
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツ情報を取得するコンテンツ情報取得部と、
　取得したコンテンツ情報に基づいて、一つのコンテンツのイメージを表象するための複
数のシンボル画像情報を取得するシンボル画像情報取得部と、
　取得した複数のシンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像からなるシンボ
ル画像群をスライドショウ形式で表示可能に出力するシンボル画像群出力部と、
　コンテンツ情報取得部にて取得したコンテンツ情報に含まれるコンテンツ識別情報に基
づいて、そのコンテンツ識別情報に対応付けられたシンボル画像情報を取得し、取得した
シンボル画像情報をシンボル画像情報取得部に対して出力するシンボル画像データベース
検索部とを有する表示装置。
【請求項２】
　前記シンボル画像群出力部は、複数のコンテンツにそれぞれ関連付けられた複数のシン
ボル画像群をコンテンツごとにサムネイル形式で一画面内に表示するためのサムネイル出
力手段を有する請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　コンテンツ情報取得部にて取得したコンテンツ情報を分析し、分析結果に基づいてシン
ボル画像情報を取得し、取得したシンボル画像情報をシンボル画像情報取得部に対して出
力するコンテンツ情報分析部を有する請求項１又は２に記載の表示装置。
【請求項４】
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　シンボル画像データベース検索部は、コンテンツ識別情報と、シンボル画像情報とを関
連付けた情報である対応情報を保持し、
　前記シンボル画像情報の取得は、保持された対応情報に基づいて行なわれる請求項１に
記載の表示装置。
【請求項５】
　前記シンボル画像データベース検索部は、複数の対応情報を保持可能であり、保持して
いる複数の対応情報からシンボル画像情報の取得を行なうために利用される対応情報を選
択する請求項４に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記シンボル画像データベース検索部は、保持されている対応情報を管理するための管
理手段を有する請求項５に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツシンボルをスライドショウ表示するための表示装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　利用者が好みの音楽を入手するために、音楽の特徴や曲調等の分析結果に基づいて選択
を行うことができる音楽配給システムについてはすでに先行技術が存在する（特許文献１
参照。）。
【特許文献１】特開２００１－２９７０９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上記音楽配給システムにおいては、音楽が曲名などからなる文字のリス
トにて提示されるのみであり、それぞれの曲調がどのようなものかを伝えることはできな
い。また、不知の曲の場合、曲名のリストのみでは、それぞれの曲の内容や曲調を推測す
ることは困難であるため、利用者の気分や現在の環境に適した曲を選択することは難しい
。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、かかる実情に鑑み、コンテンツのイメージを表象するための複数のシンボル
画像情報を取得し、複数のシンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像からな
るシンボル画像群をスライドショウ形式で表示可能に出力することに特徴を有する表示装
置を提案するものである。このとき、コンテンツ情報を分析した結果に基づいてシンボル
画像情報を取得することができる。これにより、利用者が特段の作業を行なうことなく、
コンテンツの曲調や内容に応じたシンボル画像が表示される。
【０００５】
　また、コンテンツ情報に含まれるコンテンツ識別情報に基づいて、そのコンテンツ識別
情報に対応付けられたシンボル画像情報を取得し、このシンボル画像情報により構成され
る複数のシンボル画像からなるシンボル画像群をスライドショウ形式で表示出力すること
ができる。加えて、コンテンツ識別情報と、シンボル画像情報とを関連付けた情報である
対応情報を管理することができる。
【発明の効果】
【０００６】
　以上、説明したように本件発明のいずれか一又は二以上の発明に係る表示装置において
は、複数のシンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像からなるシンボル画像
