第２表示領域は，第１表示領域の右に，配置される。し
たがって，第１表示領域は第２表示領域を表示する分だけ縮小される。
【０２６８】
　次に，図１８Ｃ（ｃ）に示すように，第２表示領域内に表示されるコンテンツ要素が選
択されると，当該コンテンツ要素に紐付けられる詳細情報を表示する表示領域が新たに第
３表示領域として表示される。
【０２６９】
　図１８Ｃ（ｃ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域と
が割付けられた後，さらに第３表示領域が第２表示領域の下側に，画面表示部５０８の画
面に収められるように割付けられる。したがって，第２表示領域が第３表示領域を表示す
る分だけ縮小される。
【０２７０】
　次に，図１８Ｄ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が表示され
ている。なお，第１表示領域には，例えばメインコンテンツであるＥＰＧ情報などのコン
テンツ情報が表示される。なお，図１８Ａとの相違点について説明する。
【０２７１】
　図１８Ｄ（ｂ）に示すように，第２表示領域は，第１表示領域の右に，配置される。し
たがって，第１表示領域は第２表示領域を表示する領域の分だけ縮小される。
【０２７２】
　次に，図１８Ｄ（ｃ）に示すように，第２表示領域内に表示されるコンテンツ要素が選
択されると，当該コンテンツ要素に紐付けられる詳細情報を表示する表示領域が新たに第
３表示領域として表示される。
【０２７３】
　図１８Ｄ（ｃ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域と
が割付けられた後，さらに第３表示領域が第１表示領域の下側に，画面表示部５０８の画
面に収められるように割付けられる。したがって，第１表示領域が第３表示領域を表示す
る分だけ縮小される。
【０２７４】
　次に，図１８Ｅ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が表示され
ている。なお，第１表示領域には，例えばメインコンテンツであるＥＰＧ情報などのコン
テンツ情報が表示される。なお，図１８Ａとの相違点について説明する。
【０２７５】
　図１８Ｅ（ｂ）に示すように，第２表示領域は，第１表示領域の右側に，配置される。
したがって，第１表示領域は第２表示領域を表示する領域の分だけ縮小される。
【０２７６】
　次に，図１８Ｅ（ｃ）に示すように，第２表示領域内に表示されるコンテンツ要素が，
さらに選択されると，当該コンテンツ要素に紐付けられる詳細情報を表示する表示領域が
新たに第３表示領域として表示される。
【０２７７】
　図１８Ｅ（ｃ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域と
が割付けられた後，さらに第３表示領域が第１表示領域と第２表示領域の下側に，画面表
示部５０８の画面に収められるように割付けられる。したがって，第１表示領域と第２表
示領域が第３表示領域を表示する領域の分だけ縮小される。



(32) JP 4193629 B2 2008.12.10

10

20

30

40

50

【０２７８】
　さらに，図１８Ｆ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が表示さ
れている。なお，第１表示領域には，例えばメインコンテンツであるＥＰＧ情報などのコ
ンテンツ情報が表示される。なお，図１８Ａとの相違点について説明する。
【０２７９】
　図１８Ｆ（ｂ）に示すように，第２表示領域は，第１表示領域のうち右下方向に，配置
される。したがって，第１表示領域は第２表示領域を表示する領域の分だけ縮小される。
【０２８０】
　次に，図１８Ｆ（ｃ）に示すように，第２表示領域内に表示されるコンテンツ要素が，
さらに選択されると，第２表示領域の当該コンテンツ要素に紐付けられた詳細情報を表示
するための表示領域が新たに第３表示領域として割当てられる。
【０２８１】
　図１８Ｆ（ｃ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域と
が割付けられた後，さらに第３表示領域が第２表示領域の内側に配置される。第３表示領
域が配置される際，第２表示領域は，第３表示領域を表示可能な所定領域を確保しつつ，
第２表示領域に必要な情報を表示するだけの領域をさらに確保する。
【０２８２】
　したがって，第２表示領域は，第３表示領域によって，領域が全て奪われることはない
。第２表示領域の拡張された領域と，第３表示領域の領域は，第１表示領域を縮小するこ
とで確保される。なお，第１表示領域，第２表示領域，および第３表示領域は，画面表示
部５０８の画面に収められるように割付けられる。
【０２８３】
　なお，図１８Ａ～図１８Ｆに示す本実施の形態にかかる画面表示部５０８には，まず第
１表示領域のみが表示される場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，例え
ば，まず，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域とが表示される等の場合
であってもよい。
【０２８４】
　図１８Ａ～図１８Ｆに示す各階層の表示領域は，コンテンツ情報の情報量や属性に応じ
て，割当てられる表示領域の大きさが動的に変更する。また，割当てられた表示領域の大
きさに適合する領域に，表示領域が割付けられる。したがって，その時のコンテンツ情報
の情報量等に応じて，割付けられる表示領域のレイアウトが相違する。なお，情報量は，
コンテンツ情報を表示するのに必要な領域の大きさ（サイズ）やコンテンツ情報のデータ
容量などに相当し，上記サイズもしくはデータ容量のうち少なくとも一方に基づき求めら
れる。
【０２８５】
　次に，図１９，図２０を参照しながら，第１表示領域にＥＰＧ情報が表示される場合，
本実施の形態にかかる画面表示部５０８における各表示領域が割付けられる遷移について
説明する。図１９，図２０は，本実施の形態にかかる第１表示領域にはＥＰＧ情報が表示
された場合の表示領域の割付遷移を概略的に示す説明図である。
【０２８６】
　図１９（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域のみが割当てられて
いる。第１表示領域には，ＥＰＧ情報が表示され，各放送局の番組の放送時間予定が表示
される。なお，図１９に示すＥＰＧ情報は，１９時～２１時までの時間帯の各放送局の番
組のみが表示されているが，入力部（図示せず。）により，ＥＰＧ情報の番組表を上下に
スクロールすることで，他の時間帯の各放送局の番組を表示できる。
【０２８７】
　図１９に示す画面表示部５０８の表示領域は，上記説明の図１８Ａに示す表示領域と対
応する。例えば，図１９（ａ）に示す第１表示領域は，図１８Ａ（ａ）に示す第１表示領
域に対応する。また，図１９（ｂ）に示す第１表示領域および第２表示領域も，図１８Ａ
（ｂ）に示す第１表示領域および第２表示領域に対応する。
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【０２８８】
　図１９に示すように，放送局である「Ａ局」には，１９時～２１時の間に，コンテンツ
に構成する要素として番組Ａ１と，番組Ａ２が放送予定となっている。また，同様に放送
局である「Ｂ局」には，１９時～２１時の間に，番組Ｂ１と，番組Ｂ２が放送予定となっ
ており，放送局である「Ｃ局」には，番組Ｃ１と，番組Ｃ２が放送予定となっている。
【０２８９】
　次に，入力部により，番組Ｂ２が選択されると，番組Ｂ２と同時間帯に放送される他の
放送局の番組（番組Ａ１，番組Ａ２，番組Ｃ１，番組Ｃ２）とが第１表示領域に部分的に
表示されるように第１表示領域が縮小される。したがって，第１表示領域が縮小されると
番組Ｂ２の同時間帯の番組以外は除かれ，第１表示領域に表示されない。なお，上記ＥＰ
Ｇ情報のうち番組を部分的に表示するために部分取得部５１０により該当する番組が取得
される。
【０２９０】
　なお，本実施の形態にかかる第１表示領域は，選択された番組と同時間帯に放送される
他局の番組とを残すように縮小される場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定され
ない。例えば，第１表示領域は，選択された番組と，同じ放送局内の他の時間帯で放送さ
れる番組とを残すように縮小される場合，選択された番組とカテゴリ又は属性等が同じで
ある他の番組を残すように縮小される場合等であっても実施可能である。同じ放送局の他
の時間帯で放送される番組を残す場合，縮小後の第１表示領域は，同じ放送局である縦方
向の領域だけが残る。例えば，選択された番組が番組Ｂ２の場合，縦方向の領域は，番組
Ｂ１と番組Ｂ２とが残るような領域である。
【０２９１】
　また，第１表示領域の縮小が，選択された番組の同時間帯の番組が表示される領域に縮
小するのか，同じ放送局内の他の時間帯に放送される番組が表示される領域に縮小するの
か等，どちらのパターンを選択するかは，予め画面表示装置１０１に備わる記憶部（図示
せず。）に記録される設定情報（図示せず。）に上記パターン選択を登録することで実施
可能となる。
【０２９２】
　上記説明の通り，第１表示領域が縮小されると，縮小された第１表示領域は，破線によ
り表示される領域となる。上記縮小された第１表示領域は，画面表示部５０８の画面中央
部に位置するため，画面表示部５０８の画面上部までスライド移動する。なお，上記スラ
イドしながら移動する遷移については，後程説明する。
【０２９３】
　縮小された第１表示領域が画面表示部５０８の画面上部に移動することで，画面表示部
５０８の画面下部に表示領域を割当てることができる。
【０２９４】
　図１９（ｂ）に示すように，縮小された第１表示領域が画面表示部５０８の画面上部に
