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(57)【要約】
【課題】サーバ側の負荷を軽減するとともに、サーバ側
にユーザからのアクセス間隔などの制限が設けられてい
る場合にも、ユーザに対して適切な更新タイミングで情
報を提供することが可能な映像装置を提供する。
【解決手段】このテレビジョン装置１０（映像装置）は
、複数のユーザにより投稿されるコメント情報を格納す
るコメント情報サーバ４０にインターネット３０を介し
て接続される通信部１１と、コメント情報サーバ４０に
投稿された投稿時刻の最も新しいコメント情報を含む複
数のコメント情報を通信部１１を介してコメント情報サ
ーバ４０から第１の時間以上の時間間隔で取得するとと
もに、取得した複数のコメント情報のうちのコメント情
報を第１の時間よりも短い第２の時間間隔で切り替えな
がら表示部１４に表示させる制御を行うＣＰＵ１２とを
備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のユーザにより投稿されるコメント情報を格納するコメント情報サーバにネットワ
ークを介して接続される通信部と、
　前記コメント情報サーバに投稿された投稿時刻の最も新しいコメント情報を含む複数の
コメント情報を前記通信部を介して前記コメント情報サーバから第１の時間以上の時間間
隔で取得するとともに、取得した前記複数のコメント情報のうちの前記コメント情報を前
記第１の時間よりも短い第２の時間間隔で切り替えながら表示部に表示させる制御を行う
制御部とを備える、映像装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記投稿時刻の最も新しいコメント情報を前記表示部に表示させ、かつ
、前記コメント情報サーバから前記複数のコメント情報を取得してから前記第１の時間が
経過した場合に、前記複数のコメント情報を前記コメント情報サーバから再取得するとと
もに、前記複数のコメント情報のうちの更新分を前記第２の時間間隔で切り替えながら前
記表示部に表示させるように構成されている、請求項１に記載の映像装置。
【請求項３】
　前記表示部に表示されたコメント情報は、コメント本文と、現在時刻と前記投稿時刻と
の差分時間とを含み、
　前記制御部は、前記コメント情報が更新されていた場合だけでなく、前記コメント情報
が更新されていない場合にも、前記表示部に表示されたコメント情報のうちの前記差分時
間を前記第２の時間間隔で更新するように構成されている、請求項２に記載の映像装置。
【請求項４】
　前記表示部には、前記コメント情報が表示されるコメント情報表示領域が設けられてお
り、
　前記制御部は、前記コメント情報表示領域に表示されたコメント情報のうちの前記コメ
ント本文を切り替える前に、前記コメント情報表示領域を一旦非表示とするように構成さ
れている、請求項３に記載の映像装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記コメント情報表示領域に表示されたコメント情報のうちの前記コメ
ント本文を切り替える際に、前記コメント本文を文頭から一文字ずつ順番にコメント情報
表示領域に表示させるタイプライタ式表示方法により前記コメント本文を表示させるよう
に構成されている、請求項４に記載の映像装置。
【請求項６】
　前記コメント情報サーバに格納される前記コメント情報は、第１のカテゴリに属する第
１のコメント情報および第２のカテゴリに属する第２のコメント情報を含み、
　前記制御部は、前記第１のカテゴリに属する第１のコメント情報および前記第２のカテ
ゴリに属する第２のコメント情報を並べて前記表示部に表示させるとともに、前記第１の
コメント情報を更新表示した後で前記第２の時間間隔が経過した後に前記第２のコメント
情報を更新表示する処理を繰り返すように構成されている、請求項１～５のいずれか１項
に記載の映像装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１のカテゴリに属する第１のコメント情報の前記コメント情報サ
ーバからの取得と、前記第２のカテゴリに属する第２のコメント情報の前記コメント情報
サーバからの取得とを、少なくとも前記第１の時間以上の時間間隔で行うように構成され
ている、請求項６に記載の映像装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記コメント情報サーバから取得した前記コメント情報を前記投稿時刻
の古い順に前記表示部に表示させる制御を行うように構成されている、請求項１～７のい
ずれか１項に記載の映像装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、映像装置に関し、特に、サーバから取得した情報を表示部に表示させる制
御部を備える映像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サーバから取得した情報を表示部に表示させる制御部を備える映像装置が知られ
ている（たとえば、特許文献１参照）。上記特許文献１には、チャットサーバから取得し
たメッセージ（情報）をテレビ機器に表示させるセットトップボックス（映像装置）が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００２－５２４９３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１では、テレビ機器のユーザに対して適切な更新タイミン
グでメッセージを提供するために、チャットサーバに頻繁にアクセスしてメッセージの更
新確認を行っていると考えられる。このため、上記特許文献１では、ユーザに対して適切
な更新タイミングでメッセージ（情報）を提供する際のサーバ側の負荷が大きくなるとい
う問題点がある。また、サーバ側にユーザからのアクセス回数（アクセス間隔）などの制
限が設けられている場合には、ユーザに対して適切な更新タイミングで情報を提供するこ
とができないという問題点がある。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、サーバ側の負荷を軽減するとともに、サーバ側にユーザからのアクセス間隔な
どの制限が設けられている場合にも、ユーザに対して適切な更新タイミングで情報を提供
することが可能な映像装置を提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００６】
　この発明の一の局面による映像装置は、複数のユーザにより投稿されるコメント情報を
格納するコメント情報サーバにネットワークを介して接続される通信部と、コメント情報
サーバに投稿された投稿時刻の最も新しいコメント情報を含む複数のコメント情報を通信
部を介してコメント情報サーバから第１の時間以上の時間間隔で取得するとともに、取得
した複数のコメント情報のうちのコメント情報を第１の時間よりも短い第２の時間間隔で
切り替えながら表示部に表示させる制御を行う制御部とを備える。
【０００７】
　この一の局面による映像装置では、上記のように、制御部を、複数のコメント情報をコ
メント情報サーバから第１の時間以上の時間間隔で取得するように構成することによって
、コメント情報サーバとの通信間隔を第１の時間以上空けることができるので、コメント
情報サーバとの通信頻度を少なくすることができる。これにより、サーバ側の負荷を軽減
することができる。また、制御部を、コメント情報を第１の時間よりも短い第２の時間間
隔で切り替えながら表示部に表示させる制御を行うように構成することによって、コメン
ト情報の切替表示の間隔が第１の時間以上開いている場合と異なり、ユーザを必要以上に
待たせることなく、ユーザにとって適切な時間間隔でコメント情報を表示部に表示させる
ことができる。これにより、ユーザに対して適切な更新タイミングで情報を提供すること
ができる。また、コメント情報サーバとの通信間隔を第１の時間以上空けるとともに、コ
メント情報を第１の時間よりも短い第２の時間間隔で切り替えながら表示部に表示するこ
とによって、サーバ側にユーザからのアクセス間隔などの制限が設けられている場合にも
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、ユーザに対して適切な更新タイミングで情報を提供することができる。また、コメント
情報サーバからコメント情報を取得する際に、複数のコメント情報を取得することによっ