群がスライドショウ形式で表示されているため、表示されているコンテンツを視聴したこ
とがない場合であっても、コンテンツのイメージを視覚的に認識することができる。また
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、利用者のその日の気分に合致するコンテンツを容易に選択することができる。さらに、
コンテンツ情報を分析した結果に基づいてシンボル画像情報を取得することができる場合
には、利用者が特段の作業を行なうことなく、コンテンツの曲調や内容に応じたシンボル
画像が表示されるため、利便性が高い。
【０００７】
　また、表示装置が、コンテンツ情報に含まれるコンテンツ識別情報に基づいて、そのコ
ンテンツ識別情報に対応付けられたシンボル画像情報を取得し、このシンボル画像情報に
より構成される複数のシンボル画像からなるシンボル画像群をスライドショウ形式で表示
出力する場合には、複数のデータベースにシンボル画像情報が保持されている場合であっ
ても、検索作業がスムーズに実行されることが期待できる。加えて、表示装置が、コンテ
ンツ識別情報と、シンボル画像情報とを関連付けた情報である対応情報を管理することが
できる。このとき、対応情報の適切な管理によって、シンボル画像情報や、これが蓄積さ
れるデータベースの管理が容易になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下に、各発明を実施するための最良の形態を説明する。なお、本発明はこれら実施の
形態に何ら限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様
で実施しうる。
【００１０】
　 <<実施形態１ >>
【００１１】
　 <実施形態１：概要 >　実施形態１について説明する。本実施形態は、コンテンツのイメ
ージを表象するための複数のシンボル画像情報を取得し、複数のシンボル画像情報により
構成される複数のシンボル画像からなるシンボル画像群をスライドショウ形式で表示可能
に出力することに特徴を有する表示装置である。
【００１２】
　図１は、本実施形態の概念の一例を示すものである。図に示したのは、本実施形態の表
示装置の表示画面の一例である。表示画面の右側にはコンテンツの名称（タイトル）、作
詞・作曲者名、歌手名などのコンテンツ情報が示されており、左側にはシンボル画像群が
スライドショウ形式で表示されている。シンボル画像群とは、コンテンツのイメージを表
象するための複数のシンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像からなる画像
群をいう。ここでは、各コンテンツに対応するシンボル画像群が表示出力される場面を示
した。出力されるシンボル画像を視認することで、コンテンツの概要を把握することが可
能となる。
【００１３】
　ここではコンテンツが「荒城の月」の場合を例示した。この場合、シンボル画像情報と
して、例えば、静かな癒しのイメージや、夜の情景、春の花曇の情景などを表象するため
の画像情報が該当する。癒しのシンボル画像としては穏やかな表情をした顔のイラストの
画像を、同様に夜の情景は月の画像を、春の情景は桜の花の画像を、曇りの情景は雲の画
像を採用した。このとき、シンボル画像は表示装置内に予め保持されているデータから準
備してもよいし、利用者が入力等してもよい。一のコンテンツに対して複数のシンボル画
像情報が取得され、これらによって構成される複数のシンボル画像から一のシンボル画像
群が生成される。図で示した例では、シンボル画像群は、癒し、春、曇り、夜の４枚のシ
ンボル画像からなる。このシンボル画像群を表示する際には、所定の時間（例えば２秒な
ど）ごとにシンボル画像がスライドショウ形式で表示出力される。所定の時間ごとにシン
ボル画像が順次切換り表示され、最終のシンボル画像が表示されると最初のシンボル画像
に戻り、次のシンボル画像に切替えられるまで表示し続ける。表示されているコンテンツ
を視聴したことがない場合でも、複数のシンボル画像情報により構成される複数のシンボ
ル画像からなるシンボル画像群がスライドショウ形式で表示されているため、コンテンツ
のイメージを視覚的に認識することができる。
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【００１４】
　 <実施形態共通：ハードウエア構成 >　本件発明のハードウエア構成の一例を図２に示し
た。本件発明の構成要素は、ハードウエア、ソフトウエア、ハードウエアとソフトウエア
の両者、のいずれかによって構成される。例えば、これらを実現する一例として、コンピ
