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(57)【要約】
【課題】多くの項目が並ぶ方向への選択を短時間で行う
ことができ、使い勝手のよい表示装置等を提供する。
【解決手段】表示画面内に表示された複数の項目の中か
ら所望の項目を選択可能とした表示装置であって、表示
された複数の項目のうち、選択された項目を示すフォー
カス枠を生成する制御部（２２０）を有しており、制御
部は、項目を移動させる場合、フォーカス枠を移動させ
る場合よりも速い速度で移動させる表示装置。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面内に表示された複数の項目の中から所望の項目を選択可能とした表示装置であ
って、
　表示された前記複数の項目のうち、選択された項目を示すフォーカス枠を生成する制御
部を有しており、
　前記制御部は、前記項目を移動させる場合、前記フォーカス枠を移動させる場合よりも
速い速度で移動させる、ことを特徴とした表示装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　入力された方向に応じて、
　前記項目は移動させずに前記フォーカス枠を移動させるか、または、
　前記フォーカス枠は移動させずに前記項目を移動させる、ことを特徴とした請求項１に
記載の表示装置。
【請求項３】
　上記項目は、複数のゾーンの何れかに表示されており、
　前記制御部は、
　入力された方向に表示されている項目が、前記フォーカス枠が表示されている項目と同
じゾーンの項目であれば、前記フォーカス枠は移動させずに前記項目を移動させ、
　入力された方向に表示されている項目が、前記フォーカス枠が表示されている項目と異
なるゾーンの項目であれば、前記項目は移動させずに前記フォーカス枠を移動させる、こ
とを特徴とした請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記フォーカス枠を異なるゾーンに移動させる場合に、当該フォーカス枠を明状態にす
る、ことを特徴とした請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか一項に記載の表示装置を備えたテレビジョン受像機。
【請求項６】
　表示画面内に表示された複数の項目の中から所望の項目を選択可能とした表示装置によ
る表示方法であって、
　表示された前記複数の項目のうち、選択された項目を示すフォーカス枠を表示する工程
と、
　前記項目または前記フォーカス枠を移動させる工程と、を含み、
　前記項目を移動させる速度は、前記フォーカス枠を移動させる速度よりも速い、
ことを特徴とした表示方法。
【請求項７】
　コンピュータを請求項１から４の何れか一項に記載の表示装置として動作させるプログ
ラムであって、上記コンピュータを上記表示装置が備える制御部として機能させるプログ
ラム。
【請求項８】
　請求項７に記載のプログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メニュー表示装置、メニュー表示方法、メニュー表示プログラム及びメニュ
ー表示装置を備えたテレビジョン受像機に関し、より詳細には、多数のメニュー項目の中
から所望のメニュー項目を選択することが必要な多機能化したテレビ受像機に用いて最適
なメニュー表示装置、表示方法及び表示プログラム等に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、テレビの高機能化が進み、ネット上のコンテンツの再生、内蔵ＨＤＤの再生、ネ
ットから取得した各種の情報を表示させること等が可能となっている。そのため、テレビ
視聴者は従来のテレビ視聴のみではなく、色々なコンテンツを再生・視聴することが可能
となっている。
【０００３】
　また、各コンテンツ間の関連情報の融合も行われており、例えば、視聴中のテレビ番組
に関連した情報をネットから抽出して表示することも行われている。また、ユーザの視聴
の傾向や、ネット上の情報からお勧めコンテンツを表示する等、各種のサービスの盛り込
みも行われている。
【０００４】
　上記のような種々の機能の選択、お好みのコンテンツの選択は、一般的には、画面上に
各種機能、コンテンツを選択するためのメニューを表示しておき、表示されたメニューの
中から、自分の実行したい機能の項目（メニュー項目）、或いは自分の視聴したいコンテ
ンツを示す項目（メニュー項目）を指定することによって行われている。
【０００５】
　各種の機能或いはコンテンツを示すメニュー項目が表示されたメニュー画面において、
特定のメニュー項目を選択・指示するには、一般的には、リモコン等の上下左右移動キー