て、コメント情報の切替表示の間隔である第２の時間間隔よりも長い第１の時間以上の時
間間隔でコメント情報サーバからコメント情報を取得したとしても、コメント情報の切替
表示を支障なく行うことができる。
【０００８】
　上記一の局面による映像装置において、好ましくは、制御部は、投稿時刻の最も新しい
コメント情報を表示部に表示させ、かつ、コメント情報サーバから複数のコメント情報を
取得してから第１の時間が経過した場合に、複数のコメント情報をコメント情報サーバか
ら再取得するとともに、複数のコメント情報のうちの更新分を第２の時間間隔で切り替え
ながら表示部に表示させるように構成されている。このように構成すれば、第１の時間の
みならず、表示部に表示されるコメント情報の表示タイミングも考慮して、コメント情報
の更新確認のためのコメント情報サーバとの通信間隔を決定することができるので、サー
バ側の負荷をより軽減しながら、ユーザに対して適切なタイミングで情報を提供すること
ができる。
【０００９】
　この場合、好ましくは、表示部に表示されたコメント情報は、コメント本文と、現在時
刻と投稿時刻との差分時間とを含み、制御部は、コメント情報が更新されていた場合だけ
でなく、コメント情報が更新されていない場合にも、表示部に表示されたコメント情報の
うちの差分時間を第２の時間間隔で更新するように構成されている。このように構成すれ
ば、コメント本文が更新表示される場合にのみ差分情報が更新表示されるのと異なり、コ
メント本文が更新表示されない場合にも差分情報が更新表示されるので、ユーザは、表示
部を見ることにより、表示部に表示されたコメント本文がどの程度古いのかを正確に認識
することができる。
【００１０】
　上記表示部に表示されたコメント情報が、コメント本文と、現在時刻と前記投稿時刻と
の差分時間とを含む映像装置において、好ましくは、表示部には、コメント情報が表示さ
れるコメント情報表示領域が設けられており、制御部は、コメント情報表示領域に表示さ
れたコメント情報のうちのコメント本文を切り替える前に、コメント情報表示領域を一旦
非表示とするように構成されている。このように構成すれば、コメント本文が切り替わる
毎に、一旦非表示となったコメント情報表示領域が再表示されるので、ユーザは、コメン
ト情報表示領域を見ることにより、コメント本文が切り替わるタイミングを容易に視覚的
に認識することができる。
【００１１】
　この場合、好ましくは、制御部は、コメント情報表示領域に表示されたコメント情報の
うちのコメント本文を切り替える際に、コメント本文を文頭から一文字ずつ順番にコメン
ト情報表示領域に表示させるタイプライタ式表示方法によりコメント本文を表示させるよ
うに構成されている。このように構成すれば、コメント本文の全ての文字が一度に切り替
わる場合と異なり、コメント本文が一文字ずつタイプライタ式表示方法により切り替わる
ので、ユーザは、コメント情報表示領域を見ることにより、コメント本文が切り替わって
いくのを容易に視覚的に認識することができる。
【００１２】
　上記一の局面による映像装置において、好ましくは、コメント情報サーバに格納される
コメント情報は、第１のカテゴリに属する第１のコメント情報および第２のカテゴリに属
する第２のコメント情報を含み、制御部は、第１のカテゴリに属する第１のコメント情報
および第２のカテゴリに属する第２のコメント情報を並べて表示部に表示させるとともに
、第１のコメント情報を更新表示した後で第２の時間間隔が経過した後に第２のコメント
情報を更新表示する処理を繰り返すように構成されている。このように構成すれば、第１
のコメント情報の更新表示のタイミングと第２のコメント情報の更新表示のタイミングと
が一致することがない。これにより、複数のコメント情報が表示部に表示されている場合
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でも、ユーザは、表示部を見ることにより、複数のコメント情報のうちのいずれのコメン
ト情報が更新されたかを容易に認識することができる。
【００１３】
　この場合、好ましくは、制御部は、第１のカテゴリに属する第１のコメント情報のコメ
ント情報サーバからの取得と、第２のカテゴリに属する第２のコメント情報のコメント情
報サーバからの取得とを、少なくとも第１の時間以上の時間間隔で行うように構成されて
いる。このように構成すれば、第１のコメント情報の更新確認のためのコメント情報サー
バとの通信と、第２のコメント情報の更新確認のためのコメント情報サーバとの通信とが
それぞれ独立に行われる場合と異なり、コメント情報サーバとの通信間隔を少なくとも第
１の時間以上空けることができるので、コメント情報サーバとの通信頻度を少なくするこ
とができる。これにより、複数のカテゴリ毎にコメント情報の更新確認を行う必要がある
場合でも、サーバ側の負荷を軽減することができる。また、第１のコメント情報のコメン
ト情報サーバからの取得と、第２のコメント情報のコメント情報サーバからの取得との間
隔が少なくとも第１の時間以上空けられることによって、サーバ側にユーザからのアクセ
ス間隔などの制限が設けられている場合にも、ユーザに対して適切な更新タイミングで情
報を提供することができる。
【００１４】
　上記一の局面による映像装置において、好ましくは、制御部は、コメント情報サーバか
ら取得したコメント情報を投稿時刻の古い順に表示部に表示させる制御を行うように構成
されている。このように構成すれば、ユーザは、表示部を見ることにより、コメント情報
の投稿時刻の古さの順番を容易に視覚的に確認することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置の構成を示したブロック図である。
【図２】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置のコメント情報の表示機能が呼び出
される際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図３】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置によりシングル表示モードでコメン
ト情報の切替表示が行われる際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図４】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置によりコメント本文がタイプライタ
式表示方法により表示される際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図５】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置によりシングル表示モードで差分時
間の切替表示が行われる際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図６】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置によりシングル表示モードでカテゴ
リの切替が行われる際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図７】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置によりマルチ表示モードでコメント
情報の切替表示が行われる際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図８】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置によりマルチ表示モードで差分時間
の切替表示が行われる際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図９】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置によりマルチ表示モードでカテゴリ
の切替が行われる際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるテレビジョン装置の表示部にコメント情報が表示さ
れる際におけるＣＰＵの制御動作を示すフローチャートである。
【図１１】図１０に示したフローチャートにおいて実行されるシングル表示モードでの切