移動している。さらに，画面表示部５０８の画面下部には，番組Ｂ２に関連付けられる詳
細情報を表示するための第２表示領域が新たに割付けられる。割付けられた第２表示領域
には，上記詳細情報が表示される。
【０２９５】
　図１９（ｂ）に示す画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域とが上下に割
付けられている。第１表示領域には選択された番組Ｂ２に時間軸がリンクする他の番組（
番組Ａ１，…，番組Ｃ２）が表示され，第２表示領域には，第１表示領域で選択された番
組Ｂ２に紐付く詳細情報が表示される。
【０２９６】
　したがって，画面表示部５０８に表示される第１表示領域のコンテンツ要素と第２表示
領域に表示される詳細情報とは階層的な関係であるため，コンテンツ要素と詳細情報との
関連性の想起を容易にし，さらに第１表示領域，第２表示領域など各階層の表示領域の情
報が画面全体に表示されることで，全体の情報の視認を容易にし，思考過程の整理を効率
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的に行える。
【０２９７】
　なお，図１９に示す画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域が割付けられ
る場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，例えば，第３表示領域など１又
は２以上の表示領域が割付けられる場合であっても実施可能である。
【０２９８】
　また，図１９に示す画面表示部５０８の表示領域の割付パターンは，図１８Ａに対応す
る場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，例えば，表示領域の割付パター
ンは，図１８Ｂ～図１８Ｆなどの場合であっても実施可能である。
【０２９９】
　次に，図２０（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域のみが割当て
られている。第１表示領域には，ＥＰＧ情報が表示され，各放送局の番組の放送時間予定
が表示される。なお，図２０に示すＥＰＧ情報は，１９時～２１時までの時間帯の各放送
局の番組のみが表示されているが，入力部（図示せず。）により，ＥＰＧ情報の番組表を
上下にスクロールすることで，他の時間帯の各放送局の番組を表示できる。
【０３００】
　図２０に示す画面表示部５０８の表示領域は，上記説明の図１８Ｆに示す表示領域と対
応する。例えば，図２０（ａ）に示す第１表示領域は，図１８Ｆ（ａ）に示す第１表示領
域に対応する。また，図２０（ｂ）に示す第１表示領域および第２表示領域も，図１８Ｆ
（ｂ）に示す第１表示領域および第２表示領域に対応する。
【０３０１】
　図２０に示すように，放送局である「Ａ局」には，１９時～２１時の間に，コンテンツ
に構成する要素として番組Ａ１と，番組Ａ２が放送予定となっている。また，同様に放送
局である「Ｂ局」には，１９時～２１時の間に，番組Ｂ０と，番組Ｂ１と，番組Ｂ２，番
組Ｂ３が放送予定となっており，放送局である「Ｃ局」には，番組Ｃ１と，番組Ｃ２が放
送予定となっている。
【０３０２】
　次に，入力部により，番組Ｂ２が選択されると，図２０（ａ）に示す破線の領域のよう
いに，番組Ｂ２と，番組Ｂ２の周辺部の放送番組（番組Ｃ１，番組Ｃ２，番組Ｂ３）とが
第１表示領域に表示されるように第１表示領域が縮小される。なお，縮小された第１表示
領域の領域の大きさに応じて，表示される番組の調整が行われる。また第１表示領域が縮
小されると番組Ｂ２の周辺部に配置される番組以外は除かれ，第１表示領域に表示されな
い。上記第１表示領域に表示されるＥＰＧ情報のうち番組を部分的に表示するために部分
取得部５１０により該当する番組が取得される。
【０３０３】
　例えば，縮小された第１表示領域の領域に余裕がある場合，矢印Ａ方向に配置される番
組（番組Ｄ１，番組Ｄ２など。）や，矢印Ｂ方向に配置される番組（番組Ｂ４など。）が
第１表示領域に表示される。
【０３０４】
　なお，図２０（ａ）に示す縮小された第１表示領域は，番組Ｂ２，番組Ｃ１，番組Ｃ２
，番組Ｂ３である場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，図２０（ａ）に
示すように，縮小される第１表示領域が“」”状の領域（番組Ｂ０，番組Ｂ１，番組Ｂ２
，番組Ａ１，番組Ａ２）の場合でもよい。
【０３０５】
　次に，入力部により，番組Ｂ２が選択されると，番組Ｂ２と，番組Ｂ２の周辺部の番組
（番組Ｂ３，番組Ｃ１，番組Ｃ２）とが第１表示領域に表示されるように第１表示領域が
“「”状に縮小される。なお，上記“「”状に縮小される表示領域の割付パターンは，上
記説明の設定情報等に予め登録される。
【０３０６】
　また，上記説明の通り，第１表示領域が“「”状に縮小されると，縮小された第１表示
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領域は，矢印Ａ方向および矢印Ｂ方向に伸びる破線により表示された領域となる。上記縮
小された第１表示領域は，画面表示部５０８の画面中央部に位置するため，画面表示部５
０８の画面左上部までスライド移動する。なお，上記スライドしながら移動する遷移につ
いては，後程説明する。
【０３０７】
　縮小された第１表示領域が画面表示部５０８の画面上部に移動することで，画面表示部
５０８の画面右下部に表示領域を割当てることができる。
【０３０８】
　図２０（ｂ）に示すように，縮小された第１表示領域が画面表示部５０８の画面左上部
に移動している。さらに，画面表示部５０８の画面右下部には，番組Ｂ２に関連付けられ
る詳細情報を表示するための第２表示領域が新たに割付けられる。割付けられた第２表示
領域には，上記詳細情報が表示される。
【０３０９】
　図２０（ｂ）に示す第２表示領域には，番組Ｂ２に関連付けられる詳細情報と，“書籍
１”アイコン，“書籍２”アイコン，“書籍３”アイコン，“書籍４”アイコンからなる
アイコン６００とが表示される。
【０３１０】
　図２０（ｂ）に示すように，上記詳細情報は，“番組Ｂ２に関連する書籍は，書籍１，
書籍２，書籍３です。”のようにテキストからなるメッセージ等である。なお，詳細情報
は，かかる例に限定されず，例えば，静止画像，動画像，音声などから構成される場合で
あってもよい。
【０３１１】
　図２０（ｂ）に示す画面表示部５０８には，第２表示領域が第１表示領域の右下方向に
配置されるように割付けられている。第１表示領域には選択された番組Ｂ２および番組２
の周辺部の番組（番組Ｂ３，番組４，番組Ｃ１，番組Ｃ２，番組Ｄ１，番組Ｄ２）が表示
され，第２表示領域には，第１表示領域で選択された番組Ｂ２に紐付く詳細情報とが表示
される。
【０３１２】
　次に，図２０（ｃ）に示すように，第２表示領域に表示されたアイコン６００のうち，
所望のアイコン６００が入力部により，選択される。入力部によりアイコン６００が選択
されると，「書籍２」アイコンのように，アイコンの枠線が太くなりアクティブ状態とな
る。
【０３１３】
　アイコン６００が選択されると，選択されたアイコン６００に関連付けられた詳細情報
が第３表示領域に表示される。アイコン６００を含む第２表示領域に表示される詳細情報
の階層下が第３表示領域に表示される詳細情報となる。したがって，第２表示領域の詳細
情報よりも，範囲が狭まった詳細な情報が第３表示領域に表示される。
【０３１４】
　図２０（ｄ）に示すように「書籍２」アイコンが選択されると，「書籍２」に関連付け
られた詳細情報を第３表示領域に表示するため，第２表示領域が“「”状に縮小される。
上記第２表示領域は図１８Ｆ（ｃ）に示す第２表示領域に対応するように縮小される。な
お，第２表示領域の縮小は，第３表示領域に表示する詳細情報の情報量に応じて変動する
が，詳細な説明は後述する。
【０３１５】
　第２表示領域の縮小により，空いたスペースに第３表示領域を割当てることで，“書籍
３”に関連付けられた詳細情報を表示することができる。なお，第３表示領域には，第２
表示領域と同様に，アイコンを選択すれば書籍２を購入することができる「購入する」ア
イコンなどのアイコン６００と「書籍２」に関連する詳細情報とが表示される。
【０３１６】
　なお，図２０に示す第２表示領域，第３表示領域には，詳細情報のカテゴリが書籍に関
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する詳細情報が表示される場合を例に挙げて説明したがかかる例に限定されず，例えば，
第２表示領域，第３表示領域には，詳細情報のカテゴリが番組の内容，音楽，出演者など
に関する詳細情報が表示される場合であっても実施可能である。その際には，第１表示領
域にカテゴリごとにアイコン６００が表示される。
【０３１７】
　画面表示部５０８に表示される第１表示領域のコンテンツ要素と第２表示領域に表示さ
れる詳細情報と，第３表示領域に表示される詳細情報とは階層的な関係であり，注視され
る確率が高い画面右下が最下層の詳細情報であるため，番組などのコンテンツ要素と，詳
細情報との関連性の想起を容易にし，さらに第１表示領域，第２表示領域，第３表示領域
など各階層の表示領域の情報が画面全体に表示されることで，全体の情報の視認を容易に
する。したがって，各階層ごとに情報を順次に選択する動機など思考過程の整理を効率的
に行える。
【０３１８】
　なお，図２０に示す画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域と第３表示領
域とが割付けられる場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，例えば，第５
