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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザによる操作情報が入力される操作入力部と、
　前記操作情報に基づいて、表示画面中の所定の領域を選択する選択部と、
　選択された前記所定の領域の位置を所定位置に止めた状態で、表示画面をスクロールさ
せるスクロール部と、
　前記所定の領域を拡大する拡大部を備え、
　前記拡大部は、複数の前記所定の領域が選択された場合、複数の前記所定の領域を拡大
し、
　所定時間の経過後に選択された前記所定の領域に透過処理を施す透過処理部を備える、
表示装置。
【請求項２】
　前記表示画面には、放送信号から得られる複数のコンテンツが表示され、
　前記選択部は、前記複数のコンテンツの少なくとも１つを選択する、請求項１に記載の
表示装置。
【請求項３】
　前記表示画面には、通信ネットワークのブラウザ画面が表示され、
　前記選択部は、前記操作情報に基づいて、前記ブラウザ画面の所定領域を切り出して選
択する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項４】
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　前記選択部によって選択された前記所定の領域を前記所定位置に移動し、前記所定の領
域の少なくとも一部を選択されていない領域の上に重ねて表示する、請求項１に記載の表
示装置。
【請求項５】
　前記拡大部は、複数の前記所定の領域が選択された場合、複数の前記所定の領域を同じ
大きさに拡大する、請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　コンテンツのメタ情報又はユーザの嗜好情報に基づいて、前記所定の領域の重み付け処
理を行う重み付け処理部を備え、
　前記拡大部は、複数の前記所定の領域が選択された場合、選択された前記所定の領域を
前記重み付け処理の結果に応じて拡大する、請求項２に記載の表示装置。
【請求項７】
　コンテンツのメタ情報又はユーザの嗜好情報に基づいて、前記所定の領域の重み付け処
理を行う重み付け処理部を備え、
　前記所定の領域を、前記重み付け処理の結果に応じて前記所定位置に移動させる、請求
項１に記載の表示装置。
【請求項８】
　ユーザによる操作情報が入力されるステップと、
　前記操作情報に基づいて、表示画面中の所定の領域を選択するステップと、
　選択された前記所定の領域はスクロールに追従させずに、表示画面をスクロールするス
テップと、
　前記所定の領域を拡大するステップと、を備え、
　前記拡大するステップは、複数の前記所定の領域が選択された場合、複数の前記所定の
領域を拡大し、
　所定時間の経過後に選択された前記所定の領域に透過処理を施すステップを備える、表
示方法。
【請求項９】
　前記表示画面には、放送信号から得られる複数のコンテンツが表示され、
　前記選択するステップにおいて、前記複数のコンテンツの少なくとも１つを選択する、
請求項８に記載の表示方法。
【請求項１０】
　前記表示画面には、通信ネットワークのブラウザ画面が表示され、
　前記選択するステップにおいて、前記操作情報に基づいて、前記ブラウザ画面の所定領
域を切り出して選択する、請求項８に記載の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置及び表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下記の特許文献１に記載されているように、ディスプレイ等に表示する画面に関
し、ユーザインタフェースのためのレイアウト構造が知られている。また、下記の特許文
献２に記載されているように、選択に応じて画像をズーミングする技術が知られている。
【０００３】
【特許文献１】特表２００８－５２７５３９号公報
【特許文献２】特表２００８－５２７５４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、例えば放送波に応じた複数のコンテンツを表示した画面等において、所
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望のコンテンツを見ながら他のコンテンツを見ようとして画面をスクロールさせると、所
望のコンテンツもスクロールされてしまう問題がある。このため、スクロールによって所
望のコンテンツを認識し難くなるという問題が生じていた。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、画面をスクロールした場合であっても選択した画面を常に認識することが可能な、新