替表示処理の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１２】図１０に示したフローチャートにおいて実行されるマルチ表示モードでの切替
表示処理の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１３】図１１および図１２で示したフローチャートにおいて実行されるコメント情報
の切替表示処理の詳細を説明するためのフローチャートである。
【図１４】図１３で示したフローチャートにおいて実行される差分時間の切替表示処理の
詳細を説明するためのフローチャートである。
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【図１５】本発明の一実施形態の第１変形例によるテレビジョン装置によりコメント情報
の切替表示が行われる際における表示部の表示画面の遷移を示した図である。
【図１６】本発明の一実施形態の第２変形例によるテレビジョン装置によりマルチ表示モ
ードでコメント情報が表示されている際における表示部の表示画面を示した図である。
【図１７】本発明の一実施形態の第３変形例によるテレビジョン装置によりシングル表示
モードでコメント情報が表示される際における表示部の表示画面を示した図である。
【図１８】本発明の一実施形態の第３変形例によるテレビジョン装置によりマルチ表示モ
ードでコメント情報が表示される際における表示部の表示画面を示した図である。
【図１９】本発明の一実施形態の第４変形例によるＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）プ
レーヤの構成を示したブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１７】
　まず、図１～図９を参照して、本発明の一実施形態によるテレビジョン装置１０の構成
について説明する。
【００１８】
　本発明の一実施形態によるテレビジョン装置１０は、図１に示すように、通信部１１と
、ＣＰＵ１２と、映像出力部１３と、表示部１４と、メモリ１５と、リモコン受信部１６
とにより構成されている。なお、テレビジョン装置１０は、本発明の「映像装置」の一例
である。また、ＣＰＵ１２は、本発明の「制御部」の一例である。
【００１９】
　通信部１１は、ルータ２０およびインターネット３０を介してコメント情報サーバ４０
に接続されている。なお、インターネット３０は、本発明の「ネットワーク」の一例であ
る。また、コメント情報サーバ４０とは、複数のユーザ（投稿者）の通信端末（たとえば
、ＰＣやスマートフォンなど）によりインターネット３０を介して投稿される私的なコメ
ント情報を格納するサーバである。
【００２０】
　コメント情報は、たとえば、投稿者名と、コメント本文と、現在時刻と投稿時刻との差
分時間と、後述する投稿者アイコン１４２ａ（図２～図９参照）とにより構成されている
。ここで、投稿時刻とは、コメント情報がコメント情報サーバ４０に投稿された時刻のこ
とである。また、コメント情報は、複数のカテゴリにカテゴリ分けすることが可能なよう
に構成されている。このカテゴリ分けは、ユーザの通信端末（たとえば、ＰＣやスマート
フォンなど）の操作により設定される場合もあれば、コメント情報サーバ４０側で予め設
定されている場合もある。なお、このようなコメント情報サーバ４０の一例として、たと
えば、ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）サーバが挙げられる。ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標）サ
ーバでは、上記のようなカテゴリ分けの手段として、「リスト」という機能などが実装さ
れている。
【００２１】
　ＣＰＵ１２は、制御信号を伝送することによってテレビジョン装置１０全体の制御を行
うように構成されている。また、ＣＰＵ１２は、映像出力部１３を介して表示部１４に接
続されている。これにより、ＣＰＵ１２は、表示部１４の表示内容を制御することができ
る。また、メモリ１５は、ＣＰＵ１２により実行される種々のプログラムなどを記憶する
ように構成されている。
【００２２】
　リモコン受信部１６は、リモコン５０からの操作信号を受信するように構成されている
。リモコン受信部１６により受信された操作信号は、ＣＰＵ１２に送信される。これによ
り、ユーザは、リモコン５０を操作することにより、テレビジョン装置１０全体の制御を
行うことができる。リモコン５０には、十字キー５１や決定キー５２などの操作ボタンが
設けられている。このリモコン５０の十字キー５１や決定キー５２などを用いて、後述す
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るコメント情報表示機能を呼び出す操作や、シングル表示モードとマルチ表示モードとを
切り替える操作や、カテゴリを切り替える操作や、コメント情報表示機能の終了操作など
の種々の操作を行うことが可能である。
【００２３】
　ここで、本実施形態では、テレビジョン装置１０は、コメント情報サーバ４０からコメ
ント情報を取得するとともに、取得したコメント情報を表示部１４に表示させる機能を有
するように構成されている。具体的には、テレビジョン装置１０のＣＰＵ１２は、投稿時
刻の最も新しいコメント情報を含む複数のコメント情報（以下では、最新２０個のコメン
ト情報とする）を通信部１１を介してコメント情報サーバ４０から第１の時間（以下では
、３０秒とする）以上の時間間隔で取得するように構成されている。また、ＣＰＵ１２は
、コメント情報サーバ４０から取得した最新２０個のコメント情報を投稿時刻の古い順に
３０秒よりも短い第２の時間間隔（以下では、８秒間隔とする）で切り替えながら表示部
１４に表示させるように構成されている。
【００２４】
　また、ＣＰＵ１２は、投稿時刻の最も新しいコメント情報を表示部１４に表示させ、か
つ、コメント情報サーバ４０から最新２０個のコメント情報を取得してから３０秒が経過
した場合に、最新２０個のコメント情報をコメント情報サーバ４０から再取得するように
構成されている。また、ＣＰＵ１２は、コメント情報サーバ４０から再取得した最新２０
個のコメント情報のうちの更新分を８秒間隔で切り替えながら表示部１４に表示させるよ
うに構成されている。なお、コメント情報の更新分とは、ＣＰＵ１２によりコメント情報
サーバ４０から最新２０個のコメント情報が取得されてから再取得されるまでの間にコメ
ント情報サーバ４０に新たに投稿されたコメント情報のことである。
【００２５】
　また、ＣＰＵ１２は、コメント情報の切替表示が行われる場合（図３および図７参照）
だけでなく、コメント情報の切替表示が行われない場合（図５および図８参照）にも、表
示部１４に表示されたコメント情報のうちの差分時間を８秒間隔で更新するように構成さ
れている。
【００２６】
　表示部１４には、図２～図９に示すように、テレビジョン放送などの映像が表示再生さ
れる映像表示領域１４１が設けられている。映像表示領域１４１は、表示部１４の全面に
設けられている。また、表示部１４には、コメント情報が表示されるコメント情報表示領
域１４２が設けられている。コメント情報表示領域１４２は、表示部１４の下側（矢印Ｙ
１方向側）の端部に左右方向（Ｘ方向）に延びるように配置されている。このコメント情
報表示領域１４２の内部には、コメント本文と、差分時間と、投稿者名とが表示される吹
き出し部１４２ｂが設けられている。また、コメント情報表示領域１４２の内部の左側（
矢印Ｘ１方向側）の端部には、吹き出し部１４２ｂに表示されたコメント情報の投稿者を
示す投稿者アイコン１４２ａが表示されている。なお、コメント情報表示領域１４２は、
映像表示領域１４１に重なるように設けられている。ここで、コメント情報表示領域１４
２の内部の吹き出し部１４２ｂおよび投稿者アイコン１４２ａが表示された部分以外の部
分は、透過処理されており、映像表示領域１４１で表示再生されている映像を表示するよ
うに構成されている。これにより、コメント情報表示領域１４２により、映像表示領域１
４１で表示再生されている映像の視聴が妨げられるのを抑制することが可能である。
【００２７】
　また、表示部１４の下側左隅のコーナ部（矢印Ｙ１方向側で矢印Ｘ１方向の隅のコーナ
部）には、コメント情報表示領域１４２に表示されたコメント情報の属するカテゴリを示
すカテゴリアイコン１４３ａを表示するためのカテゴリ表示領域１４３が設けられている
。カテゴリ表示領域１４３は、上記したコメント情報表示領域１４２の左側（矢印Ｘ１方