によって、画面上に表示された特定の機能のメニュー項目、或いは特定のコンテンツ等を
示すメニュー項目を選択するようにしている。（なお、以後、特定のメニュー項目を選択
することを、フォーカスするとも言う。）
　フォーカスされたメニュー項目は、例えば、枠で囲むこと、或いはカーソルを置くこと
等によって他のメニュー項目から識別できるようにされており、特定のメニュー項目の選
択は、例えば、このメニュー項目を囲む「枠」を動かすことによって行われる。この場合
のフォーカスされた状態を示すための「枠」を「フォーカス枠」と言う。なお、このよう
に特定のメニュー項目をフォーカスするために、「枠」等を動かす操作を「フォーカス枠
を操作する」又は「フォーカス枠を動かす」等という。
【０００６】
　以上に述べたとおり、フォーカスされたメニュー項目は、枠で囲むこと、或いはカーソ
ルを置くこと等によって識別できるようにしているが、フォーカスされるべき箇所が多い
とフォーカスが何処にあるのか一目で判りにくいことが多い。また、選択すべき機能等が
多い場合、メニューを階層構造にする等の対策が必要となるが、階層構造を予め把握して
おくことは容易ではなく、従って、必要なメニュー項目の選択が複雑で分かり難くなりが
ちであった。
【０００７】
　特許文献１には、複数の階層を持つメニューの表示方法において、単純な操作によって
特定の階層のメニューと、他の階層のメニューとの間の行き来を容易にできるようにし、
更に、メニューの階層構造を把握し易くしたメニュー表示方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－１１３４２０号公報（２０１０年５月２０日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本願発明は、多くの項目が並ぶ方向への選択を短時間で行うことができ、使い勝手のよ
い表示装置等を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の課題を解決するために、本願の発明の一態様に係る表示装置では、表示画面内に
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表示された複数の項目の中から所望の項目を選択可能とした表示装置であって、表示され
た前記複数の項目のうち、選択された項目を示すフォーカス枠を生成する制御部を有して
おり、前記制御部は、前記項目を移動させる場合、前記フォーカス枠を移動させる場合よ
りも速い速度で移動させることを特徴としている。
【００１１】
　上記の課題を解決するために、本願の発明の一態様に係る表示方法は、表示画面内に表
示された複数の項目の中から所望の項目を選択可能とした表示装置による表示方法であっ
て、表示された前記複数の項目のうち、選択された項目を示すフォーカス枠を表示する工
程と、前記項目または前記フォーカス枠を移動させる工程と、を含み、前記項目を移動さ
せる速度は、前記フォーカス枠を移動させる速度よりも速いことを特徴としている。
【発明の効果】
【００１２】
　以上に述べたとおり、本願の発明によれば、表示装置等において、多くの項目が並ぶ方
向への選択を短時間で行うことができ、使い勝手をよくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明に係るメニュー表示方法等を適用したテレビ受像機のメニュー画面の１例
を示す図である。
【図２】本発明に係るメニュー表示方法等を適用したテレビ受像機の画面遷移を説明する
ための図である。
【図３】本発明に係るメニュー表示方法等を適用したテレビ受像機のハードウエア構成の
１例を示す図である。
【図４】本発明に係るメニュー表示方法等おけるフォーカス枠の移動の詳細を説明するた
めの図である。
【図５】フォーカス枠の１例を示す図である。
【図６】本発明に係るメニュー表示方法等おけるフォーカス枠の移動の変形例を示す図で
ある。
【図７】本発明に係るメニュー表示方法等を適用したテレビ受像機のメニュー画面の他の
例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、最初に図１、図２、図３を用いて本発明の実施形態に係るテレビジョン受像機の
画面構成の概略、ハードウエア構成の概略を説明し、次いで図４～図７を参照して、本発
明の実施の形態を詳細に説明する。なお、以下の説明では、本発明を実施するために好ま
しい種々の限定が付与されているが、本発明の技術的範囲は以下の実施の形態及び図面の
記載に限定されるものではない。また、以下の説明では、同一の部材には同一の符号を付
与しているので、それらの部材についての繰り返しての詳細な説明は省く。
〔テレビジョン受像機の画面構成の概要〕