表示領域など１又は２以上の表示領域が割付けられる場合であっても実施可能である。
【０３１９】
　また，図２０に示す画面表示部５０８の表示領域の割付パターンは，図１８Ｆに対応す
る場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されない。例えば，表示領域の割付パタ
ーンは，図１８Ｂ～図１８Ｆなどの場合であっても実施可能である。
【０３２０】
（画面表示動作）
　次に，図２１を参照しながら，上記のように構成された画面表示システム１００に適用
される画面表示の動作について説明する。図２１は，本実施の形態にかかる画面表示シス
テムの画面表示動作の概略を示すフローチャートである。
【０３２１】
　まず，図２１に示すように，画面表示装置１０１は，ディレクトリサービスサーバ１０
６またはコンテンツサービスサーバ１０７からメタ情報を受信する（Ｓ１５０１）。なお
，上記メタ情報を受信する前に，画像表示装置１０１は，放送局１０５からメタ情報参照
ＩＤを受信する必要がある。以下，メタ情報参照ＩＤの受信について簡潔に述べる。
【０３２２】
　放送局１０５は，メタ情報参照ＩＤを画像表示装置１０１に送信するために，まず番組
編成部２０１により，番組の編成処理を実行する。放送局１０５で番組の編成が決まると
，番組に関連したメインメタ情報（番組メタ情報）とサブメタ情報等（サブサブメタ情報
など）を生成する。なお，上記番組を識別するためのメタ情報参照ＩＤを割当てておく。
【０３２３】
　次に，番組メタ情報付加部２０３およびサブメタ情報付加部２０２は，編成処理により
生成される編成情報に，上記番組メタ情報とサブメタ情報とを付加する。なお，編成処理
等の際に，各メタ情報には，属性情報が設定される。
【０３２４】
　番組に関連したサブコンテンツのうち，視聴者に提示する詳細情報としてサブコンテン
ツ等を選び，上記サブコンテンツ等とメタ情報参照ＩＤとを関連付ける。また，上記番組
に対応するメタ情報参照ＩＤを編成情報に付加することにより，図９に示すように番組メ
タ情報またはサブメタ情報等とを関連付ける。
【０３２５】
　メタ情報参照ＩＤには，番組メタ情報とサブメタ情報とが紐付けられる。したがって，
上記メタ情報参照ＩＤに紐付けられた番組メタ情報，サブメタ情報，サブサブメタ情報等
は，メタ情報参照ＩＤをキーとし，図９に示す階層的に一体化されたデータ構造となる。
【０３２６】
　メタ情報参照ＩＤを取得することにより，当該メタ情報参照ＩＤに紐付けられた上記メ
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タ情報群のうち，必要な番組メタ情報またはサブメタ情報だけを抽出し，部分的に取得す
ることができる。
【０３２７】
　メタ情報参照ＩＤに，これらのサブメタ情報，サブサブメタ情報などを関連付けること
により，サブメタ情報，サブサブメタ情報，または番組メタ情報をアクセスすることがで
きる。なお，メタ情報参照ＩＤ，番組メタ情報，およびサブメタ情報などのメタ情報を，
まとめてディレクトリサービスサーバ１０６が保有する。
【０３２８】
　また，サブメタ情報（サブサブメタ情報など）と，サブメタ情報等に関連付けられるコ
ンテンツ情報，詳細情報，またはコンテンツ要素に関連するグッズとは，コンテンツサー
ビスサーバ１０７により保有される。
【０３２９】
　編成処理が終了すると，次に，識別情報送信部２０７は，基本ＥＰＧ情報と，上記基本
ＥＰＧ情報に関連付けられたメタ情報参照ＩＤとを放送波を介して送出する。なお，識別
情報送信部２０７は，基本ＥＰＧ情報とメタ情報参照ＩＤとをネットワーク１０３を介し
て送信する場合でも実施可能である。
【０３３０】
　また，識別情報送信部２０７は，放送番組の放送と同時にメタ情報参照ＩＤを配信する
場合に限られず，各種ＥＰＧ情報配信サービス等で配信される基本ＥＰＧ情報にメタ情報
参照ＩＤを付加あるいは包含することにより，メタ情報参照ＩＤを事前に配信する場合等
であってもよい。
【０３３１】
　なお，本実施の形態にかかる識別情報送信部２０７は，基本ＥＰＧ情報とともにメタ情
報参照ＩＤを送出する場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，提供するメ
インコンテンツに応じて，識別情報送信部２０７は，メタ情報参照ＩＤのみを送出する場
合であっても実施可能である。
【０３３２】
　画面表示装置１０１に備わるメタ情報取得／記憶部５０３は，放送波又はネットワーク
１０３を介して送信されるメタ情報参照ＩＤを放送局１０５ごとに記憶保有する。
【０３３３】
　つまり，画面表示装置１０１に上記メタ情報参照ＩＤ，番組メタ情報の送信後，画面表
示装置１０１側からの要求により，ディレクトリサービスサーバ１０６は，メタ情報参照
ＩＤに紐付けられたサブメタ情報等を画面表示装置１０１に送信する。
【０３３４】
　放送波によって配信する場合，例えば，ＳＩ内のテーブル情報のうち，ディスクリプタ
属性の値としてメタ情報参照ＩＤを割当てることにより，放送波を介してメタ情報参照Ｉ
Ｄを基本ＥＰＧ情報とともに送信することができる。
【０３３５】
　なお，本実施の形態にかかる識別情報送信部２０７は，メタ情報参照ＩＤを新たに付加
して配信する場合を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，メタ情報参照ＩＤ以
外に，メインコンテンツを一意に特定できる値をメタ情報参照ＩＤとして利用してもよい
。例えば，放送番組をメインコンテンツとしたときに，放送波のＳＩ情報に含まれるサー
ビスＩＤとイベントＩＤの組合わせ，など複数の組合せからなる値をメタ情報参照ＩＤと
して利用してもよい。
【０３３６】
　したがって，画面表示装置１０１に備わるコンテンツ情報取得部５０５で基本ＥＰＧ情
報やメタ情報参照ＩＤを受信することで，図２１に示すように，上記コンテンツ情報取得
部５０５は，ディレクトリサービスサーバ１０６から番組メタ情報またはサブメタ情報な
どの各種メタ情報を取得する（Ｓ１５０１）。
【０３３７】
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　図２２（ａ）に示すように，ディレクトリサービスサーバ１０６またはコンテンツサー
ビスサーバ１０７には，各種メタ情報またはサブメタ情報等が記憶／管理されている。番
組メタ情報１６０１は，番組Ａの番組メタ情報であり，タイトル「ＡＡＡ」である番組メ
タ情報と，ジャンル「ドラマ」である番組メタ情報と，放送日時「２００３／ＸＸ／ＸＸ
，２０時～２１時」である番組メタ情報と，放送局「Ｘ」である番組メタ情報等とが含ま
れる。
【０３３８】
　各メタ情報には，属性情報が含まれる。上記番組Ａの番組メタ情報の属性情報は，例え
ば，上記“タイトル”の属性値が「ＡＡＡ」である場合や，上記“ジャンル”の属性値が
「ドラマ」である場合などを例示することができる。
【０３３９】
　上記番組メタ情報１６０１がディレクトリサービスサーバ１０６から画面表示装置１０
１に，ネットワーク１０３を介して送信される。
【０３４０】
　さらに，図２２（ａ）に示すように，サブメタ情報１６０２は，番組Ａに関連付けられ
るサブメタ情報であり，サブメタ情報１６０２－１には，タイトル「ＢＢＢ」であるサブ
メタ情報と，カテゴリ「ＣＤ」であるサブメタ情報等とが含まれており，サブメタ情報１
６０２－２には，タイトル「ＣＣＣ」であるサブメタ情報と，カテゴリ「書籍」であるサ
ブメタ情報等とが含まれている。
【０３４１】
　上記サブメタ情報１６０２は，メタ情報参照ＩＤをキーとして主である番組メタ情報に
紐付けられている。したがって，番組メタ情報が選択されると，ディレクトリサービスサ
ーバ１０６は，当該番組メタ情報に関連付けられたサブメタ情報を認識することが可能で
ある。
【０３４２】
　上記画面表示装置１０１に備わるメタ情報取得／記憶部５０３は，番組メタ情報を受信
すると，メタ情報参照ＩＤおよび基本ＥＰＧ情報に関連付けながら番組メタ情報を記憶す
る。
【０３４３】
　また，画面表示装置１０１に備わる表示画面生成部５０７は，受信した番組メタ情報と
ともに，メタ情報参照ＩＤ，基本ＥＰＧ情報に基づき，ＥＰＧ情報（電子番組表）におけ
る番組枠の生成をする（Ｓ１５０２）。
【０３４４】
　図２２（ｂ）に示すように，ＥＰＧ情報（電子番組表）における番組枠は，番組表に構
成されるコンテンツ要素である番組の配置領域の枠である。図２２（ｂ）に示す番組Ａの
番組枠は，放送局が「Ｘ」であり，放送時間帯が２０時であり，タイトルが「ＡＡＡ」で
，ジャンルが「ドラマ」の番組枠である。
【０３４５】
　上記番組枠が生成されると，番組メタ情報の番組の放送局，放送時間から，表示画面生
成部５０７は，表示画面における番組枠の表示位置を決定する。
【０３４６】
　次に，図２１に示すように，画面表示装置１０１に備わる表示画面生成部５０７は，生
成された番組Ａの番組枠に関連付けられたサブメタ情報等の有無を，ディレクトリサービ
スサーバ１０６に対して，問い合わせる。
【０３４７】
　ディレクトリサービスサーバ１０６は，番組Ａに紐付けられたサブメタ情報等を検索し
，検索結果を上記画面表示装置１０１に通知する。
【０３４８】
　上記検索結果，番組Ａと関連するサブメタ情報等の情報が存在していた場合（Ｓ１５０
３），画面表示装置１０１に備わる取得要求部５０２は，検索結果に該当するサブメタ情
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報等を参照するため，ディレクトリサービスサーバ１０６にアクセスする（Ｓ１５０４）
。
【０３４９】
　画面表示装置１０１に備わる取得要求部５０２によるアクセス後，ディレクトリサービ
スサーバ１０６は，サブメタ情報１６０２－１に含まれるカテゴリ「ＣＤ」のサブメタ情