向側）に隣接するように設けられている。なお、図２に示すように、カテゴリアイコン１
４３ａは、中心点Ｏが投稿者アイコン１４２ａの中心点Ｐを通る水平方向（Ｘ方向）の中
心線Ｌ上に配置されるようにコメント情報表示領域１４２の内部に表示されている。また
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、カテゴリ表示領域１４３のカテゴリアイコン１４３ａが表示された部分以外の部分は、
上記コメント情報表示領域１４２と同様に、透過処理されている。
【００２８】
　なお、本実施形態では、コメント情報の表示形式として、シングル表示モードとマルチ
表示モードとを切り替えて使用することが可能なように構成されている。このシングル表
示モードとマルチ表示モードとの切替操作は、テレビジョン装置１０のユーザによるリモ
コン５０の操作（十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）に基づいて行われる。
【００２９】
　次に、図２～図９を参照して、テレビジョン装置１０のコメント情報表示機能が呼び出
される際に表示部１４に表示される表示画面と、シングル表示モードおよびマルチ表示モ
ードでコメント情報が表示されている際に表示部１４に表示される表示画面とについて説
明する。
【００３０】
　まず、図２を参照して、テレビジョン装置１０のコメント情報表示機能が呼び出される
際に表示部１４に表示される表示画面について説明する。
【００３１】
　テレビジョン装置１０のコメント情報表示機能が呼び出される際には、まず、図２に示
すように、表示部１４に、コメント情報サーバ４０にログインするのに必要なログイン情
報（ユーザ名およびパスワード）を入力するためのログイン情報入力部１４０が表示され
る。そして、テレビジョン装置１０のユーザのリモコン５０の操作（十字キー５１や決定
キー５２などを用いた操作）により、ログイン情報入力部１４０へのログイン情報の入力
と、ログインボタン１４０ａの押下とが行われると、入力されたログイン情報がコメント
情報サーバ４０に送信される。そして、送信されたログイン情報がコメント情報サーバ４
０から認証を受けると、コメント情報サーバ４０へのログインが正常に行われ、テレビジ
ョン装置１０のコメント情報表示機能が正常に呼び出される。なお、ログイン情報を予め
メモリ１５に記憶させておけば、上記のような手動の操作（リモコン５０の十字キー５１
や決定キー５２などを用いた操作）によるログイン情報の入力を行う必要がないので、最
小限の操作でログインを行うことが可能となる。
【００３２】
　そして、このようにしてコメント情報表示機能が正常に呼び出されると、図２に示すよ
うな、カテゴリ選択領域（カテゴリ選択メニュー）１４４と、コメント情報表示領域１４
２とが表示された画面が初期画面として表示部１４に表示される。図２では、表示部１４
の左側（矢印Ｘ１方向側）の端部に上下方向（Ｙ方向）に延びるようにカテゴリ選択領域
１４４が表示されているとともに、表示部１４の下側（矢印Ｙ１方向）の端部にコメント
情報表示領域１４２が１つ表示されている。このカテゴリ選択領域１４４は、コメント情
報表示領域１４２と異なり、透過処理されていない。
【００３３】
　また、図２では、カテゴリ選択領域１４４の内部に４つのカテゴリ（分類Ａ、分類Ｂ、
分類Ｃおよび分類Ｄ）のカテゴリアイコン１４３ａが表示されているとともに、分類Ａの
カテゴリアイコン１４３ａを取り囲むようにカーソル１４４ａが表示されている。そして
、このカーソル１４４ａにより取り囲まれている分類Ａに属するコメント情報がコメント
情報表示領域１４２に表示されている。なお、テレビジョン装置１０のユーザは、リモコ
ン５０の操作（十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）を行ってカーソル１４４
ａを移動させることにより、コメント情報表示領域１４２に表示させるコメント情報の分
類を切り替えることが可能である。
【００３４】
　さらに、図２に示すように、上記したような初期画面が表示された状態で、テレビジョ
ン装置１０のユーザによるリモコン５０の操作（十字キー５１や決定キー５２などを用い
た操作）が行われないまま一定時間が経過すると、カテゴリ選択領域１４４が下方向（矢
印Ｙ１方向）に徐々に短縮していき、カテゴリ表示領域１４３ａが表示（アニメーション
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表示）される。なお、図２では、表示部１４にコメント情報表示領域１４２が１つだけ表
示されている状態（後述するシングル表示モード）であるが、テレビジョン装置１０のユ
ーザは、リモコン５０の操作（十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）を行うこ
とによって、表示部１４にコメント情報表示領域１４２が複数（たとえば、２つ）表示さ
れた状態（後述するマルチ表示モード）に切り替えることが可能である。
【００３５】
　次に、図３～図６を参照して、シングル表示モードでコメント情報が表示されている際
に表示部１４に表示される表示画面について説明する。ここで、シングル表示モードとは
、図３～図６に示すように、ユーザにより選択された１つのカテゴリに属するコメント情
報が、１つのコメント情報表示領域１４２で切り替わりながら表示されるように構成され
た表示形式である。このシングル表示モードによるコメント情報の切替表示機能は、上記
のログイン処理（図２参照）が行われた後で、テレビジョン装置１０のユーザによりリモ
コン５０の操作（十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）が行われることによっ
て呼び出される。
【００３６】
　シングル表示モードでは、図３に示すように、ユーザにより選択された１つのカテゴリ
（図３では、分類Ａ）に属するコメント情報が、投稿時刻の古い順に１つずつコメント情
報表示領域１４２に更新表示されるように構成されている。また、シングル表示モードで
は、コメント本文の更新表示が行われる前に、コメント情報表示領域１４２が一旦非表示
となるように構成されている。
【００３７】
　また、シングル表示モードでは、図４に示すように、コメント情報のうちのコメント本
文が切り替わる際に、コメント本文が文頭から一文字ずつ順番にコメント情報表示領域１
４２に表示されるタイプライタ式表示方法によりコメント本文が表示されるように構成さ
れている。
【００３８】
　また、シングル表示モードでは、図５に示すように、コメント本文が更新表示されない
場合にも、差分時間（図５の一点鎖線で囲んだ部分の文字列）が更新表示されるように構
成されている。なお、このような差分時間のみの更新表示が行われる場合には、上記コメ
ント本文の更新表示が行われる場合と異なり、コメント情報表示領域１４２が一旦非表示
となることはない。
【００３９】
　なお、シングル表示モードでは、表示部１４に表示されるカテゴリを切り替えることが
可能なように構成されている。たとえば、図６に示すように、表示部１４に表示されてい
るカテゴリを分類Ａから分類Ｂに切り替えることが可能なように構成されている。
【００４０】
　シングル表示モードでカテゴリの切替が行われる場合では、図６に示すように、まず、
カテゴリ表示領域１４３が上方向（矢印Ｙ２方向）に徐々に伸長していくことによりカテ
ゴリ選択領域１４５が表示（アニメーション表示）されるように構成されている。このカ
テゴリ選択領域１４５には、切替先のカテゴリ（分類Ｂ、分類Ｃおよび分類Ｄ）を示すカ
テゴリアイコン１４３ａが表示されている。そして、このカテゴリ選択領域１４５におい
て、ユーザのリモコン５０の操作（十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）によ
りカテゴリアイコン１４３ａを取り囲むカーソル１４５ａが移動されることによって、切
替先のカテゴリが選択決定されるように構成されている。なお、カテゴリ選択領域１４５
は、コメント情報表示領域１４２と異なり、透過処理されていない。これにより、カテゴ
リ選択領域１４５を見る者にとってカテゴリアイコン１４３ａを視覚的に認識し易くする
ことが可能となる。
【００４１】
　次に、図７～図９を参照して、マルチ表示モードにおいて表示部１４に表示される表示
画面について説明する。マルチ表示モードとは、ユーザにより選択された複数（たとえば