ュータを利用する場合には、ＣＰＵ、メモリ（ＤＲＡＭ、ＲＯＭ）、バス、Ｉ／Ｏコント
ローラ、周辺装置などから構成されるハードウエアと、これらのハードウエア上にて実行
可能なソフトウエアを挙げることができる。具体的には、メモリ上に展開されたプログラ
ムを順次実行することで、メモリ上のデータや、Ｉ／Ｏコントローラを介して入力される
データの加工、蓄積、出力などにより構成要素である各部の機能が実現される。
【００１５】
　まず、ＣＰＵは、インターネット回線、ＰＣカード、ＣＤ、ＨＤＤなどからのコンテン
ツ情報の入力を受け、プログラムに基づき、Ｉ／Ｏコントローラを介してＤ／Ａ変換回路
を作動させる。このときアナログに変換されたデータはアンプで増幅させてスピーカーか
ら出力される。一方、ＣＰＵは、コンテンツ情報に基づいて、そのコンテンツのイメージ
を表象するための複数のシンボル画像情報をＨＤＤなどから取得する。さらに、ＤＲＡＭ
を介してシンボル画像情報を描画ＬＳＩに送る。描画ＬＳＩは、シンボル画像情報に基づ
いてシンボル画像を描画し、ディスプレイに表示出力する。このとき、複数のシンボル画
像からなるシンボル画像群をスライドショウ形式で表示可能に出力する（詳細は後述する
。）。なお、ディスプレイがタッチパネル機能を有し、利用者がディスプレイへタッチし
てコンテンツの選択などを行った場合、この選択の指令がＩ／Ｏコントローラを介してＣ
ＰＵに伝達される。ＣＰＵは該当するコンテンツを再生するために、プログラムに基づい
て、Ｉ／Ｏコントローラを介して各周辺装置へアクセスを行なう。（本明細書の全体を通
じて同様である。）
【００１６】
　 <実施形態１：構成 >　本実施形態での機能ブロックの一例を図３に示した。　図３に示
す本実施形態の「表示装置」（０３００）は、「コンテンツ情報取得部」（０３０１）と
、「シンボル画像情報取得部」（０３０２）と、「シンボル画像群出力部」（０３０３）
とを有する。
【００１７】
　「表示装置」（０３００）は、ディスプレイなどの画像出力装置が接続され、または、
画像出力装置を有する各種装置をいい、携帯端末装置（携帯電話、ＰＤＡなど）、カーナ
ビゲーションシステム、オーディオ装置などが該当する。
【００１８】
　「コンテンツ情報取得部」（０３０１）は、コンテンツ情報を取得する。コンテンツ情
報は、音楽や映像からなるコンテンツ自体のほか、コンテンツに付随する情報を含むとし
てもよい。コンテンツに付随する情報とは、コンテンツを識別するための識別情報、コン
テンツの名称（タイトル名）や、著作者名（作詞・作曲者、監督・演出家など）、演者名
（歌手、演奏者、出演者など）、コンテンツ再生時間、録音・録画モードなどの情報が該
当する。コンテンツ情報は、ＣＤ、ＤＶＤ、ＰＣカードなどの可搬型の媒体から取得する
ことが想定される。コンテンツ情報は、インターネット回線、デジタルテレビ放送などを
介して外部のサーバ装置などからダウンロードされてもよい。また、コンテンツ情報は、
ダウンロードされハードディスクに蓄積されて必要に応じてハードディスクから読み出さ
れてもよい。
【００１９】
　「シンボル画像情報取得部」（０３０２）は、取得したコンテンツ情報に基づいて、複
数のシンボル画像情報を取得する。「シンボル画像情報」は、そのコンテンツのイメージ
を表象するためのシンボル画像を構成するための情報である。シンボル画像情報が表象す
るコンテンツのイメージは、そのコンテンツに基づいて生じる人の感情を表すイメージを
含む場合がある。例えば、元気になる曲、悲しい雰囲気の曲、うきうきとする曲、ゆった
りした曲、激しい曲などがある。また、シンボル画像情報が表象するコンテンツのイメー
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ジは、そのコンテンツが演奏などされるにふさわしいとされるシーンを表すイメージを含
む場合がある。例えば、晴れた日にふさわしい曲、春に聴きたい曲、朝に適した曲などが
ある。なお、シンボル画像情報は、静止画を構成するための情報に限らず、動画を構成す
るための情報であってもよい。
【００２０】
　また、複数のシンボル画像情報は、それぞれがコンテンツのイメージを表すための複数
のカテゴリごとに類型化された複数のシンボル画像から選択される一のシンボル画像を構
成するための情報である。具体的には、コンテンツに基づいて生じる人の感情を示すため
の感情のカテゴリ、コンテンツが演奏などされるにふさわしいとされるシーンとして天候
を示すための天候のカテゴリ、季節を示すための季節のカテゴリ、時間帯を示すための時
間のカテゴリなどがある。先の例では、元気になる曲などは感情のカテゴリに該当する。
晴れた日にふさわしい曲は天候のカテゴリに該当する。春に聴きたい曲は季節のカテゴリ