報と，サブメタ情報１６０２－２に含まれるカテゴリ「書籍」のサブメタ情報とを送信す
る。
【０３５０】
　また，アイコン生成部５１４は，サブメタ情報に含まれる属性情報であるカテゴリの属
性値を参照し，そのカテゴリに対応するアイコンデータを生成する。生成されたアイコン
データなどの項目または子コンテンツ要素は，画面表示部５０８により番組枠に付加され
表示される。付加する位置は番組枠内でも，番組枠外でもよいが，番組との対応が視覚的
に認識しやすい位置が望ましい。
【０３５１】
　なお，アイコン生成部５１４は，上記アイコンデータを生成するために，予め画面表示
装置１０１の記憶部に各カテゴリに対応したテンプレート等を記憶する場合でもよく，デ
ィレクトリサービスサーバ１０６またはコンテンツサービスサーバ１０７から既に生成さ
れたアイコンを画面表示装置１０１が受信する場合でもよい。なお受信するタイミングは
，ＥＰＧ情報を画面表示する際，逐次受信する場合，所定期間毎に受信する場合などでも
実施可能である。
【０３５２】
　画面表示装置１０１に備わるコンテンツ情報取得部５０５は，上記カテゴリ「ＣＤ」の
サブメタ情報と，カテゴリ「書籍」のサブメタ情報とを取得する。取得後，メタ情報取得
／記憶部５０３は，上記サブメタ情報を既に記憶された基本ＥＰＧ情報，番組メタ情報，
およびメタ情報参照ＩＤに対応付けて記憶する。したがって，受信したサブメタ情報から
メタ情報参照ＩＤまたは番組メタ情報等を一意的に識別し，取得することができる。
【０３５３】
　次に，画面表示装置１０１に備わるアイコン生成部５１４は，上記サブメタ情報から，
詳細情報のカテゴリを表わすためのアイコンデータを生成する。図２２（ｃ）に示すよう
に，カテゴリの属性値が「書籍」と「ＣＤ」から，アイコンデータのテンプレートを参照
し，「書籍」と「ＣＤ」のアイコンデータをそれぞれ生成する。
【０３５４】
　生成された「書籍」アイコンデータと「ＣＤ」アイコンデータは，番組枠の所定位置に
「書籍」アイコン，「ＣＤ」アイコンとして表示される。なお，図２２（ｃ）に示すアイ
コン６００の配置個所に限定されず，その他いかなる場所に配置されてもよいが，視認性
を向上させるため，ある個所にアイコン６００をまとめて配置する場合が望ましい。なお
，カテゴリが存在しない場合は，番組枠内にアイコンは表示されない。
【０３５５】
　なお，上記検索結果，番組Ａと関連するサブメタ情報等の情報が存在しない場合（Ｓ１
５０３），生成された番組Ａの番組枠を画面表示部５０８が表示し，以降，受信した番組
メタ情報全てについて番組枠を生成し，画面表示部５０８に表示後，本実施の形態にかか
る画面表示処理は終了する。以下，表示画面にＥＰＧ情報が表示された後の動作について
簡潔に説明する。
【０３５６】
　番組枠が全て生成され，ＥＰＧ情報として画面表示部５０８に表示されると，所望の番
組または番組枠内に表示されたアイコン６００を選択できる。ユーザがこれらの各カテゴ
リのアイコン６００を選択すると，選択受付部５０４が選択を受付け，取得要求部５０２
が該当する番組に紐付けられたコンテンツのうち，該当するカテゴリに含まれるコンテン
ツのメタ情報を要求する。
【０３５７】
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　次に，コンテンツ情報取得部５０５は，該当するメタ情報と，当該メタ情報に含まれる
ＵＲＩ情報からリンク先の詳細情報等を取得するために，画面表示装置１０１に備わる記
憶部や，ディレクトリサービスサーバ１０６等をアクセスし，該当するメタ情報や詳細情
報等を取得する。
【０３５８】
　取得されたメタ情報や詳細情報等は，コンテンツ情報として表示領域に表示される。ま
た，一覧に表示されたコンテンツをさらに選択することでさらに詳細情報などを参照・表
示することができる。
【０３５９】
　なお，画面表示装置１０１に備わる記憶部に該当するメタ情報等が存在しない場合など
，画面表示装置１０１は，ネットワーク１０３を介してディレクトリサービスサーバ１０
６またはコンテンツサービスサーバ１０７に問い合わせることも実施可能である。
【０３６０】
　ここでのカテゴリの属性値は「ＣＤ」「書籍」などの商品としてのカテゴリなどの場合
を例に挙げて説明したが，かかる例に限定されず，その他様々な基準によって分類される
ことができる。例えば，カテゴリの属性値は，価格帯，人物などを例示することができる
。
【０３６１】
　第２表示領域は，第１表示領域のコンテンツ要素の詳細情報や関連情報を表示すること
に使用される。
【０３６２】
　例えば，ＥＰＧ情報が表示される画面表示部５０８上をマウスのカーソルなどが移動し
，そのカーソルに合わさったコンテンツ要素の詳細情報や関連情報が第２表示領域に表示
される。
【０３６３】
　カーソルが「放送局」のコンテンツ要素の上に合わさる場合，つまり図２２（ｂ）に示
す放送局「Ｘ」が表示される矩形領域などの上に合わさる場合，当該放送局の情報や，放
送局からのお勧め番組情報などが表示される。
【０３６４】
　また，ＥＰＧ情報が表示される画面表示部５０８上をマウスのカーソルなどが移動し，
コンテンツ要素である「番組」の上に上記カーソルが合わさった場合，第２表示領域には
，当該番組に関連付けられた詳細情報等が表示される。
【０３６５】
　また，番組枠の中にあるカテゴリ別に表示されたアイコン６００を選択した場合，第２
表示領域には，選択されたアイコン６００の番組に関連付けられたサブコンテンツのうち
，カテゴリが一致する詳細情報などのサブコンテンツの一覧が表示される。
【０３６６】
　上記詳細情報であるサブコンテンツ情報の一覧は，予め画面表示装置１０１に備わる記
憶部に記憶された当該アイコン６００にかかるサブメタ情報の階層下に属する他の各種メ
タ情報が一覧表示される。なお，必要に応じて随時，画面表示装置１０１は，各種メタ情
報をネットワーク１０３を介してディレクトリサービスサーバ１０６等に問い合わせる。
【０３６７】
　例えば，番組Ａに表示されたアイコン６００のうち，「出演者」アイコン６００を選択
した場合，画面表示装置１０１の選択受付部５０４は，選択されたアイコンにかかる属性
値からサブメタ情報を取得し，上記サブメタ情報をコンテンツ情報取得部５０５に通知す
る。
【０３６８】
　コンテンツ情報取得部５０５は，選択受付部５０４から通知されたサブメタ情報に関連
付けられたサブメタ情報を記憶部から取得する。
【０３６９】
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　画面表示部５０８は，取得されたサブメタ情報の一覧を第２表示領域に表示する。例え
ば，第２表示領域には，番組Ａに出演する出演者の名前の一覧などが表示される。
【０３７０】
　次に，第２表示領域に表示されたコンテンツ要素である「出演者」の一覧から，ユーザ
は，マウス等の入力部を用いて，番組Ａに関連する出演者の氏名に注目し，所望の出演者
の氏名を選択する。選択された氏名にかかるサブメタ情報の階層下に属す出演者のプロフ
ィール情報などを含む詳細情報が表示される。なお，サブメタ情報に含まれるＵＲＩ情報
に基づき，ネットワーク１０３を介してコンテンツ情報である詳細情報が送信される場合
でもよい。
【０３７１】
　そこで，表示領域生成部５０９は，表示画面における選択された出演者にかかる詳細情
報を表示するための領域を確保する。
【０３７２】
　また，表示領域制御部５１１は，第１表示領域のＥＰＧ情報の縮小を行う。縮小された
第１表示領域内にＥＰＧ情報を収めるために，ＥＰＧ情報から部分取得を行い，部分的に
取得されたＥＰＧ情報を縮小後の第１表示領域に嵌め込む。なお，部分取得は，例えば，
現在選択されている番組の属する放送局（チャンネル）のリストのみを残す場合等を例示
することができる。
【０３７３】
　上記選択された番組の周辺部分を取得する部分取得の方法として，その他に「指定され
た番組のみ残す」場合，「指定された番組と同時間帯の他チャンネルの番組を残す」場合
など，様々なルールを設定することができる。部分取得ルールは，予め画面表示装置１０
１に備わる記憶部の設定情報に登録することができる。
【０３７４】
　また部分取得されたＥＰＧ情報は，移動し，縮小された第１表示領域に収められる。上
記移動時には，例えばスライド移動など，ユーザから注視されやすい遷移効果をともなう
場合でも実施可能である。
【０３７５】
　同時に表示領域制御部５１１は，第２表示領域におけるサブコンテンツの表示位置を変
更する。第１表示領域が縮小されたことにより空いたスペースに上記サブコンテンツを移
動する。
【０３７６】
　なお，上記説明の通り，第２表示領域がスライド移動による遷移効果などをともなって
移動すると同時に，さらに空いたスペースに新たに第３表示領域が表示領域生成部５０９
により確保され，選択された出演者のプロフィールなどの詳細情報や，その他関連情報な
どのコンテンツ情報が表示される。なお，上記コンテンツ情報は，画面表示装置１０１に
備わる記憶部に予め記憶されている，またはコンテンツサービスサーバ１０７に記憶され
ている。
【０３７７】
　また，第３表示領域に表示された詳細情報や，その他の関連情報の一覧から，さらにア
イコン６００などの項目を選択することで第４表示領域を確保し詳細情報，関連情報を表
示する場合など，以降，第１表示領域，第２表示領域，…，と複数の階層からなる表示領
域を画面表示部５０８に割付けることが可能である。
【０３７８】
　ここで，画面表示部５０８に表示される画面には，複数階層からなる表示領域であって
も，全ての階層の表示領域が１画面内に収められて表示されることに注目する。表示領域
の階層が複数にわたる場合，各表示領域に表示される情報についても，表示領域の階層と
同じく，各階層の情報間で関連付けられている。
【０３７９】
　したがって，１画面内に全ての階層にわたるコンテンツ情報等の情報が表示されること