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、２つ）のカテゴリのそれぞれに属するコメント情報が、複数（たとえば、２つ）のコメ
ント情報表示領域１４２でそれぞれ切り替わりながら表示されるように構成された表示形
式である。このマルチ表示モードによるコメント情報の切替表示機能は、上記のログイン
処理（図２参照）が行われた後で、テレビジョン装置１０のユーザによりリモコン５０の
操作（十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）が行われることによって呼び出さ
れる。
【００４２】
　本実施形態のマルチ表示モードでは、図７～図９に示すように、コメント情報表示領域
１４２が２つ設けられており、その２つのコメント情報表示領域１４２に、異なる２つの
カテゴリのコメント情報がそれぞれ１つずつ表示されるように構成されている。
【００４３】
　マルチ表示モードでは、図７に示すように、ユーザにより選択された２つのカテゴリ（
図７では、分類Ａおよび分類Ｂ）にそれぞれ属するコメント情報が、２つのコメント情報
表示領域１４２にそれぞれ１つずつ、投稿時刻の古い順に更新表示されるように構成され
ている。この２つのコメント情報表示領域１４２は、表示部１４の下側（矢印Ｙ１方向側
）の端部で上下方向（Ｙ方向）に並んで配置されている。図７では、分類Ａに属するコメ
ント情報が、分類Ｂに属するコメント情報よりも上側（矢印Ｙ２方向側）に表示されてい
る。
【００４４】
　マルチ表示モードでは、２つのコメント情報表示領域１４２のうち、上側（矢印Ｙ２方
向側）に配置されたコメント情報表示領域１４２に表示されたコメント情報（図７では、
分類Ａに属するコメント情報）が更新表示された後に、下側（矢印Ｙ１方向側）に配置さ
れたコメント情報表示領域１４２に表示されたコメント情報（図７では、分類Ｂに属する
コメント情報）が更新表示されるように構成されている。そして、以降も上記の順番によ
る更新表示が繰り返されるように構成されている。
【００４５】
　また、マルチ表示モードでは、分類Ａに属するコメント情報の更新表示と、分類Ｂに属
するコメント情報の更新表示との間の時間間隔が８秒間隔になるように構成されている。
また、マルチ表示モードでは、分類Ａに属するコメント情報のコメント情報サーバ４０か
らの取得と、分類Ｂに属するコメント情報のコメント情報サーバ４０からの取得とが、少
なくとも３０秒以上の時間間隔で行われるように構成されている。
【００４６】
　また、マルチ表示モードでは、図８に示すように、コメント本文が更新表示されない場
合にも、差分時間（図８の一点鎖線で囲んだ部分および二点鎖線で囲んだ部分の文字列）
が更新表示されるように構成されている。このような差分時間のみの更新表示は、上記コ
メント本文の更新表示（図７参照）と同様の順番で行われる。
【００４７】
　また、マルチ表示モードでは、表示部１４に表示されるカテゴリを切り替えることが可
能なように構成されている。たとえば、図９に示すように、表示部１４に表示されている
２つのカテゴリ（分類Ａおよび分類Ｂ）のうち、分類Ａを分類Ｃに切り替えることが可能
なように構成されている。
【００４８】
　マルチ表示モードでカテゴリの切り替えが行われる場合では、まず、図９に示すように
、切り替えの対象となるカテゴリ（分類Ａ）のカテゴリアイコン１４３ａの右側（矢印Ｘ
２方向側）に吹き出し状のカテゴリ選択領域１４６が表示されるように構成されている。
このカテゴリ選択領域１４６には、切替先のカテゴリ（分類Ｃおよび分類Ｄ）を示すカテ
ゴリアイコン１４３ａが表示されている。そして、このカテゴリ選択領域１４６では、ユ
ーザのリモコン５０の操作（十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）によりカテ
ゴリアイコン１４３ａを取り囲むカーソル１４６ａが移動されることによって、切替先の
カテゴリが選択決定されるように構成されている。なお、このカテゴリ選択領域１４６に
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表示されるカテゴリアイコン１４３ａの数が、カテゴリ選択領域１４６の上下方向（Ｙ方
向）の幅に収まらないほど大きい場合には、カテゴリ選択領域の右側（矢印Ｘ２方向）の
端部に上下方向（Ｙ方向）に延びるように設けられているスクロールバー１４６ｂを用い
て、現在選択されているカテゴリアイコン１４３ａが全体の中でどの位置にあるのかを認
識することが可能である。また、このカテゴリ選択領域１４６は、上記シングル表示モー
ドのカテゴリ選択領域１４５（図６参照）と同様に、透過処理されていない。これにより
、カテゴリ選択領域１４６を見る者にとってカテゴリアイコン１４３ａを視覚的に認識し
易くすることが可能となる。
【００４９】
　なお、マルチ表示モードのその他の点は、上記したシングル表示モードと同様である。
たとえば、コメント情報表示領域１４２の内部の吹き出し部１４２ｂおよび投稿者アイコ
ン１４２ａが表示された部分以外の部分が透過処理されている点、コメント本文が切り替
わる毎にコメント情報表示領域１４２が一旦非表示となる点、および、コメント本文がコ
メント情報表示領域１４２に表示される際にタイプライタ式表示方法により表示される点
などは、上記したシングル表示モードと同様である。
【００５０】
　次に、図１０を参照して、本発明の一実施形態によるテレビジョン装置１０により表示
部１４にコメント情報が表示される際のＣＰＵ１２の処理フローについて説明する。
【００５１】
　まず、図１０に示すように、ステップＳ１において、コメント情報サーバ４０へのログ
イン処理が行われ、ステップＳ２に進む。
【００５２】
　次に、ステップＳ２において、コメント情報サーバ４０からサーバ側の基準時刻が取得
される。このサーバ側の基準時刻は、たとえば、コメント情報サーバ４０のＨＴＴＰ（Ｈ
ｙｐｅｒ　Ｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ヘッダ情報に含まれるＧＭ
Ｔ（Ｇｒｅｅｎｗｉｃｈ　Ｍｅａｎ　Ｔｉｍｅ）による標準時刻からなる。そして、この
ように取得されたサーバ側の基準時刻をメモリ１５に記憶させる処理が実行される。なお
、この時、テレビジョン装置１０側で測定されている時刻（以下では、実機側の基準時刻
と呼ぶ）をメモリ１５に記憶させる処理も実行される。
【００５３】
　次に、ステップＳ３において、コメント情報の表示形式がシングル表示モードか否かが
判断される。ステップＳ３では、コメント情報の表示形式がシングル表示モードであると
判断された場合に、ステップＳ４に進む。そして、ステップＳ４において、後述するシン
グル表示モードでのコメント情報の切替表示処理（図１１参照）が実行され、ステップＳ
６に進む。
【００５４】
　なお、上記ステップＳ３において、コメント情報の表示形式がシングル表示モードでな
いと判断された場合には、ステップＳ５に進む。そして、ステップＳ５において、後述す
るマルチ表示モードでのコメント情報の切替表示処理（図１２参照）が実行され、ステッ
プＳ６に進む。
【００５５】
　次に、ステップＳ６において、後述するステップＳ１３（図１１参照）およびステップ
Ｓ２８（図１２参照）で検知されたユーザの操作（リモコン５０の十字キー５１や決定キ
ー５２などを用いた操作）が、コメント情報表示機能の終了操作であるか否かが判断され
る。ステップＳ６では、上記ユーザの操作がコメント情報表示機能の終了操作でないと判
断された場合に、ステップＳ３に戻る。また、ステップＳ６では、上記ユーザの操作がコ
メント情報表示機能の終了操作であると判断された場合に、処理を終了する。
【００５６】
　次に、図１１を参照して、上記ステップＳ４（図１０参照）において実行されるシング
ル表示モード（図３～図６参照）でのコメント情報の切替表示処理の詳細について説明す
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る。
【００５７】
　シングル表示モードでは、まず、図１１に示すように、ステップＳ１１において、１つ
のカテゴリに属する最新２０個のコメント情報と、それら２０個のコメント情報の投稿時
刻とがコメント情報サーバ４０から取得され、ステップＳ１２に進む。そして、ステップ
Ｓ１２において、後述するコメント情報の切替表示処理（図１３参照）が実行され、ステ
ップＳ１３に進む。
【００５８】
　次に、ステップＳ１３において、リモコン受信部１６によりユーザの何らかの操作（リ