に該当する。朝に適した曲は時間のカテゴリに該当する。
【００２１】
　また、コンテンツ情報に基づくシンボル画像情報の取得は、コンテンツ情報に含まれる
コンテンツ識別情報と対応付けられたシンボル画像情報が自動的に取得される場合が該当
する。このときコンテンツ識別情報と対応付けられたシンボル画像情報は、表示装置内の
ＨＤＤなどのストレージや、外部のサーバ装置などに保持されている。
【００２２】
　「シンボル画像群出力部」（０３０３）は、シンボル画像群をスライドショウ形式で表
示可能に出力する。「シンボル画像群」は、取得した複数のシンボル画像情報により構成
される複数のシンボル画像を少なくとも含む画像群のことをいう。図で示した例ではシン
ボル画像群は、癒し、春、曇り、夜の４枚のシンボル画像から画像群が該当する。スライ
ドショウ形式での表示出力とは、シンボル画像群を表示する際に、所定の時間（例えば２
秒など）ごとにシンボル画像を順次切り替えて表示出力する手法である。先の例では、癒
し、春、曇り、夜の４枚のシンボル画像が自動的に切り替わりながら表示される。なお、
例外的に、所定の時間が一定でない場合がある。例えば、表示装置がカーナビゲーション
システムである場合には、車両が走行を開始した際のシンボル画像を、運転手の注意力が
散漫となることを防ぐために、車両が停止するまで表示し続けるとしてもよい。この場合
、車両が停止すれば、シンボル画像は切り替わり、スライドショウ形式で表示される。
【００２３】
　また、シンボル画像群出力部（０３０３）は、複数のコンテンツにそれぞれ関連付けら
れた複数のシンボル画像群をコンテンツごとにサムネイル形式で一画面内に表示するため
のサムネイル出力手段を有する場合もある。サムネイル形式とは、小さな画像を一覧表示
したもののことをいう。ここでは、図１で示したように、コンテンツとシンボル画像とを
対応付けて表示することなどが該当する。複数のコンテンツのシンボル画像群を一画面内
で見比べることができるため、利用者の現在の気分に合致するコンテンツを選択すること
が容易となる。
【００２４】
　その他、スライドショウ形式で出力されたシンボル画像群に対して、それぞれ複数のコ
ンテンツが関連付けられている場合がある。例えば、春、曇り、夜の３枚のシンボル画像
から構成されるシンボル画像群について、５曲のコンテンツが関連付けられている場合、
このシンボル画像群を選択すると、図４に示したように５曲のコンテンツ情報（全部、一
部を問わない。）の一覧表示が行なわれるとしてもよい。また、５曲のコンテンツが順次
再生されるとしてもよい。この場合も、複数のコンテンツがそれぞれ関連付けられた複数
のシンボル画像群をサムネイル形式で一画面内に表示するとしてもよい。
【００２５】
　また、利用者がカテゴリの階層ごとにシンボル画像を選択することで、表示装置がこれ
に関連付けられているコンテンツ情報の全部又は一部を取得してもよい。例えば、１万曲
のコンテンツが登録されている前提にて、一例として利用者が感情のカテゴリの中から「
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元気になれる曲」を選択すると、コンテンツが２千曲に絞り込まれ、さらに、利用者が天
気のカテゴリの中から「雪の降る日に聞きたい曲」を選択すると、コンテンツが５百曲に
絞り込まれる。利用者はこのような作業を行いながら、そのときの利用者の気分に合致す
る曲を絞り込んで聴くことができる。あるいは、特定の曲を探す際の手がかりとすること
ができる。なお、必ずしもすべての階層を網羅して選択する必要はなく、最初はカテゴリ
から階層的に選択を行いつつも、途中からはスライドショー表示を見てコンテンツを選択
できるとしてもよい。絞込みにより、該当コンテンツが少なくなった場合に有効である。
【００２６】
　 <実施形態１：処理の流れ１ >　図５は、実施形態１の表示装置におけるコンテンツ再生
時の処理の流れの一例を示したものである。まず、表示装置は、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　Ｓ０５０１）。表示装置は、コンテンツ情報に含まれ
るコンテンツのタイトルやアーティスト名などのプレイリストをＨＤＤなどのストレージ
や、外部サーバ装置、可搬型媒体から読み込む。次に、表示装置は、取得したコンテンツ
情報に基づいて、そのコンテンツのイメージを表象するための複数のシンボル画像情報を
取得する（シンボル画像情報取得ステップ　Ｓ０５０２）。これは、プレイリストに登録
されているシンボル画像イメージをメモリ上に展開することにより実現する。その次に、
表示装置は、シンボル画像情報により構成されるシンボル画像を表示出力する（シンボル