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で，情報全体を視覚的に把握することが容易となる。また，各階層の表示領域に表示され
た情報を１画面に収めて表示することで，各階層の情報を多面的に把握することが容易と
なる。
【０３８０】
　また，相対的に下位の階層の情報を閲覧しているときでも，カーソルを階層が上の表示
領域に移動し，アイコン６００等の項目を選択することにより，容易に上位の階層に属す
コンテンツ情報等の情報を表示することができる。例えば番組に関連付けられた人物の詳
細情報を見ているときにでも，第１表示領域内の別の番組を選択することが容易に可能と
なる。なお，縮小された第１表示領域内の番組を選択した際に，第１表示領域を拡大し，
ＥＰＧ情報を表示画面全体に表示する場合であっても実施可能である。
【０３８１】
（表示領域の割付動作）
　次に，図２３を参照しながら，上記のように構成された画面表示システム１００に適用
される表示領域の割付動作について説明する。図２３は，本実施の形態にかかる画面表示
システムの表示領域の割付動作の概略を示すフローチャートである。
【０３８２】
　なお，本実施の形態にかかる表示領域の割付動作において，画面表示装置１０１の画面
表示部５０８の各表示領域に表示される画面は，ディレクトリサービスサーバ１０６から
送信される情報を元にテンプレートなどを利用して，画面表示装置１０１が生成する場合
と，ディレクトリサービスサーバ１０６側で生成した表示画面データの格納場所をＵＲＩ
情報によって，画面表示装置１０１からアクセスすることにより，表示画面データを取得
する場合を例示することができる。
【０３８３】
　クライアント側で生成する場合は，サーバに用意されたメタ情報などを取得し，それと
ＸＭＬおよびＸＳＬＴによるテンプレート変換などにより生成する，という処理が一例と
して挙げられる。
【０３８４】
　また，サーバ側で生成された画面にアクセスして表示する場合は，あらかじめサーバ側
に用意されたページにアクセスする場合や，クライアントから必要な情報を送信してサー
バ側のアプリケーション（ＣＧＩプログラムなど）の起動により動的に生成したページの
ＵＲＩをクライアント側に通知し，通知を受けたクライアントがサーバにアクセスする場
合などを例としてあげることができる。
【０３８５】
　また，上記二つのパターンを同一画面内で随時併用することができる。例えば表示領域
や表示内容により，クライアント側での生成とサーバ側での生成を使い分ける。
【０３８６】
　図２３に示すように，まず画面表示装置１０１に備わる取得要求部５０２は，第Ｎ＋１
領域の表示要求があるかどうかを判断する（Ｓ１７０１）。例えば初期状態（Ｎ＝０）と
すると第１表示領域（初期画面）の表示要求がある，と判定する。また，Ｎ＞０の場合は
ユーザが第Ｎ表示領域内のある項目を選択し，さらに関連する情報の表示を要求した場合
，などが想定される。
【０３８７】
　ここで，例えば，第Ｎ＋１表示領域の表示要求があった場合（Ｓ１７０１），次に，取
得要求部５０２は，Ｎの値を判断する。Ｎ＝０の場合（Ｓ１７０１），表示領域生成部５
０９により，初期画面の表示に必要な領域が確保される。
【０３８８】
　Ｎ＞０の場合（Ｓ１７０１），表示領域制御部５１１は，第１表示領域～第Ｎ＋１表示
領域の表示領域や表示内容等の表示条件を決定する（Ｓ１７０３）。表示条件は，例えば
，図１８Ａ～図１８Ｆに示すような表示領域の割付パターンや，各表示領域の表示サイズ
またはデータサイズ等の制限と，コンテンツ要素に構成されるアイコン６００またはテキ
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スト，画像等の項目の数やサイズの制限などを例示することができる。各表示領域の表示
条件から表示項目数などを決定することができる。
【０３８９】
　また，表示領域に表示可能な領域よりも，詳細情報などの情報に構成される項目数に占
める領域の方が，大きい場合には当該領域に「どの範囲の情報を残し，表示領域に表示さ
せるか」等の判定も行われる。なお，ユーザにより選択された番組などのコンテンツ要素
またはアイコン６００などの項目を残すことを最優先とし，その他にも複数の項目等を表
示できる余裕がある場合には，例えば属性情報が同一又は類似するなど，選択された項目
等と関連性の高い項目が残され，部分取得される。
【０３９０】
　ここで表示項目の関連性は例えば，各項目に付加されたメタ情報などを参照し，同一属
性値を持つものや関連属性値をもつものを優先して選別する，というような処理を例示す
ることができる。
【０３９１】
　例えば，ＥＰＧ情報において，関連性が高い番組，または項目は，「放送局」の属性値
が同一（同じチャンネルの番組）である場合，「放送時間帯」の属性値が同一（同じ時間
帯に放送される番組）である場合，または「出演者」の属性値が同一（同じ出演者が出演
している番組）である場合などである。
【０３９２】
　ここで，図２４を参照しながら，本実施の形態にかかる表示領域制御部５１１による表
示領域の決定処理について説明する。図２４は，本実施の形態にかかる表示領域の決定処
理の概略を示す説明図である。
【０３９３】
　図２４（ａ）に示すように，まず画面表示部５０８には，第１表示領域のＥＰＧ情報な
どのメインコンテンツ情報が表示画面一杯に表示されている。メインコンテンツ情報には
，バナー広告などの動画／静止画像や，テキストなどから構成される複数のコンテンツ要
素（要素Ａ－１，要素Ａ－２，…，要素Ｃ－３）が表示されている。
【０３９４】
　また各コンテンツ要素には，関連付けられる詳細情報等のサブコンテンツ情報が存在す
る場合，上記詳細情報のカテゴリごとにアイコン６００が表示される。したがって，表示
されるアイコン６００を閲覧することで，各コンテンツ要素に関連付けられた詳細情報の
情報量を容易に把握できる。
【０３９５】
　次に，図２４（ｂ）に示す第２表示領域には，コンテンツ要素に関連付けられた詳細情
報が含まれる。上記詳細情報は，図２４（ａ）に示す第１表示領域に含まれるコンテンツ
要素の階層下に属する。
【０３９６】
　また，図２４（ｂ）に示す詳細情報は，テキスト情報から構成されている。テキスト情
報だけが含まれる詳細情報を表示する場合，上記１文字あたりの大きさ（フォントサイズ
），文字のスタイル（フォントスタイル），または文字数などから詳細情報を表示するた
めに必要な領域を算出することができる。
【０３９７】
　したがって，表示領域制御部５１１は，表示領域のサイズを決定する前に，予め上記詳
細情報がテキスト情報のみであるか否かを判別し，テキスト情報のみである場合は，フォ
ントサイズ，フォントスタイル，または文字数などの情報を取得し，該情報に基づき，表
示領域のサイズを決定する。なお，決定された表示領域のサイズが，設定情報に予め設定
された表示領域の最大サイズを超えた場合，上記最大サイズが表示領域の大きさとして決
定される。
【０３９８】
　また，図２４（ｃ）に示す詳細情報は，テキスト情報と画像情報（要素Ｄ－１，要素Ｄ
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－３）とから構成されている。テキストおよび画像の双方から構成される詳細情報を表示
する場合，上記説明の通り，フォントサイズ，フォントスタイル，または文字数などの情
報と，画像の大きさまたは画像の数などの情報から詳細情報を表示するために必要な領域
を算出することができる。なお，上記画像の大きさ情報，画像の数情報は，画像ファイル
に含まれるヘッダ情報などから取得することができる。
【０３９９】
　したがって，図２４（ｂ）に示す第２表示領域が割当てられると，図２４（ｄ）に示す
ように，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域が１画面に収まるように表
示される。
【０４００】
　また，図２４（ｃ）に示す第２表示領域が割当てられると，図２４（ｅ）に示すように
，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２表示領域が１画面に収まるように表示され
る。なお，縮小された第１表示領域には，表示対象が要素Ａ－１，要素Ａ－２，および要
素Ａ－３のコンテンツ情報が表示される。
【０４０１】
　次に，第１表示領域～第Ｎ表示領域までの各表示領域のサイズが決定すると（Ｓ１７０
３），表示領域制御部５１１は，各表示領域のサイズ決定処理（Ｓ１７０３）で決定され
た領域情報に基づき，第１表示領域～第Ｎ表示領域の各表示領域を縮小，拡大，移動処理
する（Ｓ１７０４）。
【０４０２】
　なお，表示領域制御部５１１は，第１表示領域～第Ｎ表示領域の各表示領域を縮小する
際，縮小後の表示領域に表示するコンテンツ要素，アイコン６００等の項目を部分取得す
る。
【０４０３】
　また，あわせて表示領域生成部５０９により，第Ｎ＋１表示領域の新規確保が行われる
（Ｓ１７０５）。Ｓ１７０５終了後，各表示領域に表示するための詳細情報等を含む表示
画面を生成するため，カウンタ（ｉ）を初期化し（Ｓ１７０６），各表示領域全てについ
て表示画面が作成されるまで（Ｓ１７０７），表示画面の生成処理が行われる。
【０４０４】
　詳細情報等を含む表示画面の生成処理は，確保された表示領域それぞれに対し，領域内
に表示する表示画面の生成処理が行われる。ここではそれぞれの表示領域ごとに表示画面
の生成処理をクライアント側で行うか，サーバ側で行うかを使い分けることができる。
【０４０５】
　クライアント側で表示画面を生成する場合には，図１１または図１４に示すように，画
面表示装置１０１に備わる表示画面生成部５０７が，ディレクトリサービスサーバ１０６
から，第ｉ表示領域に表示するためのメタ情報など必要な情報を取得し（Ｓ１７０９），