モコン５０の十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）が検知されたか否かが判断
される。ステップＳ１３では、リモコン受信部１６によりユーザの何らの操作も検知され
ていないと判断された場合に、ステップＳ１４に進む。
【００５９】
　ステップＳ１４においては、上記ステップＳ１２のコメント情報の切替表示処理（図１
３参照）によりコメント情報の表示が切り替わってから８秒経過したか否かが判断される
。ステップＳ１４では、コメント情報の表示が切り替わってから８秒経過したと判断され
た場合に、上記ステップＳ１２に戻る。また、ステップＳ１４では、コメント情報の表示
が切り替わってから８秒経過していないと判断された場合に、上記ステップＳ１３に戻る
。このステップＳ１４の判断処理は、たとえば、テレビジョン装置１０の内部にタイマー
を設け、そのタイマーで経過時間（８秒）を測定することにより行う。
【００６０】
　なお、上記ステップＳ１３において、リモコン受信部１６によりユーザの何らかの操作
（リモコン５０の十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）が検知されたと判断さ
れた場合には、ステップＳ１５に進む。そして、ステップＳ１５において、上記ステップ
Ｓ１３で検知されたユーザの操作がカテゴリの切替操作であるか否かが判断される。
【００６１】
　ステップＳ１５では、上記ステップＳ１３で検知されたユーザの操作がカテゴリの切替
操作でないと判断された場合に、処理を終了する。また、ステップＳ１５では、上記ステ
ップＳ１３で検知されたユーザの操作がカテゴリの切替操作であると判断された場合に、
ステップＳ１６に進む。そして、ステップＳ１６において、上記ステップＳ１５のカテゴ
リの切替操作に基づいてカテゴリが切り替えられ、処理を終了する。
【００６２】
　次に、図１２を参照して、上記ステップＳ５（図１０参照）において実行されるマルチ
表示モード（図７～図９参照）でのコメント情報の切替表示処理の詳細について説明する
。
【００６３】
　マルチ表示モードでは、まず、図１２に示すように、ステップＳ２１において、カテゴ
リ表示要求数が取得され、ステップＳ２２に進む。なお、このステップＳ２１のカテゴリ
表示要求数とは、ユーザがテレビジョン装置１０に対して表示を所望するカテゴリの数を
示す数字である。次に、ステップＳ２２において、カテゴリ表示要求数がカテゴリ表示可
能数を越えているか否かが判断される。このカテゴリ表示可能数とは、テレビジョン装置
１０が表示可能なカテゴリの数を示す数字である。
【００６４】
　ステップＳ２２では、カテゴリ表示要求数がカテゴリ表示可能数を越えていると判断さ
れた場合に、ステップＳ２３に進む。そして、ステップＳ２３において、カテゴリ表示数
がカテゴリ表示可能数に設定され、ステップＳ２５に進む。また、上記ステップＳ２２で
は、カテゴリ表示要求数がカテゴリ表示可能数を越えていないと判断された場合に、ステ
ップＳ２４に進む。そして、ステップＳ２４において、カテゴリ表示数がカテゴリ表示要
求数に設定され、ステップＳ２５に進む。なお、このステップＳ２３およびステップＳ２
４のカテゴリ表示数とは、表示部１４に表示されるカテゴリの数を示す数字である。上記
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ステップＳ２１～ステップＳ２４により、たとえばユーザから５つのカテゴリを表示させ
たいという要求がある場合でも、表示可能なカテゴリが２つしかない場合には、表示部１
４に表示されるカテゴリの数は２つとなる。
【００６５】
　次に、ステップＳ２５において、表示部１４に表示されるカテゴリ（本実施形態では、
２つのカテゴリ）のそれぞれについて、最新２０個のコメント情報がコメント情報サーバ
４０から取得され、ステップＳ２６に進む。このステップＳ２５では、上記ステップＳ１
１（図１１参照）と同様に、コメント情報だけでなく、コメント情報の投稿時刻も取得さ
れる。また、このステップＳ２５では、４０個のコメント情報が一回で取得される。これ
により、２つのカテゴリのそれぞれの最新２０個のコメント情報を２回に分けて取得する
場合と異なり、コメント情報サーバ４０との通信回数を１回で済ますことができるので、
その分、コメント情報サーバ４０側の負荷を軽減することが可能である。
【００６６】
　次に、ステップＳ２６において、表示部１４に表示される２つのコメント情報が、どの
ような順番で切替表示されるが決定され、ステップＳ２７に進む。そして、ステップＳ２
７において、後述するコメント情報の切替表示処理（図１３参照）が実行され、ステップ
Ｓ２８に進む。
【００６７】
　次に、ステップＳ２８において、リモコン受信部１６によりユーザの何らかの操作（リ
モコン５０の十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）が検知されたか否かが判断
される。ステップＳ２８では、リモコン受信部１６によりユーザの何らの操作も検知され
ていないと判断された場合に、ステップＳ２９に進む。
【００６８】
　ステップＳ２９においては、上記ステップＳ２７のコメント情報の切替表示処理（図１
３参照）によりコメント情報の表示が切り替わってから８秒経過したか否かが判断される
。ステップＳ２９では、コメント情報の表示が切り替わってから８秒経過していないと判
断された場合に、上記ステップＳ２８に戻る。また、ステップＳ２９では、コメント情報
の表示が切り替わってから８秒経過したと判断された場合に、ステップＳ３０に進む。こ
のステップＳ２９の判断処理は、上記ステップＳ１４（図１１参照）と同様に、たとえば
、テレビジョン装置１０の内部に設けたタイマーにより経過時間（８秒）を測定すること
により行われる。そして、ステップＳ３０において、上記ステップＳ２６で決定された順
番にしたがって、次の切替表示の対象となるコメント情報が属するカテゴリが選択され、
上記ステップＳ２７に戻る。
【００６９】
　なお、上記ステップＳ２８において、リモコン受信部１６によりユーザの何らかの操作
（リモコン５０の十字キー５１や決定キー５２などを用いた操作）が検知されたと判断さ
れた場合には、ステップＳ３１に進む。そして、ステップＳ３１において、上記ステップ
Ｓ２８で検知されたユーザの操作がカテゴリの切替操作であるか否かが判断される。
【００７０】
　ステップＳ３１では、上記ステップＳ２８で検知されたユーザの操作がカテゴリの切替
操作でないと判断された場合に、処理を終了する。また、ステップＳ３１では、上記ステ
ップＳ２８で検知されたユーザの操作がカテゴリの切替操作であると判断された場合に、
ステップＳ３２に進む。そして、ステップＳ３２において、上記ステップＳ３１のカテゴ
リの切替操作に基づいてカテゴリが切り替えられ、処理を終了する。
【００７１】
　次に、図１３を参照して、上記ステップＳ１２（図１１参照）またはステップＳ２７（
図１２参照）において実行されるコメント情報の切替表示処理の詳細について説明する。
【００７２】
　まず、図１３に示すように、ステップＳ４１において、上記ステップＳ１１（図１１参
照）またはステップＳ２５（図１２参照）でコメント情報サーバ４０から取得した最新２
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０個のコメント情報のうち、コメント情報表示領域１４２（図２～図９参照）にまだ表示
されていないコメント情報があるか否かが判断される。ステップＳ４１では、コメント情
報表示領域１４２にまだ表示されていないコメント情報があると判断された場合に、ステ
ップＳ４２に進む。そして、ステップＳ４２において、コメント情報表示領域１４２にま
だ表示されていないコメント情報のうち、投稿時刻の最も古いコメント情報が選択され、
ステップＳ４７に進む。
【００７３】
　なお、ステップＳ４１において、コメント情報表示領域１４２にまだ表示されていない
コメント情報がないと判断された場合には、ステップＳ４３に進む。そして、ステップＳ
４３において、前回のコメント情報サーバ４０からのコメント情報の取得から３０秒経過
したか否かが判断される。このステップＳ４３の判断処理は、たとえば、テレビジョン装
置１０の内部に、上記ステップＳ１４（図１１参照）およびステップＳ２９（図１２参照
）で用いるタイマーとは別個のタイマーを設け、その別個に設けたタイマーで経過時間（
３０秒）を測定することにより行われる。
【００７４】