規かつ改良された表示装置及び表示方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、ユーザによる操作情報が入力
される操作入力部と、前記操作情報に基づいて、表示画面中の所定の領域を選択する選択
部と、選択された前記所定の領域の位置を所定位置に止めた状態で、表示画面をスクロー
ルさせるスクロール部と、を備える、表示装置が提供される。
【０００７】
　上記構成によれば、ユーザにより入力された操作情報に基づいて、表示画面中の所定の
領域が選択され、選択された前定の領域の位置を所定位置に止めた状態で、表示画面がス
クロールされる。従って、画面をスクロールさせても選択された所定の領域はスクロール
しないため、選択された画面をユーザが確実に確認することが可能となる。
【０００８】
　また、前記表示画面には、放送信号から得られる複数のコンテンツが表示され、
　前記選択部は、前記複数のコンテンツの少なくとも１つを選択するものであってもよい
。
【０００９】
　また、前記表示画面には、通信ネットワークのブラウザ画面が表示され、
　前記選択部は、前記操作情報に基づいて、前記ブラウザ画面の所定領域を切り出して選
択するものであってもよい。
【００１０】
　また、前記選択部によって選択された前記所定の領域を前記所定位置に移動し、前記所
定の領域の少なくとも一部を選択されていない領域の上に重ねて表示するものであっても
よい。
【００１１】
　また、所定時間の経過後に選択された前記所定の領域に透過処理を施す透過処理部を備
えるものであってもよい。
【００１２】
　また、前記所定の領域を拡大する拡大部を備え、前記拡大部は、複数の前記所定の領域
が選択された場合、複数の前記所定の領域を同じ大きさに拡大するものであってもよい。
【００１３】
　また、前記所定の領域を拡大する拡大部を備え、コンテンツのメタ情報又はユーザの嗜
好情報に基づいて、前記所定の領域の重み付け処理を行う重み付け処理部を備え、前記拡
大部は、複数の前記所定の領域が選択された場合、選択された前記所定の領域を前記重み
付け処理の結果に応じて拡大するものであってもよい。
【００１４】
　また、コンテンツのメタ情報又はユーザの嗜好情報に基づいて、前記所定の領域の重み
付け処理を行う重み付け処理部を備え、前記所定の領域を、前記重み付け処理の結果に応
じて前記所定位置に移動させるものであってもよい。
【００１５】
　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、ユーザによる操作情報
が入力されるステップと、前記操作情報に基づいて、表示画面中の所定の領域を選択する
ステップと、選択された前記所定の領域はスクロールに追従させずに、表示画面をスクロ
ールするステップと、を備える、表示方法が提供される。
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【００１６】
　上記構成によれば、ユーザにより入力された操作情報に基づいて、表示画面中の所定の
領域が選択され、選択された前定の領域の位置を所定位置に止めた状態で、表示画面がス
クロールされる。従って、画面をスクロールさせても選択された所定の領域はスクロール
しないため、選択された画面をユーザが確実に確認することが可能となる。
【００１７】
　また、前記表示画面には、放送信号から得られる複数のコンテンツが表示され、前記選
択するステップにおいて、前記複数のコンテンツの少なくとも１つを選択するものであっ
てもよい。
【００１８】
　また、前記表示画面には、通信ネットワークのブラウザ画面が表示され、前記選するス
テップにおいて、前記操作情報に基づいて、前記ブラウザ画面の所定領域を切り出して選
択するものであってもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、画面をスクロールした場合であっても選択した画面を常に認識するこ
とが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。なお、説明は以下の順序で行う。
１．本発明の一実施形態にかかる表示装置の構成
２．表示装置によるコンテンツの表示例
３．コンテンツの選択およびスクロールについて
４．選択されたコンテンツの透過表示について
５．コンテンツの拡大について
６．表示装置における各処理フローについて
７．ブラウザ画面上における、画面領域選択について
【００２１】
［１．本発明の一実施形態にかかる表示装置の構成］