画像出力ステップ　Ｓ０５０３）。このとき、表示装置はコンテンツ情報の全部、又は、
一部も表示出力するとしてもよい。さらに、表示装置は所定の時間が経過したかどうかを
、タイマからの所定時間経過ごとに発生するイベントに基づいて判定し（所定時間経過判
定ステップ　Ｓ０５０４）、所定の時間が経過すれば、表示装置はメモリ上に展開された
シンボル画像の切替を行なう（シンボル画像切替ステップ　Ｓ０５０５）。その後、表示
装置はシンボル画像群の出力を終了するかの判断を行い（出力終了判断ステップ　Ｓ０５
０６）、シンボル画像群の出力を終了するとの判断結果がでるまで表示装置は所定時間経
過判定ステップ（Ｓ０５０４）と、シンボル画像切替ステップ（Ｓ０５０５）とを繰り返
す。これにより、表示装置は取得した複数のシンボル画像情報により構成される複数のシ
ンボル画像からなるシンボル画像群をスライドショウ形式で表示可能となる。
【００２７】
　以上の処理は、計算機に実行させるためのプログラムで実行することができ、また、こ
のプログラムを計算機によって読取り可能な記録媒体に記録することができる。（本明細
書の全体を通して同様である。）
【００２８】
　 <実施形態１：処理の流れ２ >　図６は、実施形態１の表示装置におけるコンテンツ再生
時のハードウエア処理の流れの一例を示したものである。まず、表示装置はシンボル画像
群の表示開始を示す表示開始命令を取得したか判断する（表示開始命令判断ステップ　Ｓ
０６０１）。表示開始命令を取得しないとの判断結果の場合には、表示装置は前記表示開
始命令判断ステップ（Ｓ０６０１）を繰り返す。次に、表示装置はＨＤＤなどのストレー
ジ上に保持されたコンテンツとその識別情報などの属性がテーブル化されたコンテンツ情
報テーブルから表示すべきコンテンツ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　Ｓ０６０２）。その次に、表示装置は取得したコンテンツ情報に含まれるコン
テンツ識別情報を取得する（コンテンツ識別情報取得ステップ　Ｓ０６０３）。さらに、
表示装置は、取得したコンテンツ識別情報をキーとして、メモリ上などに保持されたシン
ボル画像とその識別情報がテーブル化されたシンボル画像情報テーブルを検索する（シン
ボル画像情報検索ステップ　Ｓ０６０４）。シンボル画像情報検索ステップ（Ｓ０６０４
）における検索によって取得したシンボル画像識別情報に基づいて、表示装置は描画メモ
リにシンボル画像情報を展開する（シンボル画像情報展開ステップ　Ｓ０６０５）。
【００２９】
　さらに、表示装置はシンボル画像を切り替えるスライドショウプログラムをメインメモ
リに展開する（スライドショウプログラム展開ステップ　Ｓ０６０６）。次に、表示装置
は描画メモリに展開されたシンボル画像情報をスライドショウプログラムによって実行す
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る（スライドショウプログラム実行ステップ　Ｓ０６０７）。表示装置はスライドショウ
プログラムが終了したかどうかの判定を行い（スライドショウプログラム終了判定ステッ
プ　Ｓ０６０８）、スライドショウプログラムが終了していない限り、表示装置はスライ
ドショウプログラム実行ステップ（Ｓ０６０７）を繰り返す。スライドショウプログラム
が終了したとの判定結果の場合には、表示装置はスライドショウプログラムを終了するた
めの処理を行う（スライドショウプログラム終了ステップ　Ｓ０６０９）。なお、スライ
ドショウの終了条件となるのは、別の画面（例えば、経路誘導画面など）への切替が行わ
れた場合や、表示装置が装備された車両が走行中と判定される場合が該当する。表示装置
にてスライドショウ実行プログラムが繰り返されることで、表示装置ではシンボル画像が
切り替わり、動画のような表示が実現できる。
【００３０】
　 <実施形態１：効果 >　本実施形態は、コンテンツのイメージを表象するための複数のシ
ンボル画像情報を取得し、複数のシンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像
からなるシンボル画像群をスライドショウ形式で表示可能に出力することに特徴を有する
表示装置である。表示されているコンテンツを視聴したことがない場合であっても、複数
のシンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像からなるシンボル画像群がスラ
イドショウ形式で表示されているため、コンテンツのイメージを視覚的に認識することが
できる。また、利用者のその日の気分に合致するコンテンツを容易に選択することができ
る。
【００３１】
　 <<実施形態２ >>