　ステップＳ４３では、前回のコメント情報サーバ４０からのコメント情報の取得から３
０秒経過したと判断された場合に、ステップＳ４４に進む。そして、ステップＳ４４にお
いて、コメント情報サーバ４０から最新２０個のコメント情報の再取得が行われ、ステッ
プＳ４５に進む。なお、このステップＳ４４では、上記ステップＳ１１（図１１参照）お
よびステップＳ２５（図１２参照）と同様に、コメント情報だけでなく、コメント情報の
投稿時刻も取得される。
【００７５】
　そして、ステップＳ４５において、上記ステップＳ４４で再取得されたコメント情報が
更新されているか否かが判断される。具体的には、ステップＳ４５では、上記ステップＳ
４４で再取得した２０個のコメント情報の中に、前回取得した２０個のコメント情報より
も投稿時刻の新しいコメント情報（コメント情報の更新分）が存在するか否かが判断され
る。このステップＳ４５では、コメント情報が更新されていると判断された場合に、ステ
ップＳ４６に進む。そして、ステップＳ４６において、コメント情報の更新分のうち、投
稿時刻の最も古いコメント情報が選択され、ステップＳ４７に進む。
【００７６】
　そして、ステップＳ４７において、コメント情報表示領域１４２が一旦非表示とされ、
ステップＳ４８に進む。そして、ステップＳ４８において、後述する差分時間の切替表示
処理が実行され、ステップＳ４９に進む。そして、ステップＳ４９において、上記ステッ
プＳ４２およびＳ４６で選択されたコメント情報のうちのコメント本文が、文頭から一文
字ずつタイプライタ式表示方法によりコメント情報表示領域１４２に表示され、処理を終
了する。
【００７７】
　なお、上記ステップＳ４３で前回のコメント情報サーバ４０からのコメント情報の取得
から３０秒経過していないと判断された場合、および、上記ステップＳ４５でコメント情
報が更新されていないと判断された場合には、ステップＳ５０に進む。そして、ステップ
Ｓ５０において、後述する差分時間の切替表示処理（図１４参照）が実行され、処理を終
了する。
【００７８】
　次に、図１４を参照して、上記ステップＳ４８およびＳ５０（図１３参照）において実
行される差分時間の切替表示処理の詳細について説明する。
【００７９】
　まず、図１４に示すように、ステップＳ５１において、現在時刻が算出され、ステップ
Ｓ５２に進む。現在時刻は、上記ステップＳ２（図１０参照）でコメント情報サーバ４０
から取得したサーバ側の基準時刻に、サーバ側の基準時刻からの経過時間が加算されるこ
とにより算出される。また、経過時間は、テレビジョン装置１０側で測定されている実機



(15) JP 2012-29064 A 2012.2.9

10

20

30

40

50

側の現在時刻から、上記ステップＳ２でメモリ１５に記憶された実機側の基準時刻を減算
することにより算出される。
【００８０】
　次に、ステップＳ５２において、コメント情報表示領域１４２（図２～図９参照）に表
示される差分時間が算出され、ステップＳ５３に進む。この差分時間は、上記ステップＳ
５１で算出された現在時刻から、上記ステップＳ１１（図１１参照）、ステップＳ２５（
図１２参照）およびステップＳ４４（図１３参照）で取得されるコメント情報の投稿時刻
を減算することにより算出される。そして、ステップＳ５３において、上記ステップＳ５
２で算出された差分時間がコメント情報表示領域１４２に表示され、処理を終了する。
【００８１】
　本実施形態では、上記のように、ＣＰＵ１２を、複数（２０個）のコメント情報をコメ
ント情報サーバ４０から第１の時間（３０秒）以上の時間間隔で取得するように構成する
ことによって、コメント情報サーバ４０との通信間隔を３０秒以上空けることができるの
で、コメント情報サーバ４０との通信頻度を少なくすることができる。これにより、サー
バ側の負荷を軽減することができる。また、ＣＰＵ１２を、コメント情報を３０秒よりも
短い第２の時間間隔（８秒間隔）で切り替えながら表示部１４に表示させる制御を行うよ
うに構成することによって、コメント情報の切替表示の間隔が３０秒以上開いている場合
と異なり、ユーザを必要以上に待たせることなく、ユーザにとって適切な時間間隔でコメ
ント情報を表示部１４に表示させることができる。また、コメント情報サーバ４０との通
信間隔を３０秒以上空けるとともに、コメント情報を３０秒よりも短い８秒間隔で切り替
えながら表示部１４に表示することによって、サーバ側にユーザからのアクセス間隔など
の制限が設けられている場合にも、ユーザに対して適切な更新タイミングで情報を提供す
ることができる。これにより、ユーザに対して適切な更新タイミングで情報を提供するこ
とができる。また、コメント情報サーバ４０からコメント情報を取得する際に、２０個の
コメント情報を取得することによって、コメント情報の切替表示の間隔である８秒間隔よ
りも長い３０秒以上の時間間隔でコメント情報サーバ４０からコメント情報を取得したと
しても、コメント情報の切替表示を支障なく行うことができる。
【００８２】
　また、本実施形態では、上記のように、ＣＰＵ１２を、投稿時刻の最も新しいコメント
情報を表示部１４に表示させ、かつ、コメント情報サーバ４０から複数（２０個）のコメ
ント情報を取得してから第１の時間（３０秒）が経過した場合に、２０個のコメント情報
をコメント情報サーバ４０から再取得するとともに、２０個のコメント情報のうちの更新
分を第２の時間間隔（８秒間隔）で切り替えながら表示部１４に表示させるように構成し
ている。これにより、３０秒のみならず、表示部１４に表示されるコメント情報の表示タ
イミングも考慮して、コメント情報の更新確認のためのコメント情報サーバ４０との通信
間隔を決定することができるので、サーバ側の負荷をより軽減しながら、ユーザに対して
適切なタイミングで情報を提供することができる。
【００８３】
　また、本実施形態では、上記のように、表示部１４に表示されるコメント情報を、コメ
ント本文と、現在時刻と投稿時刻との差分時間とを含むように構成している。また、ＣＰ
Ｕ１２を、コメント情報が更新されていた場合だけでなく、コメント情報が更新されてい
ない場合にも、表示部１４に表示されたコメント情報のうちの差分時間を第２の時間間隔
（８秒間隔）で更新するように構成している。これにより、コメント本文が更新表示され
る場合にのみ差分情報が更新表示されるのと異なり、コメント本文が更新表示されない場
合にも差分情報が更新表示されるので、ユーザは、表示部１４を見ることにより、表示部
１４に表示されたコメント本文がどの程度古いのかを正確に認識することができる。
【００８４】
　また、本実施形態では、上記のように、表示部１４に、コメント情報を表示するための
コメント情報表示領域１４２を設けている。また、ＣＰＵ１２を、コメント情報表示領域
１４２に表示されたコメント情報のうちのコメント本文を切り替える前に、コメント情報
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表示領域１４２を一旦非表示とするように構成している。これにより、コメント本文が切
り替わる毎に、一旦非表示となったコメント情報表示領域１４２が再表示されるので、ユ
ーザは、コメント情報表示領域１４２を見ることにより、コメント本文が切り替わるタイ
ミングを容易に認識することができる。
【００８５】
　また、本実施形態では、上記のように、ＣＰＵ１２を、コメント情報表示領域１４２に
表示されたコメント情報のうちのコメント本文を切り替える際に、コメント本文を文頭か
ら一文字ずつ順番にコメント情報表示領域１４２に表示させるタイプライタ式表示方法に
よりコメント本文を表示させるように構成している。これにより、コメント本文の全ての
文字が一度に切り替わる場合と異なり、コメント本文が一文字ずつタイプライタ式表示方
法により切り替わるので、ユーザは、コメント情報表示領域１４２を見ることにより、コ
メント本文が切り替わっていくのを容易に認識することができる。
【００８６】
　また、本実施形態では、上記のように、コメント情報サーバに格納されるコメント情報
を、第１のカテゴリに属する第１のコメント情報（たとえば、分類Ａに属するコメント情
報）および第２のカテゴリに属する第２のコメント情報（たとえば、分類Ｂに属するコメ
ント情報）を含むように構成している。また、ＣＰＵ１２を、分類Ａに属するコメント情
報および分類Ｂに属するコメント情報を並べて表示部１４に表示させるとともに、分類Ａ
に属するコメント情報を更新表示した後で第２の時間間隔（８秒間隔）が経過した後に分
類Ｂに属するコメント情報を更新表示する処理を繰り返すように構成している。これによ