　図１は、本発明の一実施形態に係る表示装置１００の構成を示す機能ブロック図である
。表示装置１００は、表示装置１００は、例えばテレビ受像器などの装置であり、地上デ
ジタル放送などの放送信号を受信して、放送信号から得られた映像信号に基づいて、テレ
ビ番組等の映像を表示するものである。表示装置１００は、液晶パネルなどの表示部１０
２と、放送信号から番組のコンテンツを受信するコンテンツ受信部１０４と、受信したコ
ンテンツが入力され、表示部に表示するための制御を行う表示制御部１１０と、を有する
。また、表示装置１００は、放送波を受信するアンテナ、チューナ、放送信号からビデオ
データ（映像信号）、オーディオデータ（音声信号）を分離するＤＥＭＵＸ等の構成要素
（不図示）を備えている。
【００２２】
　コンテンツ受信部１０４は、放送信号から受信したビデオ信号から、各放送局が提供す
る映像のコンテンツを受信する。コンテンツの情報は、表示制御部１１０へ入力される。
表示制御部１１０は、コンテンツ選択部１１２、コンテンツ拡大部１１４、スクロール部
１１６、コンテンツ透過処理部１１８、重み付け処理部１２０、操作入力部１２２を備え
ている。操作入力部１２２には、表示装置１００が備える各種スイッチ、表示装置１００
に接続されるリモートコントローラまたはポインティングデバイス（マウス等）から入力
されるユーザの操作情報が入力される。
【００２３】
　表示装置１００は、複数の放送局からの放送信号を受信し、ユーザによって選局された
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１の放送局の番組映像のコンテンツを表示部１０２に表示することができる。また、表示
装置１００は、複数の放送局からの放送信号を受信し、受信した複数の放送局の番組映像
をサムネイル画像のコンテンツとして１の画面に一覧表示することができる。
【００２４】
［２．表示装置によるコンテンツの表示例］
　図２は、表示装置１００の表示部１０２に、複数の放送局から受信した番組映像である
コンテンツを、サムネイル画像として表示した状態を示している。図２に示す表示枠は、
表示部１０２の表示画面の画像表示範囲（画面表示領域）を示している。図２に示すよう
に、受信した複数のコンテンツは、表示部１０２の表示枠内に表示される。図２中に太枠
で囲まれている１つのコンテンツは、フォーカスが当てられたコンテンツを示している。
ユーザは、リモートコントローラ、マウス等を操作することにより、フォーカスを他のコ
ンテンツに移動することができる。後述するコンテンツの選択は、所望のコンテンツにフ
ォーカスを当てた状態で、選択操作を行うことによって実行される。
【００２５】
　また、放送局の数が多い場合、各放送局のコンテンツは、画面表示領域よりも広い範囲
に配置される。このため、ユーザは、画面表示領域に表示されたコンテンツをスクロール
することによって、画面表示領域外に位置しているコンテンツを画面表示領域内に移動し
て見ることができる。スクロールを行う際には、カーソル（フォーカス）を表示枠内の一
番端に位置するコンテンツに当てた状態で、更に外側にカーソルを移動させる。これによ
り、表示枠の外にあったコンテンツは表示枠内に入り、コンテンツが画面表示領域内に表
示される。
【００２６】
［３．コンテンツの選択およびスクロールについて］
　図３は、図２に示す状態から、ユーザが１つのコンテンツを選択した状態を示している
。
コンテンツの選択は、ユーザによる操作入力情報を受けて、表示制御部１１０のコンテン
ツ選択部１１２が１のコンテンツを選択することによって行われる。具体的には、ユーザ
は、リモートコントローラ、マウス等を操作することにより、図２に示すコンテンツの１
つにフォーカスを当てることができ、フォーカスが当てられたコンテンツの輪郭は太枠で
表示される。そして、フォーカスが当てられた状態で、そのコンテンツをクリックすると
、そのコンテンツが選択された状態となる。本実施形態の表示装置１００では、ユーザが
１つのコンテンツを選択すると、選択されたコンテンツの位置が左上方向に所定量だけ移
動される。選択されたコンテンツと選択されていないコンテンツとが重なる領域では、選
択されたコンテンツが表示される。これにより、選択されたコンテンツが選択されていな
いコンテンツに対して浮き上がった状態で表示される。
【００２７】
　図４は、ユーザが複数のコンテンツを選択した状態を示している。図４に示すように、
複数のコンテンツが選択された場合は、選択された全てのコンテンツが浮き上がった状態
で表示される。従って、ユーザは、選択されたコンテンツが浮き上がった状態で表示され