【００３２】
　 <実施形態２：概要 >　実施形態２について説明する。本実施形態は、コンテンツ情報を
分析した結果に基づいてシンボル画像情報を取得し、このシンボル画像情報により構成さ
れる複数のシンボル画像からなるシンボル画像群をスライドショウ形式で表示可能に出力
することに特徴を有する表示装置である。
【００３３】
　 <実施形態２：構成 >　本実施形態での機能ブロックの一例を図７に示した。　図７に示
す本実施形態の「表示装置」（０７００）は、「コンテンツ情報取得部」（０７０１）と
、「シンボル画像情報取得部」（０７０２）と、「シンボル画像群出力部」（０７０３）
と、さらに、「コンテンツ情報分析部」（０７０４）とを有する。
【００３４】
　「コンテンツ情報分析部」（０７０４）は、コンテンツ情報取得部（０７０１）にて取
得したコンテンツ情報を分析し、分析結果に基づいてシンボル画像情報を取得し、取得し
たシンボル画像情報をシンボル画像情報取得部（０７０２）に対して出力する。コンテン
ツ情報の分析は、特開２００３－２６４７９５号公報や、特開２００２－２７８５４７号
公報などにて示したようにコンテンツの曲調や、内容を明らかにすることをいう。コンテ
ンツ情報の分析により、「うきうきする曲」であるとの分析結果が得られた場合には、こ
れに対応するシンボル画像情報がメモリなどから自動的に取得される。
【００３５】
　その他各部の処理については、実施形態１と同様である。
【００３６】
　 <実施形態２：処理の流れ >　本実施形態における処理の流れは、後述するシンボル画像
データベースの検索処理とともに実施形態３にて記載する。
【００３７】
　 <実施形態２：効果 >　本実施形態は、コンテンツ情報を分析した結果に基づいてシンボ
ル画像情報を取得し、このシンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像からな
るシンボル画像群をスライドショウ形式で表示可能に出力することに特徴を有する表示装
置である。これにより、利用者が特段の作業を行なうことなく、コンテンツの曲調や内容
に応じたシンボル画像が表示されるため、利便性が高い。
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【００３８】
　 <<実施形態３ >>
【００３９】
　 <実施形態３：概要 >　実施形態３について説明する。本実施形態は、コンテンツ情報に
含まれるコンテンツ識別情報に基づいて、そのコンテンツ識別情報に対応付けられたシン
ボル画像情報を取得し、このシンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像から
なるシンボル画像群をスライドショウ形式で表示可能に出力することに特徴を有する表示
装置である。
【００４０】
　 <実施形態３：構成 >　本実施形態での機能ブロックの一例を図８に示した。　図８に示
す本実施形態の「表示装置」（０８００）は、「コンテンツ情報取得部」（０８０１）と
、「シンボル画像情報取得部」（０８０２）と、「シンボル画像群出力部」（０８０３）
と、さらに、「シンボル画像データベース検索部」（０８０４）とを有する。ここでは、
実施形態１を基本とする機能ブロック図を示したが、他の実施形態を元にした場合にはこ
れに加えて構成要素が必要となる場合もある。
【００４１】
　「シンボル画像データベース検索部」（０８０４）は、コンテンツ情報取得部（０８０
１）にて取得したコンテンツ情報に含まれるコンテンツ識別情報に基づいて、そのコンテ
ンツ識別情報に対応付けられたシンボル画像情報を取得し、取得したシンボル画像情報を
シンボル画像情報取得部（０８０２）に対して出力する。コンテンツ情報には、コンテン
ツ識別情報を含み、予めコンテンツ識別情報に対応付けられたシンボル画像情報が準備さ
れていることが想定される。例えば、コンテンツごとにそのコンテンツに基づいて生じる
人の感情を示すための感情のイメージや、そのコンテンツが演奏などされるにふさわしい
とされるシーンのイメージを表すためのシンボル画像情報が対応付けられてデータベース
として蓄積されている場合がある。このとき、データベースは一般の利用者だけでなく、
特定の有識者（例えば、ＤＪ、映画評論家など）が作成する場合もある。データベースの
作成者は、コンテンツに応じて、推薦するイメージ（例えば、雨の日に聴くのにふさわし
いなど）のシンボル画像情報の対応付けを行う。
【００４２】
　加えて、コンテンツ情報に含まれるそのコンテンツに付随する情報（コンテンツのタイ
トル名や、著作者名、演者名など）を一般の利用者等が入力し、データベースを構築する
場合もある。コンテンツ情報取得部は、このデータベースからコンテンツ情報に含まれる