り、分類Ａに属するコメント情報の更新表示のタイミングと分類Ｂに属するコメント情報
の更新表示のタイミングとが一致することがない。その結果、複数のコメント情報（たと
えば、分類Ａに属するコメント情報と分類Ｂに属するコメント情報との２つのコメント情
報）が表示部１４に表示されている場合でも、ユーザは、表示部１４を見ることにより、
２つのコメント情報のうちのいずれのコメント情報が更新されたかを容易に認識すること
ができる。
【００８７】
　また、本実施形態では、上記のように、ＣＰＵ１２を、第１のカテゴリに属する第１の
コメント情報（たとえば、分類Ａに属するコメント情報）のコメント情報サーバ４０から
の取得と、第２のカテゴリに属する第２のコメント情報（たとえば、分類Ｂに属するコメ
ント情報）のコメント情報サーバ４０からの取得とを、少なくとも第１の時間（３０秒）
以上の時間間隔で行うように構成している。これにより、分類Ａに属するコメント情報の
更新確認のためのコメント情報サーバ４０との通信と、分類Ｂに属するコメント情報の更
新確認のためのコメント情報サーバ４０との通信とがそれぞれ独立に行われる場合と異な
り、コメント情報サーバ４０との通信間隔を少なくとも３０秒以上空けることができるの
で、コメント情報サーバ４０との通信頻度を少なくすることができる。これにより、複数
のカテゴリ（たとえば、分類Ａと分類Ｂとの２つのカテゴリ）毎にコメント情報の更新確
認を行う必要がある場合でも、サーバ側の負荷を軽減することができる。また、分類Ａに
属するコメント情報のコメント情報サーバ４０からの取得と、分類Ｂに属するコメント情
報のコメント情報サーバ４０からの取得との間隔が少なくとも３０秒以上空けられること
によって、サーバ側にユーザからのアクセス間隔などの制限が設けられている場合にも、
ユーザに対して適切な更新タイミングで情報を提供することができる。
【００８８】
　また、本実施形態では、上記のように、ＣＰＵ１２を、コメント情報サーバ４０から取
得したコメント情報を投稿時刻の古い順に表示部１４に表示させる制御を行うように構成
されている。これにより、ユーザは、表示部１４を見ることにより、コメント情報の投稿
時刻の古さの順番を容易に視覚的に確認することができる。
【００８９】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
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囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００９０】
　たとえば、上記実施形態では、コメント情報サーバから取得した複数のコメント情報を
投稿時刻の古い順に切り替えながら表示部に表示する例を示したが、本発明はこれに限ら
ない。本発明では、コメント情報サーバから取得した複数のコメント情報を投稿時刻の新
しい順に切り替えながら表示部に表示するようにしてもよい。
【００９１】
　また、上記実施形態では、コメント情報サーバから取得するコメント情報の数を２０個
とする例を示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、コメント情報サーバから取
得するコメント情報の数を２個以上１９個以下としてもよいし、２１個以上としてもよい
。
【００９２】
　また、上記実施形態では、本発明の第１の時間を３０秒にするとともに、第２の時間間
隔を８秒間隔にする例を示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、第２の時間間
隔が第１の時間よりも短い時間間隔であれば、第１の時間を３０秒にする必要はないし、
第２の時間間隔を８秒間隔にする必要はない。
【００９３】
　また、上記実施形態では、１つのカテゴリに対して１つのコメント情報が表示部に表示
される例を示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、図１５に示す第１変形例の
ように、１つのカテゴリに対して複数（図１５では、２つ）のコメント情報が表示部に表
示されるようにしてもよい。この第１変形例では、図１５に示すように、２つのコメント
情報表示領域１４２のうちの上側（矢印Ｙ２方向側）のコメント情報表示領域１４２に、
更新分のコメント情報が切替表示されるように構成されている。具体的には、まず、２つ
のコメント情報表示領域１４２の内部にそれぞれ設けられた２つの吹き出し部１４２ｂが
一旦非表示とされる。そして、上側のコメント情報表示領域１４２に表示されていた投稿
者アイコン１４２ａが、下側（矢印Ｙ１方向側）のコメント情報表示領域１４２へと徐々
に移動していく。そして、空いた上側のコメント情報表示領域１４２に、更新分のコメン
ト情報が表示される。このようにして、第１変形例のコメント情報の切替表示が行われる
。
【００９４】
　また、上記実施形態では、マルチ表示モードで２つのコメント情報表示領域が設けられ
る例を示したが、本発明はこれに限らない。本発明では、たとえば、図１６に示す第２変
形例のように、マルチ表示モードで４つのコメント情報表示領域を設けるようにしてもよ
い。第２変形例では、図１６に示すように、４つのコメント情報表示領域１４２により、
表示部１４の映像表示領域１４１の全体が覆われている。この第２変形例では、上記実施
形態と異なり、４つのコメント情報表示領域１４２が透過処理されていないので、映像表
示領域１４１に表示再生されているテレビジョン放送などの映像を見ることができない一
方、音声を聴くことは可能である。
【００９５】
　また、上記実施形態では、図２～図９に示すように、コメント情報表示領域１４２およ
びカテゴリ表示領域１４３が映像表示領域１４１に重なるように設けられる例を示したが
、本発明はこれに限らない。本発明では、図１７および図１８に示す第３変形例のように
、テレビジョン放送などの映像を左右方向（Ｘ方向）および上下方向（Ｙ方向）の比率を
保持したまま映像表示領域１４１に縮小表示（スケーリング表示）することにより、コメ
ント情報表示領域１４２を映像表示領域１４１に重ならないように設けるようにしてもよ
い。このようにすれば、コメント情報表示領域１４２が透過処理されていなくとも、縮小
表示された映像表示領域１４１により、テレビジョン放送などの映像の全体を視覚的に認
識することが可能である。なお、この第３変形例では、表示部１４の映像表示領域１４１
、コメント情報表示領域１４２およびカテゴリ表示領域１４３以外の空き領域１４７に他
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【００９６】
　また、上記実施形態では、図２～図９に示すように、コメント情報表示領域１４２が表
示部１４の下側（矢印Ｙ１方向側）の端部に配置される例を示したが、本発明はこれに限
らない。本発明では、コメント情報表示領域１４２が表示部１４の上側（矢印Ｙ２方向側
）の端部に配置されていてもよい。
【００９７】
　また、上記実施形態では、本発明の映像装置として、テレビジョン装置を用いる例を示
したが、本発明はこれに限らない。本発明では、映像装置として、テレビジョン装置以外
の映像装置を用いてもよい。たとえば、セットトップボックスやＢＤレコーダを用いても
よい。また、たとえば、図１９に示す第４変形例のような、通信部６１と、ＣＰＵ６２と
、映像出力部６３と、メモリ６４と、ＢＤドライブ６５とを備えるＢＤ（Ｂｌｕ－Ｒａｙ
　Ｄｉｓｃ）プレーヤ６０を用いてもよい。なお、このＢＤプレーヤ６０は、十字キー８
１と決定キー８２とを有するリモコン８０により操作可能である。ここで、このＢＤプレ
ーヤ６０のＣＰＵ６２は、上記実施形態によるテレビジョン装置１０のＣＰＵ１２と同様
の処理を行うように構成されている。すなわち、この第４変形例によるＢＤプレーヤ６０
は、コメント情報サーバ４０からコメント情報を取得するとともに、取得したコメント情
報を、ＢＤプレーヤ６０に接続されたテレビジョン装置７０の表示部７１に表示させる機
能を有するように構成されている。
【符号の説明】
【００９８】
　１０　テレビジョン装置（映像装置）
　１１　通信部
　１２、６２　ＣＰＵ（制御部）
　１４、７１　表示部
　３０　インターネット（ネットワーク）
　４０　コメント情報サーバ
　６０　ＢＤプレーヤ（映像装置）
　１４２　コメント情報表示領域
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