ることにより、選択したコンテンツと選択していないコンテンツとを容易に区別して認識
することができる。
【００２８】
　そして、本実施形態に係る表示装置１００は、図３又は図４に示すようなコンテンツが
選択された状態では、ユーザが画面をスクロールさせると、選択されたコンテンツはその
場に止まり、選択されていないコンテンツのみがスクロールするように構成されている。
図５は、図４に示す状態から、ユーザが画面をスクロールさせた状態を示している。画面
のスクロールは、ユーザによる操作入力情報を受けて、表示制御部１１０のスクロール部
１１６が表示画面をスクロールすることによって行われる。
【００２９】
　図５に示すように、選択されたコンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄは、画面をスクロールしても
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、移動することなく同じ位置に止まる。一方、選択されていないコンテンツは、ユーザの
操作に従って図５中の矢印方向にスクロールする。従って、選択されたコンテンツが画面
表示領域外に移動してしまうことがなく、ユーザは選択したコンテンツを常に認識できる
状態で他のコンテンツを見ることができる。また、ユーザは、スクロールによって画面表
示領域内に新たに現れたコンテンツを選択することが可能となる。
【００３０】
　図５に示すように、コンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄが存在していた場所は、コンテンツＡ，
Ｂ，Ｃ，Ｄがそのままの位置に止まることによって、空欄の状態でスクロールされる。こ
こで、空欄となった場所に、新たに他の放送局の番組映像のコンテンツを表示するように
しても良い。
【００３１】
　図６は、図５に示す状態でスクロールを止め、コンテンツＡの位置にフォーカスを動か
してコンテンツＡにフォーカスを当てた状態を示している。これにより、コンテンツＡの
輪郭が太枠で表示され、コンテンツＡにフォーカスが当てられたことが表示される。この
ように、選択されたコンテンツにフォーカスを当てた状態で、更にそのコンテンツをクリ
ックすると、後述するズーミングが行われる。
【００３２】
［４．選択されたコンテンツの透過表示について］
　また、図６に示すように、選択されたコンテンツ（コンテンツＡ）の背後に他のコンテ
ンツが潜り込んだ場合、選択されたコンテンツにフォーカスを当てることが可能である。
そして、本実施形態では、コンテンツが選択された後に所定時間が経過すると、選択され
たコンテンツが透過状態（半透明または透明）になり、背後に潜り込んでいるコンテンツ
にフォーカスを当てて選択することが可能となる。
【００３３】
　図７は、図６の状態から所定時間が経過した状態を示している。図７の例では、コンテ
ンツＡが選択された後に所定時間が経過したことにより、コンテンツＡが半透明の画像で
表示されている状態を示している。コンテンツを半透明（または透明）にする処理は、選
択後に所定時間が経過したことを受けて、表示制御部１１０のコンテンツ透過処理部１１
８によって行われる。このように、選択されたコンテンツが半透明になることで、ユーザ
は、半透明のコンテンツの背後に位置する、選択されていないコンテンツＥを見ることが
できる。従って、選択されたコンテンツの位置を変えずに画面をスクロールさせた場合に
、選択されたコンテンツと背後のコンテンツが重なった場合であっても、背後のコンテン
ツを見ることが可能となる。
【００３４】
　また、図８は、図６又は図７の状態で選択されたコンテンツＡの背後にあるコンテンツ
Ｅを選択した状態を示している。図６又は図７の状態では、コンテンツＥの位置と選択さ
れたコンテンツＡの位置が重なっているため、コンテンツＥを選択すると、図８に示すよ
うに、選択されたコンテンツＥは、選択されたコンテンツＡと重ならない位置に配置され
る。図８の例では、選択されたコンテンツＥは、選択されたコンテンツＡの更に右側に表
示される。このように、新たなコンテンツを選択すると、既に浮かび上がっている選択済
みのコンテンツと干渉しないように、新たに選択されたコンテンツはスクロールできる方
向に移動する。従って、新たに選択されたコンテンツと、既に選択されているコンテンツ
とが干渉してしまうことを抑えることができる。
【００３５】
［５．コンテンツの拡大について］
　次に、選択されたコンテンツのズーム（拡大）について説明する。本実施形態の表示装
置１００では、選択したコンテンツの位置にカーソルを動かし、これをクリックすること