その情報から表示画面を生成する（Ｓ１７１０）。または既に，表示領域制御部５１１に
より縮小時に部分取得された情報から表示画面を生成する。
【０４０６】
　第ｉ表示領域の表示画面が生成されると，画面表示部５０８は，割付けられた第ｉ表示
領域の領域に，上記表示画面を表示する（Ｓ１７１１）。したがって，画面表示部５０７
の表示領域には，詳細情報などの各種情報が表示される。
【０４０７】
　また，ディレクトリサービスサーバ１０６側で表示画面を生成し（Ｓ１７１２），画面
表示装置１０１が上記表示画面を取得する（Ｓ１７１３）場合には，サーバ側に用意され
た表示画面のＵＲＩ情報を，画面表示装置１０１のＵＲＩアクセス部５１３がアクセスす
る（Ｓ１７１４）。
【０４０８】
　または，画面表示装置１０１は，ディレクトリサービスサーバ１０６に対し，アイコン
６００，コンテンツ要素に構成されるテキスト，または画像などの各種情報を要求するた
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めの要求情報を送信する。
【０４０９】
　次に，画面表示装置１０１に備わるＵＲＩ情報受信部５１２は，ディレクトリサービス
サーバ１０６側のＣＧＩプログラムなどの起動による実行処理から生成された表示画面の
ＵＲＩ情報を取得（Ｓ１７１３）し，ＵＲＩアクセス部５１３によるアクセス等の手段に
より表示画面を取得する（Ｓ１７１４）。
【０４１０】
　上記の処理（Ｓ１７０７～Ｓ１７１４）を必要に応じ複数階層にわたり繰り返すことに
よって，画面表示部５０８には，各表示領域のコンテンツ情報が表示される（Ｓ１７１１
）。各表示領域のコンテンツ情報が表示されると，Ｎの値が一つインクリメントされる（
Ｓ１７１５）。以上で，本実施の形態にかかる表示領域の割付動作が終了する。
【０４１１】
　なお，常に全ての表示領域の階層を表示せず，画面上に表示できる表示領域数を例えば
「第４表示領域まで」と限定し，第４表示領域を超える領域が必要となった場合には，第
１表示領域などの所定表示領域に表示された情報内容を第２表示領域の情報に切替表示し
，以降，第Ｎ＋１表示領域の情報内容を第Ｎ表示領域に切替表示するまで，順次，表示す
る領域をシフトするなどの場合であってもよい。
【０４１２】
　また，本実施の形態にかかる表示領域の割付動作では，まず画面に表示するための表示
領域の確保を行ってから，それぞれの表示画面の生成を行っているが，かかる例に限定さ
れず，例えば，内部的に各表示領域に表示するための表示画面の生成を行ってから，表示
領域を確保し，上記表示領域に詳細情報等を含んだ画面が表示される等の場合であっても
よい。
【０４１３】
（表示領域の遷移動作）
　次に，図２５，図２６，および図２７を参照しながら，本実施の形態にかかる画面表示
部５０８における表示領域の遷移動作について説明する。図２５～図２７は，本実施の形
態にかかる表示領域の遷移動作の概略を示す説明図である。
【０４１４】
　図２５（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が確保され，ＥＰＧ
情報が表示されている。ＥＰＧ情報には，番組Ａ－１，番組Ａ－２，…，番組Ｄ－３の番
組枠が含まれる。
【０４１５】
　また，上記番組には，選択可能な複数のアイコン６００またはバナー広告などの項目が
表示されている。
【０４１６】
　図２５（ａ）に示すように，ユーザが，第１表示領域に表示されたＥＰＧ情報の番組の
うち，番組Ｂ－２を選択すると，まず第１表示領域の縮小と，選択された番組Ｂ－２に関
連する詳細情報等のサブコンテンツ情報を表示するための第２表示領域の確保が行われる
。なお，第１表示領域の縮小時，第２表示領域の詳細情報の画像の大きさ等の情報に基づ
き，表示条件を参照することで，第１表示領域の大きさが決定する。
【０４１７】
　図２５（ｂ）に示すように，第２表示領域は，画面表示部５０８の右端からスライドす
るように，矢印方向に移動する。したがって，第２表示領域に表示される詳細情報は，徐
々に，表示する情報量を増やながら，所定時間経つと詳細情報全体が表示される。
【０４１８】
　ここで詳細情報とは，選択されたコンテンツ要素（番組Ｂ－２）の階層下に属する１又
は２以上の情報である。詳細情報には，図２５（ｂ）に示すように，コンテンツ要素であ
る要素Ｂ－２－１，要素Ｂ－２－２，および要素Ｂ－２－３が表示されている。
【０４１９】



(46) JP 4193629 B2 2008.12.10

10

20

30

40

50

　上記要素Ｂ－２－１，要素Ｂ－２－２，および要素Ｂ－２－３は，例えば，番組に関連
付けられた出演者の氏名，番組の内容，番組の原作本などの情報を例示することができる
。
【０４２０】
　図２５（ｂ）に示すように，第２表示領域に表示された複数の要素のうち，要素Ｂ－２
－２にユーザが注目し，マウス等の入力部を用いて選択すると，画面表示装置１０１は，
第１表示領域の表示領域をさらに縮小し，空いた領域に要素Ｂ－２－２の階層下に属する
詳細情報を表示するための第３表示領域が確保される。
【０４２１】
　ここで，第１表示領域の表示範囲の縮小時，部分取得部５１０は，第１表示領域で選択
された部分（選択部分）である番組Ｂ－２や，番組Ｂ－２に関連する部分（関連部分）の
番組の情報を部分取得する。
【０４２２】
　部分取得された選択部分と関連部分が画面に表示されるように，表示領域制御部５１１
は，第１表示領域を縮小する。したがって，画面表示部５０８には，第１表示領域と第２
表示領域との関連性のある情報が表示され，階層間の情報の関連性を把握するのが容易と
なる。
【０４２３】
　そこで第１表示領域を縮小する際には，まず選択されていた番組Ｂ－２または番組Ｂ－
２と必要に応じて選択された番組Ｂ－２に関連した情報以外のコンテンツ要素のみを残し
，必要であれば縮小後の第１表示領域のサイズ・形状に合わせるように，コンテンツ要素
の並べ替えなどを行い，各コンテンツ要素の表示位置を移動する。また，移動時にスライ
ド移動表示などにより遷移状態を視覚的に見せることで，ユーザが移動前の情報と移動後
の情報との位置関係の把握の効率化を図れる。
【０４２４】
　次に，図２５（ｃ）に示すように，第１表示領域が縮小されて空いた領域に第２表示領
域が移動する。この際にもスライド移動による遷移表示などが行われる。さらに第２表示
領域が移動されて空いた領域に第３表示領域を確保し，そこに第２表示領域で選択された
要素Ｂ－２－２の階層下に属する詳細情報を表示する。なお，詳細情報を表示するため第
３表示領域に必要な領域の大きさ等により，必要に応じて，第２表示領域が縮小されても
よい。上記処理をさらに複数の階層（第３表示領域から第４表示領域，第４表示領域から
第５表示領域，など）と続けることができる。各表示領域の形状や表示領域を確保する位
置などは限定されない。
【０４２５】
　次に，図２６を参照しながら，本実施の形態にかかる表示領域の遷移動作の変形例につ
いて説明する。なお，図２６に示す画面表示部５０８には，初期画面として予め第１表示
領域と第２表示領域が左右に割当てられているが，かかる例に限定されず，第１表示領域
だけが割当てられる等の場合でもよい。
【０４２６】
　図２６Ａ（ａ）に示すように，第１表示領域には，複数の番組から構成されるＥＰＧ情
報が表示され，番組Ｂ－２内に表示される「書籍」アイコンを選択すると，第２表示領域
には，番組Ｂ－２に紐付けられた「書籍」の詳細情報が表示される。
【０４２７】
　図２６Ａ（ｂ）に示すように，第２表示領域に表示される詳細情報には，番組Ｂ－２に
関連する複数の書籍名のリストが表示されている。なお，書籍名リストに限定されず，書
籍のバナー広告などの画像等が表示されてもよい。
【０４２８】
　上記複数の書籍のうち，「書籍Ｂ－２－２」が選択されると，第１表示領域が横方向に
縮小し，画面表示部５０８の左方向にスライド移動する。上記縮小にともない，第２表示
領域も左方向にスライド移動する。第１表示領域の縮小と第２表示領域のスライド移動に
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より空いたスペースに，第３表示領域が確保され，書籍「Ｂ－２－２」に関連する詳細情
報などが表示される。
【０４２９】
　次に，図２６Ｂ（ａ）に示すように，第１表示領域には，複数の番組から構成されるＥ
ＰＧ情報が表示され，番組Ｂ－２内に表示される「書籍」アイコンを選択すると，第２表
示領域には，番組Ｂ－２に紐付けられた「書籍」の詳細情報が表示される。
【０４３０】
　図２６Ｂ（ｂ）に示すように，第２表示領域に表示される詳細情報には，番組Ｂ－２に
関連する複数の書籍名のリストが表示されている。なお，書籍名リストに限定されず，書
籍のバナー広告などの画像等が表示されてもよい。
【０４３１】
　上記複数の書籍のうち，「書籍Ｂ－２－２」が選択されると，第１表示領域が縦方向に
縮小し，画面表示部５０８の上方向にスライド移動する。上記縮小にともない，第２表示
領域は，第１表示領域の下側にスライド移動する。したがって，上が第１表示領域で，下
が第２表示領域となる。第１表示領域の縮小と第２表示領域のスライド移動により空いた
スペースに，第３表示領域が確保され，書籍「Ｂ－２－２」に関連する詳細情報などが表
示される。
【０４３２】
　次に，図２６Ｃ（ａ）に示すように，第１表示領域には，複数の番組から構成されるＥ
ＰＧ情報が表示され，番組Ｂ－２内に表示される「書籍」アイコンを選択すると，第２表
示領域には，番組Ｂ－２に紐付けられた「書籍」の詳細情報が表示される。なお，上記Ｅ
ＰＧ情報に構成される番組には，当該番組にかかる番組メタ情報が含まれている。
【０４３３】
　ＥＰＧ情報の各番組には番組の詳細を表す番組メタ情報が含まれている。画面表示装置
１０１の記憶部に基本ＥＰＧ情報と番組メタ情報等を対応付けて記憶している。また，番