そのコンテンツに付随する情報を取得できる。一般の利用者がデータベースを作成する場
合、一利用者はデータベースの一部のみを作成し、このような利用者が複数集まることに
より、データベースが充実されるとしてもよい。これらのデータベースは表示装置内のメ
モリなどに保持されているとしてもよいし、通常は外部のサーバ装置などに保持されてい
るが必要に応じて参照できるとしてもよい。
【００４３】
　また、コンテンツ識別情報と、シンボル画像情報とが関連付けられて対応情報として保
持されており、シンボル画像データベース検索部は、保持された対応情報に基づいて、シ
ンボル画像情報の取得を行うとしてもよい。さらに、シンボル画像データベース検索部は
、複数の対応情報を保持可能であり、保持している複数の対応情報からシンボル画像情報
の取得を行なうために利用される対応情報を選択するとしてもよい。一のコンテンツに対
して、複数のシンボル画像情報が存在する場合であっても、複数の対応情報から適当な対
応情報を選択し、検索がスムーズに実行されることが期待できる。
【００４４】
　図９に対応情報の一例を示した。コンテンツが「荒城の月」である場合において、コン
テンツ識別情報（ＩＤ：０７４）と３つのシンボル画像情報とがそれぞれ関連付けられて
いる。いま、便宜的にシンボル画像情報が「曇り」の対応情報を「０１」、「春」の対応
情報を「０２」、「夜」の対応情報を「０３」とする。対応情報を保持することで、これ
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らの対応関係が明確となり、シンボル画像情報が容易に取得できる。例えば、表示は不要
であると判断されるシンボル画像を構成するシンボル画像情報については、対応情報を選
択しないことによりシンボル画像群の構成画像とはならず、表示出力もなされない。
【００４５】
　なお、対応情報「０１」については評論家によって作成されるデータベースからシンボ
ル画像情報を取得するために検索処理を行う必要がある。同様に、対応情報「０２」につ
いては利用者によって作成されるデータベース（ＣＤＤＢ）から、対応情報「０３」につ
いてはラジオのＤＪによって作成されるデータベース（ＤＪＤＢ）からシンボル画像情報
を取得するために検索処理を行う必要がある。例えば、コンテンツ識別情報と、シンボル
画像情報との関連付けのみを対応情報の内容とし、シンボル画像自体は含まない場合に、
いずれのデータベースを検索してシンボル画像を取得することが必要であるかを対応情報
によって認識できるとすれば、複数のデータベースからの検索作業がスムーズに実行され
ることが期待できる。
【００４６】
　その他各部の処理については、実施形態１、２と同様である。
【００４７】
　 <実施形態３：処理の流れ >　図１０は、実施形態３の表示装置におけるコンテンツ録音
時の処理の流れの一例を示したものである。まず、表示装置は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　Ｓ１００１）。表示装置はＨＤＤなどのストレージや外
部サーバ装置などからコンテンツを取得する。表示装置は、取得したコンテンツ情報を分
析し、分析結果に基づいてシンボル画像情報を取得する（コンテンツ情報分析ステップ　
Ｓ１００２）。このとき、表示装置は、コンテンツ情報の分析と同時にコンテンツ情報の
圧縮処理を行うとしてもよい。
【００４８】
　加えて、コンテンツ情報に含まれるコンテンツ識別情報に基づいて、表示装置はそのコ
ンテンツ識別情報に対応付けられたシンボル画像情報を検索する（シンボル画像データベ
ース検索ステップ　Ｓ１００３）。シンボル画像情報は、コンテンツ識別情報と対応付け
られたシンボル画像情報が予め登録されているデータベース内を検索することにより取得
する。その次に、表示装置は、シンボル画像情報により構成されるシンボル画像を、コン
テンツを管理するデータベースから取得する（シンボル画像取得ステップ　Ｓ１００４）
。さらに、表示装置は、コンテンツ情報に含まれるコンテンツのタイトルやアーティスト
名などのプレイリストと、シンボル画像取得ステップ（Ｓ１００４）にて取得したシンボ
ル画像とを蓄積する（プレイリスト蓄積ステップ　Ｓ１００５）。これらは、表示装置内
のＨＤＤなどのストレージなどに蓄積するとしてもよいし、外部サーバ装置などに蓄積す
るとしてもよい。
【００４９】
　 <実施形態３：効果 >　本実施形態は、コンテンツ情報に含まれるコンテンツ識別情報に
基づいて、そのコンテンツ識別情報に対応付けられたシンボル画像情報を取得し、このシ
ンボル画像情報により構成される複数のシンボル画像からなるシンボル画像群をスライド