により、選択された全てのコンテンツを拡大表示することができる。図９は、図６の状態
から、選択されたコンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれかをクリックして、ズーミングした
状態を示している。図９に示すように、選択されているコンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄのいず
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れかをクリックすると、選択されているコンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの全てが拡大される。
この際、選択された複数のコンテンツは、同じ拡大率で均等にズームアップされ、各コン
テンツは同じ大きさに拡大される。また、各コンテンツは、画面表示領域内において、配
置位置に偏りが生じないように、均等に配置される。
【００３６】
　図９は、選択されているコンテンツが４つの場合にズーミングを行った状態を示してお
り、図１０は、選択されているコンテンツが５つの場合（例えば図８の場合）にズーミン
グを行った状態を示している。図１０に示すように、選択されているコンテンツが５つの
場合は、図８の場合に比べて、拡大率が小さくなる。また、拡大されたコンテンツは、画
面表示領域内で均等に配置される。図９及び図１０に示す状態では、カーソルはズームア
ップされている複数のコンテンツにしか当たらない状態となる。
【００３７】
　また、図１１は、選択されているコンテンツの拡大率を変更して、ズーミングの重み付
けをした場合を示している。図１０の例では、コンテンツＡの拡大率が他のコンテンツよ
りも大きな値に設定され、コンテンツＡが他のコンテンツよりも大きく表示される。ここ
で、コンテンツＡの拡大率は、コンテンツのメタ情報、ユーザの嗜好情報等に基づいて、
重み付け処理部１２０により決定される。例えば、コンテンツＡのメタ情報とユーザの嗜
好情報とに基づいて、コンテンツＡが属する映像のジャンルについて、そのジャンルの過
去の視聴頻度が高い場合は、コンテンツＡの拡大率を他のコンテンツよりも大きくする。
従って、ユーザは、自分の好みのコンテンツがより拡大して表示されることにより、好み
のコンテンツを確実に認識することができる。
【００３８】
　図９、図１０、図１１に示すように、ズーミングが行われた状態では、ズームされたコ
ンテンツのみにフォーカスを当てることが可能である。また、ズームした状態から元の状
態に復帰する際には、例えばマウスの右クリックボタンを操作するなど、通常のクリック
操作とは異なる操作を行うことで元の状態に復帰するようにする。
【００３９】
　図１２は、図９、図１０、図１１の状態から、ズーミングされたコンテンツの１つの上
にカーソルを動かしてフォーカスを当てた後、更にクリックした状態を示している。この
場合、クリックされたコンテンツが表示枠内に全画面表示される。従って、ユーザは、コ
ンテンツの一覧の中から興味のある複数のコンテンツを選択した後、ズーミングをして、
更に１つのコンテンツをクリックすることで、最終的に最も興味のあるコンテンツを全画
面表示することができる。
【００４０】
　以上のように、本実施形態では、複数のコンテンツの中から所望のコンテンツを選択し
た後、選択したコンテンツをクリックするとズーミングによる拡大表示を行うことができ
、ズーミングされたコンテンツを更にクリックすることで、全画面表示を行うことができ
る。なお、コンテンツの選択から全画面表示に至るまでの操作はこれに限定されるもので
はなく、例えばコンテンツを選択した後、所定の操作を行うことで、ズーミングした画面
を経ることなく全画面表示に移行するようにしても良い。
【００４１】
　図１３は、コンテンツＡを全画面表示した際に、コンテンツＢ，Ｃ，Ｄ，Ｅをサムネイ
ル画像として重ねて表示した例を示す模式図である。このように、他の選択されたコンテ
ンツをサムネイル画像として重ねて表示しても良い。
【００４２】
　また、図１４は、選択されたコンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄを、表示枠の左側にまとめて配
置した例を示す模式図である。このように、選択されたコンテンツを表示枠内の所定の領
域にまとめて配置するようにしても良い。また、図１４の配置においても、コンテンツの
メタ情報、ユーザの嗜好情報等に基づいて、配列の順序を重み付け処理部１２０により決
定し、ユーザの嗜好性の高いものから順に上から表示するようにしても良い。