組に関連するサブコンテンツ情報を表すサブメタ情報等も対応付けて記憶されている。
【０４３４】
　またそれらのコンテンツはＷｅｂサイト，ＣＤ・ＤＶＤ，書籍，チケット，など様々な
カテゴリにわたり，カテゴリを区別するためのメタ情報も記憶されている。なお，画面表
示装置１０１は，記憶部に記憶せずに，ディレクトリサービスサーバ１０６またはコンテ
ンツサービスサーバ１０７で管理されたメタ情報を受信する場合でもよい。
【０４３５】
　図２６Ｃ（ｂ）に示すように，第２表示領域に表示される詳細情報には，番組Ｂ－２に
関連する複数の書籍名のリストが表示されている。なお，書籍名リストに限定されず，書
籍のバナー広告などの画像等が表示されてもよい。
【０４３６】
　上記複数の書籍のうち，「書籍Ｂ－２－２」が選択されると，第１表示領域が縦方向に
縮小し，画面表示部５０８の左方向にスライド移動する。第１表示領域の縮小の際，部分
取得部５１０は，選択された番組Ｂ－２に含まれる番組メタ情報等が有する属性と同じ属
性を有する番組を，部分取得する。例えば番組メタ情報は，番組のタイトル，番組名など
を例示することができる。
【０４３７】
　したがって，第１表示領域には，番組Ｂ－２と属性が同じ番組が表示される。また，上
記第１表示領域の縮小にともない，第２表示領域も左方向にスライド移動する。第１表示
領域の縮小と第２表示領域のスライド移動により空いたスペースに，第３表示領域が確保
され，書籍「Ｂ－２－２」に関連する詳細情報などが表示される。
【０４３８】
　次に，図２７を参照しながら，本実施の形態にかかる表示領域の遷移動作の変形例につ
いて説明する。なお，図２７に示す画面表示部５０８には，初期画面として予め第１表示
領域のみが割当てられているが，かかる例に限定されず，第１表示領域と第２表示領域が
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左右に割当てられる等の場合でもよい。
【０４３９】
　図２７Ａ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が確保され，ＥＰ
Ｇ情報が表示されている。ＥＰＧ情報には，番組Ａ－１，番組Ａ－２，…，番組Ｃ－３の
番組枠が含まれる。
【０４４０】
　また，上記番組には，選択可能な複数のアイコン６００またはバナー広告などの項目が
表示されている。上記アイコン６００，または項目の数の多さで当該番組の関連する詳細
情報量を把握できる。
【０４４１】
　図２７Ａ（ａ）に示すように，ユーザが，第１表示領域に表示されたＥＰＧ情報の番組
のうち，番組Ｂ－２を選択すると，まず第１表示領域の縮小と，選択された番組Ｂ－２に
関連する詳細情報等のサブコンテンツ情報を表示するための第２表示領域の確保が行われ
る。なお，第１表示領域の縮小時，第２表示領域の詳細情報の画像の大きさ等の情報に基
づき，表示条件を参照することで，第１表示領域の大きさが決定する。
【０４４２】
　図２７Ａ（ｂ）に示すように，まず第１表示領域の縮小が行われる。部分取得部５１０
により，選択された番組Ｂ－２と，同じ放送局の点で番組Ｂ－２に関連する番組Ｂ－１，
番組Ｂ－３を部分取得すると，その他の番組の表示が消える。
【０４４３】
　次に，図２７Ａ（ｃ）に示すように，縮小された第１表示領域は，矢印方向にスライド
移動する。なお，第１表示領域の遷移中，番組Ｂ－１～番組Ｂ－３の残像が残るようにス
ライド移動することで，第１表示領域の移動を視覚的に捉えやすく，より鮮烈に第１表示
領域の移動を印象付けることができる。
【０４４４】
　図２７Ｂ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が確保され，ＥＰ
Ｇ情報が表示されている。ＥＰＧ情報には，番組Ａ－１，番組Ａ－２，…，番組Ｃ－３の
番組枠が含まれる。
【０４４５】
　また，上記番組には，選択可能な複数のアイコン６００またはバナー広告などの項目が
表示されている。上記アイコン６００，または項目の数の多さで当該番組の関連する詳細
情報量を把握できる。
【０４４６】
　図２７Ｂ（ａ）に示すように，ユーザが，第１表示領域に表示されたＥＰＧ情報の番組
のうち，番組Ｂ－２を選択すると，まず第１表示領域の縮小と，選択された番組Ｂ－２に
関連する詳細情報等のサブコンテンツ情報を表示するための第２表示領域の確保が行われ
る。なお，第１表示領域の縮小時，第２表示領域の詳細情報の画像の大きさ等の情報に基
づき，表示条件を参照することで，第１表示領域の大きさが決定する。
【０４４７】
　図２７Ｂ（ｂ）に示すように，まず第１表示領域の縮小が行われる。部分取得部５１０
により，選択された番組Ｂ－２と，同じ放送局の点で番組Ｂ－２に関連する番組Ｂ－１，
番組Ｂ－３を部分取得すると，その他の番組（番組Ａ－１～番組Ｃ－３）は，上記番組Ｂ
－１，番組Ｂ－２，および番組Ｂ－３の下に隠れるようにスライドしながら，それぞれ移
動する。
【０４４８】
　次に，上記番組Ｂ－１，番組Ｂ－２，および番組Ｂ－３の下に隠れた状態になると，図
２７Ｂ（ｃ）に示すように，縮小された第１表示領域は，矢印方向にスライド移動する。
なお，第１表示領域の遷移中，番組Ｂ－１～番組Ｂ－３の残像が残るようにスライド移動
することで，第１表示領域の移動を視覚的に捉えやすく，より鮮烈に第１表示領域の移動
を印象付けることができる。
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【０４４９】
（表示領域の確保処理）
　次に，図２８を参照しながら，本実施の形態にかかる表示領域の確保処理の変形例につ
いて説明する。図２８は，本実施の形態にかかる表示領域の確保処理の概略を示す説明図
である。
【０４５０】
　図２８Ａ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が確保され，ＥＰ
Ｇ情報が表示されている。ＥＰＧ情報には，番組Ａ－１，番組Ａ－２，…，番組Ｃ－３の
番組枠が含まれる。
【０４５１】
　また，上記番組には，選択可能な複数のアイコン６００またはバナー広告などの項目が
表示されている。上記アイコン６００，または項目の数の多さで当該番組の関連する詳細
情報量を把握できる。
【０４５２】
　図２８Ａ（ａ）に示すように，ユーザが，第１表示領域に表示されたＥＰＧ情報の番組
のうち，番組Ｂ－２を選択すると，まず第１表示領域の縮小と，選択された番組Ｂ－２に
関連する詳細情報等のサブコンテンツ情報を表示するための第２表示領域の確保が行われ
る。なお，第１表示領域の縮小時，第２表示領域の詳細情報の画像の大きさ等の情報に基
づき，表示条件を参照することで，第１表示領域の大きさが決定する。
【０４５３】
　図２８Ａ（ｂ）に示すように，まず第１表示領域の縮小が行われる。部分取得部５１０
により，選択された番組Ｂ－２と，決定された第１表示領域に表示可能な番組の数だけを
部分取得するとともに，表示領域制御部５１１により第１表示領域が縮小され，左方向に
スライドしながら，移動する。
【０４５４】
　次に，第２表示領域が割当てられると，上記表示条件である第２表示領域の領域のサイ
ズが決まっている場合，定められた領域サイズに従い，表示領域制御部５１１により表示
領域に表示する数が決められ，上記第２表示領域には，番組Ｂ－２に関連付けられた詳細
情報等であるコンテンツ情報が表示される。なお，図２８Ａ（ｂ）に示すように，表示す
るのに必要な詳細情報の領域サイズのほうが，確保された第２表示領域のサイズよりも大
きい場合，画面を移動するためのスクロールアイコン６１０－１，スクロールアイコン６
１０－２が表示される。
【０４５５】
　上記スクロールアイコン６１０－１，スクロールアイコン６１０－２により，画面表示
部５０８の表示画面をスクロールすることで，表示できなかった他のコンテンツ要素，ア
イコン６００等を表示することができる。なお，スクロールバーを使用できない場合，コ
ンテンツ要素，アイコン６００等を縮小することで，第２表示領域内に表示してもよい。
【０４５６】
　次に，図２８Ｂ（ａ）に示すように，画面表示部５０８には，第１表示領域が確保され
，ＥＰＧ情報が表示されている。ＥＰＧ情報には，番組Ａ－１，番組Ａ－２，…，番組Ｃ
－３の番組枠が含まれる。
【０４５７】
　また，上記番組には，選択可能な複数のアイコン６００またはバナー広告などの項目が
表示されている。上記アイコン６００，または項目の数の多さで当該番組の関連する詳細
情報量を把握できる。
【０４５８】
　図２８Ｂ（ａ）に示すように，ユーザが，第１表示領域に表示されたＥＰＧ情報の番組
のうち，番組Ｂ－２を選択すると，まず第１表示領域の縮小と，選択された番組Ｂ－２に
関連する詳細情報等のサブコンテンツ情報を表示するための第２表示領域の確保が行われ
る。なお，第１表示領域の縮小時，第２表示領域の詳細情報の画像の大きさ等の情報に基
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づき，表示条件を参照することで，第１表示領域の大きさが決定する。
【０４５９】
　図２８Ｂ（ｂ）に示すように，まず第１表示領域の縮小が行われる。部分取得部５１０
により，選択された番組Ｂ－２と，決定された第１表示領域に表示可能な番組の数だけを
部分取得するとともに，表示領域制御部５１１により第１表示領域が縮小され，左方向に
スライドしながら，移動する。
【０４６０】
　次に，第２表示領域が割当てられると，上記表示条件である第２表示領域に表示可能な
コンテンツ要素に含まれる画像，アイコンの大きさ等の制限に基づき，表示領域制御部５
１１は，第２表示領域に一度に表示するコンテンツ要素の数を定め，上記第２表示領域に
は，上記定められた数に従い，番組Ｂ－２に関連付けられた詳細情報等であるコンテンツ
情報が表示される。なお，図２８Ｂ（ｂ）に示すように，表示するのに必要な詳細情報の