ショウ形式で表示可能に出力することに特徴を有する表示装置である。これにより、デー
タベースが複数存在する場合であっても、検索作業がスムーズに実行されることが期待で
きる。
【００５０】
　 <<実施形態４ >>
【００５１】
　 <実施形態４：概要 >　実施形態４について説明する。本実施形態は、コンテンツ識別情
報と、シンボル画像情報とを関連付けた情報である対応情報を管理可能なことに特徴を有
する表示装置である。
【００５２】
　 <実施形態４：構成 >　本実施形態での機能ブロックの一例はすでに図８に示したものと
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同様である。　図８に示す「表示装置」（０８００）は、「コンテンツ情報取得部」（０
８０１）と、「シンボル画像情報取得部」（０８０２）と、「シンボル画像群出力部」（
０８０３）と、「シンボル画像データベース検索部」（０８０４）とを有する。さらに、
シンボル画像データベース検索部（０８０４）は「管理手段」を有するとしてもよい。
【００５３】
　「管理手段」は、保持されている対応情報を管理するための処理を行う。管理は、対応
情報の追加、削除、変更などが該当する。対応情報の追加、削除に伴い、データベースの
追加、削除が行われるとしてもよい。対応情報の管理を行なうことにより、データベース
が複数存在する場合であっても、検索すべきデータベースを自由に指定することが可能と
なる。これにより、検索作業がスムーズに実行されることが期待できる。
【００５４】
　その他各部の処理については、実施形態３と同様である。
【００５５】
　 <実施形態４：処理の流れ >　図１１は、実施形態４の表示装置におけるシンボル画像登
録時の処理（利用者によるデータベースの構築）の流れの一例を示したものである。まず
、利用者はコンテンツのイメージを表象するための項目を入力する（項目入力ステップ　
Ｓ１１０１）。利用者は例えば、利用者は季節、時間、曲調などを示す項目を入力する。
次に、表示装置は、入力されたイメージを表象するための項目に基づいて、シンボル画像
を取得する（シンボル画像取得ステップ　Ｓ１１０２）。ここでは、通信手段を用いてセ
ンタのサーバ装置などから取得する手法や、ＰＣカードなどのデータ蓄積媒体から取得す
る手法が想定される。表示装置は、このように取得できたシンボル画像のタイトル名を登
録する（シンボル画像名登録ステップ　Ｓ１１０３）。登録は、コンテンツ情報に含まれ
るコンテンツのタイトルやアーティスト名などとともにプレイリストに登録される。その
次に、表示装置は、シンボル画像と、プレイリストのデータをハードディスクなどに蓄積
する（ストレージステップ　Ｓ１１０４）。さらに、表示装置は、これらのデータをセン
タのサーバ装置などに対して登録を行なうかどうかを判断する（判断ステップ　Ｓ１１０
５）。具体的には、表示装置は、データが未登録であれば登録を行なうとの判断をし、す
でに登録されているような場合には登録を行なわないとの判断をする。
【００５６】
　 <実施形態４：効果 >　本実施形態は、保持されている対応情報を管理可能なことに特徴
を有する表示装置である。対応情報の管理が可能となるため、検索すべきデータベースを
自由に指定することが可能となり、検索作業がスムーズに実行されることが期待できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】実施形態１を説明するための概念図
【図２】本発明を説明するためのハードウエア構成図
【図３】実施形態１を説明するための機能ブロック図
【図４】実施形態１におけるコンテンツ情報の一覧表示を示した図
【図５】実施形態１におけるコンテンツの再生時の処理の流れを説明する図
【図６】実施形態１におけるコンテンツの再生時のハードウェア処理の流れを説明する図
【図７】実施形態２を説明するための機能ブロック図
【図８】実施形態３を説明するための機能ブロック図
【図９】実施形態３におけるデータベースの例を示した図
【図１０】実施形態３におけるコンテンツの録音時の処理の流れを説明する図
【図１１】実施形態４におけるシンボル画像の登録時の処理の流れを説明する図
【符号の説明】
【００５８】
　　０３００　　表示装置
　　０３０１　　コンテンツ情報取得部
　　０３０２　　シンボル画像情報取得部
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　　０３０３　　シンボル画像群出力部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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