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【００４３】
［６．表示装置における各処理フローについて］
　次に、本実施形態の表示装置１００において、上述した各処理の詳細について、図１５
～図１８に基づいて説明する。図１５は、スクロール時の処理を示すフローチャートであ
る。先ず、ステップＳ１０では、ユーザがリモートコントローラ、マウス等を操作して、
フォーカスを移動させる。次のステップＳ１１では、フォーカスの移動先コンテンツが非
表示領域であるか否かを判定する。そして、フォーカスの移動先コンテンツが画面表示領
域の場合、すなわち、表示枠の範囲内でフォーカスが移動された場合は、ステップＳ１４
へ進み、移動先にフォーカスを移して表示させる。
【００４４】
　一方、ステップＳ１０において、フォーカスの移動先コンテンツが非表示領域である場
合、すなわち、表示枠の外にフォーカスが移動された場合は、ステップＳ１２へ進む。ス
テップＳ１２，Ｓ１６，Ｓ１８の処理では、Ｓ１２～Ｓ１８のループ処理により、画面表
示領域内の全てのコンテンツについてコンテンツが選択状態であるか否かを判定し（ステ
ップＳ１６）、選択状態でないコンテンツについては、ステップＳ２０によりコンテンツ
をフォーカスの移動方向とは反対側に１つ分だけ移動（スクロール）させる。これにより
、選択状態のコンテンツについては移動されることがなく、その場に止まる。
【００４５】
　Ｓ１２～Ｓ１８のループ処理の後は、ステップＳ２２～２６のループ処理に移り、フォ
ーカス移動先の非表示領域におけるコンテンツの一列分を指定して（ステップＳ２２）、
その一列分のコンテンツをフォーカス移動方向とは反対側へ１つ分だけ移動（スクロール
）させる。これにより、非表示領域のコンテンツ一列分が表示枠内に移動することにより
、表示枠内において、ステップＳ２０の移動処理によって移動した一列分のコンテンツが
補充される。Ｓ２２～Ｓ２６のループ処理の後は、処理を終了する。
【００４６】
　図１６は、サムネイルで表示されているコンテンツを選択して、重み付けに応じてズー
ミングする際の処理を示すフローチャートである。先ず、ステップＳ２８では、ユーザの
操作に応じてコンテンツにフォーカスを当てる。次のステップＳ３０では、ユーザの操作
に応じて、フォーカスを当てた状態で所望のコンテンツを選択する。次のステップＳ３２
では、選択されたコンテンツが既に選択されている状態であるか否かを判定し、選択され
ているコンテンツの場合はステップＳ３６へ進む。一方、選択されていないコンテンツの
場合は、ステップＳ３４へ進み、選択されたコンテンツを選択されていないコンテンツに
対して浮かせた状態で表示する。
【００４７】
　ステップＳ３６では、この時点で選択されている各コンテンツの重み付けを計算する。
上述したように重み付けの計算は、コンテンツのメタ情報、ユーザの嗜好情報等に基づい
て、重み付け処理部１２０により決定される。
【００４８】
　次のステップＳ３８では、ステップＳ３６で計算された重み付けに応じて、選択されて
いる各コンテンツをズーミングする。この際、重み付けの高いコンテンツほどズームの拡
大率が大きくなるようにズーミングが行われる。
【００４９】
　次のステップＳ４０では、ズーミングが行われた各コンテンツの１つにフォーカスが当
てられて、更にクリックされることによりそのコンテンツに決定されたか、あるいはズー
ミングされた他のコンテンツにフォーカスが移動されたか否かを判定する。そして、ズー
ミングが行われたコンテンツの１つにフォーカスが当てられた状態で、そのコンテンツが
クリックされた場合は、ステップＳ４２へ進み、そのコンテンツを全画面表示する。一方
、ズーミングが行われた他のコンテンツにフォーカスが移動された場合は、ステップＳ４
４へ進み、フォーカスを指定方向へ移動させる。
【００５０】
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　図１７は、サムネイルが重なったときの処理を示すフローチャートである。先ず、ステ
ップＳ５０では、ユーザの操作に応じてサムネイル状態のコンテンツにフォーカスを当て
る。次のステップＳ５２では、フォーカスが当てられたコンテンツが既に選択されている
状態か否かを判定する。そして、フォーカスが当てられたコンテンツが既に選択状態であ
る場合は、ステップＳ５４へ進み、タイマーをセットする。これにより、既に選択状態で
あるコンテンツについて、タイマーによるカウントが開始される。一方、コンテンツが選
択状態でない場合は、ステップＳ５６へ進み、タイマーを削除する。
【００５１】
　図１８は、図１７のステップＳ５４において、タイマーによるカウントが開始された後