領域サイズのほうが，確保された第２表示領域のサイズよりも大きい場合，スクロールア
イコン６１０－１，スクロールアイコン６１０－２が表示される。
【０４６１】
　上記スクロールアイコン６１０－１，スクロールアイコン６１０－２により，画面表示
部５０８の表示画面をスクロールすることで，表示できなかった他のコンテンツ要素，ア
イコン６００等を表示することができる。なお，スクロールバーを使用できない場合，コ
ンテンツ要素，アイコン６００等を縮小することで，第２表示領域内に表示してもよい。
【０４６２】
　また，図２８Ｂ（ｃ）に示すように，予め表示条件として，第２表示領域にはコンテン
ツ要素を１つのみ表示可能などの制限が設定されていた場合，または番組Ｂ－２に関連付
けられた詳細情報に含まれるコンテンツ要素が１つであった場合等には，表示領域生成部
５０９により，コンテンツ要素を１つ含む詳細情報を表示できるだけの第２表示領域の領
域が確保される。
【０４６３】
　以上から，複数の表示領域に表示される情報との間に関連性を持たせることで，各表示
領域に表示されるコンテンツ情報の紐付けを視覚的に判断しやすくなる。
【０４６４】
　コンテンツ要素の表示領域内に，アイコンや項目名などの項目を表示し，他カテゴリの
詳細情報などに紐付けを行うことで，コンテンツ要素の階層下に属する子コンテンツ要素
の有無を視覚的に判断しやすくなり，さらにそれらの情報にアクセスするのを容易にする
。
【０４６５】
　ＥＣＧでは，番組に紐付けられたコンテンツの有無の確認と，それらコンテンツ情報へ
のアクセスが容易になる。
【０４６６】
　新たに表示領域を確保する際に，確保する表示領域の階層よりも上の表示領域において
，選択されたコンテンツ要素やそれに関連の深い詳細情報のみを選択し表示しておくこと
により，深い階層の情報を見ているときにでも，その上位階層のコンテンツ要素を確認す
ることができ，双方の情報の関連性が容易に把握できる。また，随時不要となった階層の
表示領域を他の階層の表示領域に割当てることができる。
【０４６７】
　ＥＣＧでは，詳細情報が表示されていても，各階層の表示領域が１画面内に表示されて
いるため，どの階層の表示領域の詳細情報を見ていても，どの番組の情報からたどって来
たかを判断しやすく，また容易にＥＰＧ表示画面に戻れる。
【０４６８】
　また，各階層の表示領域は，その表示領域に表示されるコンテンツ情報の情報量に応じ
て動的に拡大，縮小が行われ，１画面内に収まるように各階層の表示領域の大きさが自動
的に制御される。
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【０４６９】
　表示領域の縮小や拡大，移動，新規確保などがある場合に，スライド表示などの遷移状
態を視覚的に表現することにより，表示状態が変化しながらも前の項目との関連性の把握
が容易になる。
【０４７０】
　より多くの階層にわたる情報を制限された画面領域内に効率的に表示することができる
。
【０４７１】
　以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明は
かかる例に限定されない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範
疇内において各種の変更例または修正例を想定し得ることは明らかであり，それらについ
ても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０４７２】
　上記実施形態においては，第１表示領域にＥＰＧ情報が表示される場合を例にあげて説
明したが，コンテンツ情報を表示可能な領域が割当てられていれば，本発明はかかる例に
限定されない。例えば，第１表示領域にＥＰＧ情報ではなく，書籍，音楽，映画などの商
品（グッズ）を検索するためのポータルサイト情報が表示される場合でもよい。
【０４７３】
　上記実施形態においては，ディレクトリサービスサーバ１０６，コンテンツサービスサ
ーバ１０７，画面表示装置１０１に備わる各部はハードウェアからなる場合を例にあげて
説明したが，本発明はかかる例に限定されない。例えば，上記各部は，プログラムからな
る場合であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０４７４】
　本発明は，コンテンツ情報を表示可能な画面表示装置に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【０４７５】
【図１】本実施の形態にかかる画面表示システムの概略的な構成を示すブロック図である
。
【０４７６】
【図２】本実施の形態にかかる画面表示装置に適用された制御処理の概略を説明するため
の説明図である。
【０４７７】
【図３】本実施の形態にかかる画面表示装置に適用された制御処理の概略を説明するため
の説明図である。
【０４７８】
【図４】本実施の形態にかかる画面表示装置に適用された制御処理の概略を説明するため
の説明図である。
【０４７９】
【図５】本実施の形態にかかる画面表示装置に適用された制御処理の概略を説明するため
の説明図である。
【０４８０】
【図６】本実施の形態にかかる画面表示装置に適用された制御処理の概略を説明するため
の説明図である。
【０４８１】
【図７】本実施の形態にかかる画面表示装置に適用された制御処理の概略を説明するため
の説明図である。
【０４８２】
【図８】本実施の形態にかかる放送局の概略的な構成を示すブロック図である。
【０４８３】
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【図９】本実施の形態にかかるＥＣＧ情報のデータ構造の概略を示す説明図である。
【０４８４】
【図１０】本実施の形態にかかるＥＣＧ情報に含まれるメタ情報の概略を示す説明図であ
る。
【０４８５】
【図１１】本実施の形態にかかる画面表示装置，ディレクトリサービスサーバ，およびコ
ンテンツサービスサーバの概略的な構成を示すブロック図である。
【０４８６】
【図１２】本実施の形態にかかるＥＰＧデータのデータ構造を示す説明図である。
【０４８７】
【図１３】図１１に示すブロック図の第１の変形例である。
【０４８８】
【図１４】図１１に示すブロック図の第２の変形例である。
【０４８９】
【図１５】本実施の形態にかかる表示画面の概略的な構成を示す説明図である。
【０４９０】
【図１６】本実施の形態にかかる画面表示部に割当てられる表示領域の概略を示す説明図
である。
【０４９１】
【図１７Ａ】本実施の形態にかかる表示領域内に表示されるコンテンツ要素の概略的な構
成を示す説明図である。
【０４９２】
【図１７Ｂ】本実施の形態にかかる表示領域内に表示されるコンテンツ要素の概略的な構
成を示す説明図である。
【０４９３】
【図１８Ａ】本実施の形態にかかる表示領域が割付けられる遷移を概略的に示す説明図で
ある。
【０４９４】
【図１８Ｂ】本実施の形態にかかる表示領域が割付けられる遷移を概略的に示す説明図で
ある。
【０４９５】
【図１８Ｃ】本実施の形態にかかる表示領域が割付けられる遷移を概略的に示す説明図で
ある。
【０４９６】
【図１８Ｄ】本実施の形態にかかる表示領域が割付けられる遷移を概略的に示す説明図で
ある。
【０４９７】
【図１８Ｅ】本実施の形態にかかる表示領域が割付けられる遷移を概略的に示す説明図で
ある。
【０４９８】
【図１８Ｆ】本実施の形態にかかる表示領域が割付けられる遷移を概略的に示す説明図で
ある。
【０４９９】
【図１９】本実施の形態にかかる第１表示領域にはＥＰＧ情報が表示された場合の表示領
域の割付遷移を概略的に示す説明図である。
【０５００】
【図２０】本実施の形態にかかる第１表示領域にはＥＰＧ情報が表示された場合の表示領
域の割付遷移を概略的に示す説明図である。
【０５０１】
【図２１】本実施の形態にかかる画面表示システムの画面表示動作の概略を示すフローチ
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ャートである。
【０５０２】
【図２２】本実施の形態にかかる画面表示システムの画面表示動作の概略を示す説明図で
ある。
【０５０３】
【図２３】本実施の形態にかかる画面表示システムの表示領域の割付動作の概略を示すフ
ローチャートである。
【０５０４】
【図２４】本実施の形態にかかる表示領域の決定処理の概略を示す説明図である。
【０５０５】
【図２５】本実施の形態にかかる表示領域の遷移動作の概略を示す説明図である。
【０５０６】
【図２６Ａ】本実施の形態にかかる表示領域の遷移動作の概略を示す説明図である。
【０５０７】
【図２６Ｂ】本実施の形態にかかる表示領域の遷移動作の概略を示す説明図である。
【０５０８】
【図２６Ｃ】本実施の形態にかかる表示領域の遷移動作の概略を示す説明図である。
【０５０９】
【図２７Ａ】本実施の形態にかかる表示領域の遷移動作の概略を示す説明図である。
【０５１０】
【図２７Ｂ】本実施の形態にかかる表示領域の遷移動作の概略を示す説明図である。
【０５１１】
【図２８Ａ】本実施の形態にかかる表示領域の確保処理の概略を示す説明図である。
【０５１２】
【図２８Ｂ】本実施の形態にかかる表示領域の確保処理の概略を示す説明図である。
【符号の説明】
【０５１３】
　１００　　　画面表示システム
　１０１　　　画面表示装置
　１０３　　　ネットワーク
　１０４　　　情報提要装置
　１０５　　　放送局
　１０６　　　ディレクトリサービスサーバ
　１０７　　　コンテンツサービスサーバ
　１０８　　　ＥＰＧサービスサーバ
　５０４　　　選択受付部
　５０５　　　コンテンツ情報取得部
　５０８　　　画面表示部
　５１０　　　部分取得部
　５１１　　　表示領域制御部
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