、所定時間が経過してタイマーが発信時間に達した場合を示している。この場合、ステッ
プＳ６０において、選択状態にあるコンテンツを透過表示し、透明または半透明の状態で
表示する。次のステップＳ６２では、ユーザの操作により、選択状態にあるコンテンツの
下（背後）に位置するコンテンツにフォーカスが当てられる。
【００５２】
　次のステップＳ６４では、フォーカスされた背後に位置するコンテンツが更にクリック
されることにより、背後に位置するコンテンツが選択（決定）されたか、あるいは他のコ
ンテンツにフォーカスが移動されたかを判定する。背後に位置するコンテンツが選択され
た場合は、ステップＳ６６へ進み、決定されたコンテンツを選択状態にある透過表示のコ
ンテンツの横に移動して、浮いた状態で表示する。一方、フォーカスが移動された場合は
、ステップＳ６８へ進み、フォーカスを指定方向へ移動する。
【００５３】
［７．ブラウザ画面上における、画面領域選択について］
　上述した実施形態は、複数の放送波による複数のコンテンツの中から、所望のコンテン
ツを選択する場合について説明した。次に、単一のコンテンツの閲覧に適用した別の実施
形態として、インターネットのウェブページ等を閲覧するためのアプリケーションソフト
であるブラウザを想定し、ブラウザ画面上で所望の領域を切り出して選択する実施形態に
ついて説明する。
【００５４】
　図１９は、インターネットのブラウザ画面の一例として、キーワード検索が可能なポー
タルサイトを示す模式図である。図１９において、ユーザは好みの表示領域を指定（選択
）することで、画面をスクロールした際に、指定した領域を同じ位置に止めておくことが
できる。
【００５５】
　図２０は、ブラウザ画面上でユーザが好みの領域を切り出した状態を示している。ここ
では、ユーザがカーソルを動かすことによって、図２０に示す領域Ａ１が切り出される。
領域Ａ１の画像は、選択された画像として指定され、左上方向に所定量だけ移動される。
ここで、コンテンツの選択は、ユーザによる操作入力情報を受けて、表示制御部１１０の
コンテンツ選択部１１２がカーソルの移動によって切り出された範囲を選択することによ
って行われる。
【００５６】
　また、図２１は、図２０に示す状態から、ユーザが更に領域Ａ２を切り出した状態を示
している。ここでも、ユーザがカーソルを動かすことによって、図２１に示す領域Ａ２が
切り出される。領域Ａ２の画像は、選択された画像として指定され、左上方向に所定量だ
け移動される。
【００５７】
　そして、本実施形態に係る表示装置１００は、図２０又は図２１に示すような領域Ａ１
，Ａ２が指定された状態では、ユーザが画面をスクロールさせると、選択された領域Ａ１
，Ａ２はその場に止まり、選択されていない領域のみがスクロールするように構成されて
いる。図２２は、図２１に示す状態から、ユーザが画面を矢印方向にスクロールさせた状
態を示している。画面のスクロールは、ユーザによる操作入力情報を受けて、表示制御部
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１１０のスクロール部１１６が表示画面をスクロールすることによって行われる。
【００５８】
　図２２に示すように、選択された領域Ａ１，Ａ２は、画面をスクロールしても、移動す
ることなく同じ位置に止まる。一方、領域Ａ１，Ａ２以外のブラウザ画面は、ユーザの操
作に従って図２２中の矢印方向にスクロールする。従って、選択された領域Ａ１，Ａ２が
画面表示領域外に移動してしまうことがなく、ユーザは選択した領域Ａ１，Ａ２の画面を
常に認識できる状態で他の画像を見ることができる。また、ユーザは、スクロールによっ
て画面表示領域内に新たに現れた表示画面内の領域を切り出して選択することが可能とな
る。
【００５９】
　図２２に示すように、領域Ａ１，Ａ２が元に存在していた場所は、領域Ａ１，Ａ２がそ
のままの位置に止まることによって、空欄の状態でスクロールされる。ここで、空欄とな
った場所に、新たに他の表示を行っても良い。
【００６０】
　図２３は、図２２の状態から、選択された領域Ａ１，Ａ２のいずれかをクリックして、
ズーミングした状態を示している。図２３に示すように、選択されている領域Ａ１，Ａ２
のいずれかをクリックすると、選択されている領域Ａ１，Ａ２の全てが拡大される。この
際、選択された領域Ａ１，Ａ２は同じ大きさに拡大される。また、各領域Ａ１，Ａ２は、
画面表示領域内において、配置位置に偏りが生じないように、均等に配置される。
【００６１】
　以上説明したように本実施形態によれば、選択されたコンテンツ、表示領域を周囲に対
して浮き上がるように表示し、また、画面をスクロールさせても選択されたコンテンツは
スクロールしないように構成したため、選択されたコンテンツをユーザが確実に認識する
ことが可能となる。
【００６２】
　また、選択されたコンテンツをズーミングすることで、選択されたコンテンツの内容を
容易に確認することが可能となる。更に、ズーミングを行う際には、コンテンツのメタ情
報、ユーザの嗜好情報等に基づいて重み付け処理を行い、重み付けに応じてズーミングを
行うことで、ユーザの嗜好性が高い画像をより大きく表示することが可能となる。従って
、ユーザの利便性を大幅に高めることが可能となる。
【００６３】
　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
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到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。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図２】表示装置の表示部に、複数の放送局から受信した番組映像であるコンテンツを、
サムネイル画像として表示した状態を示す模式図である。
【図３】図２に示す状態から、ユーザが１つのコンテンツを選択した状態を示す模式図で
ある。
【図４】ユーザが複数のコンテンツを選択した状態を示す模式図である。
【図５】図４に示す状態から、ユーザが画面をスクロールさせた状態を示す模式図である
。
【図６】図５に示す状態でスクロールを止め、コンテンツＡの位置にフォーカスを動かし
てコンテンツＡにフォーカスを当てた状態を示す模式図である。
【図７】図６の状態から所定時間が経過した状態を示す模式図である。
【図８】図６又は図７の状態で選択されたコンテンツＡの背後にあるコンテンツＥを選択
した状態を示す模式図である。
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【図９】図６の状態から、選択されたコンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄのいずれかをクリックし
て、ズーミングした状態を示す模式図である。
【図１０】選択されているコンテンツが５つの場合にズーミングを行った状態を示す模式
図である。
【図１１】選択されているコンテンツの拡大率を変更して、ズーミングの重み付けをした
場合を示す模式図である。
【図１２】図９、図１０、図１１の状態から、ズーミングされたコンテンツの１つの上に
カーソルを動かしてフォーカスを当てた後、更にクリックした状態を示す模式図である。
【図１３】コンテンツＡを全画面表示した際に、コンテンツＢ，Ｃ，Ｄ，Ｅをサムネイル
画像として重ねて表示した例を示す模式図である。
【図１４】選択されたコンテンツＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄを、表示枠の左側にまとめて配置した例
を示す模式図である。
【図１５】スクロール時の処理を示すフローチャートである。
【図１６】サムネイルで表示されているコンテンツを選択して、ズーミングする際の処理
を示すフローチャートである。
【図１７】サムネイルが重なったときの処理を示すフローチャートである。
【図１８】図１７のステップＳ５４において、タイマーによるカウントが開始された後、
所定時間が経過してタイマーが発信時間に達した場合を示す図である。
【図１９】インターネットのブラウザ画面の一例として、キーワード検索が可能なポータ
ルサイトを示す模式図である。
【図２０】ラウザ画面上でユーザが好みの領域を切り出した状態を示す模式図である。
【図２１】図２０に示す状態から、ユーザが更に領域Ａ２を切り出した状態を示す模式図
である。
【図２２】図２１に示す状態から、ユーザが画面を矢印方向にスクロールさせた状態を示
す図である。
【図２３】図２２の状態から、選択された領域Ａ１，Ａ２のいずれかをクリックして、ズ
ーミングした状態を示す図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１００　　表示装置
　１１０　　表示制御部
　１１２　　コンテンツ選択部
　１１４　　コンテンツ拡大部
　１１６　　スクロール部
　１１８　　コンテンツ透過処理部
　１２０　　重み付け処理部
　１２２　　操作入力部
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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