（メニュー画面）
　本実施形態に係るテレビジョン受像機（以下、「テレビ」と略記）がディスプレイに表
示するメニュー画面１００について、図１を参照して説明する。図１は、テレビ１（図３
参照）がディスプレイに表示するメニュー画面１００の構成を示す画面構成図である。
【００１５】
　メニュー画面１００は、リモートコントローラ（以下、「リモコン」と略記）に設けら
れた特定のボタン（以下、「ホームボタン」と記載）が押下されたときにテレビ１が表示
する画面であり、図１に示すように、インフォゾーン１１０と、機能・レコメンドゾーン
１２０と、ネットサービスゾーン１３０とを含む。以下、インフォゾーン１１０、機能・
レコメンドゾーン１２０、及びネットサービスゾーン１３０について説明する。
（インフォゾーン）
　インフォゾーン１１０は、各種情報を表示するための領域であり、情報表示領域と言い
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換えることもできる。インフォゾーン１１０は、ユーザネーム表示領域１１１、お知らせ
一覧ボタン１１２ａ、ログインボタン１１２ｂ、設定ボタン１１２ｃ、時間表示領域１１
３、天気表示領域１１４、ライブ映像表示領域１１５、バナー１１６ａ～１１６ｃ、バナ
ー詳細表示領域１１６ｄ、及びインフォメーション表示領域１１７を含む。
【００１６】
　ユーザネーム表示領域１１１は、ユーザネームを表示するための領域である。テレビ１
は、その製造メーカ等が提供する特定のサーバ（以下、「メーカーサーバ」と記載）にロ
グインする機能を有しており、メーカーサーバへのログインを完了すると、ログインの際
に使用したユーザネームをユーザネーム表示領域１１１に表示する。なお、ログインを完
了するまでの間、テレビ１は、ログアウト状態であることを示す文字列（図１では「よう
こそゲストさん」）をユーザネーム表示領域１１１に表示する。
【００１７】
　お知らせ一覧ボタン１１２ａは、お知らせ一覧画面を呼び出すためのボタンである。お
知らせ一覧ボタン１１２ａがフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下さ
れると、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００からお知らせ
一覧画面へと遷移させる。なお、お知らせ一覧ボタン１１２ａは、テレビ１がネットワー
クに接続されている場合にのみフォーカス可能となる。
【００１８】
　ログインボタン１１２ｂは、ログイン画面を呼び出すためのボタンである。ログインボ
タン１１２ｂがフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下されると、テレ
ビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００からログイン画面へと遷移
させる。なお、ログインボタン１１２ｂは、テレビ１がネットワークに接続されている場
合にのみフォーカス可能となる。
【００１９】
　設定ボタン１１２ｃは、設定画面を呼び出すためのボタンである。設定ボタン１１２ｃ
がフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下されると、テレビ１は、ディ
スプレイに表示する画面を、メニュー画面１００から設定画面へと遷移させる。なお、設
定ボタン１１２ｃは、テレビ１がネットワークに接続されているか否かに拠らずフォーカ
ス可能である。
【００２０】
　時間表示領域１１３は、現在時刻を表示するための領域である。時間表示領域１１３に
おける現在時刻の表示形式は任意であるが、本実施形態においては、図１に示すように、
「午前＊＊：＊＊／＊＊＊＊年＊＊月＊＊日＊曜日」（／は改行を表す）という表示形式
を採用している。なお、時間表示領域１１３に表示する現在時刻は、例えば、テレビ１に
内蔵された時計から取得してもよいし、テレビ１に接続されたＮＴＰサーバから取得して
もよい。
【００２１】
　天気表示領域１１４は、テレビ１が設置されている地域の天候情報を表示するための領
域である。天気表示領域１１４における天候情報の表示形式は任意であるが、本実施形態
においては、天気アイコン（図１の例では晴れのち曇りのアイコン）、地域名（図１の例
では「矢板市」）、及びコメント（図１の例では「関東北部は花粉飛散量大の見込み」）
を含む表示形式を採用している。なお、天気表示領域１１４に表示する天候情報は、メー
カーサーバ等から取得したものであってもよいし、データ放送から抽出したものであって
もよい。
【００２２】
　ライブ映像表示領域１１５は、メニュー画面１００に遷移する直前に全画面表示してい
た映像（動画像又は静止画像）を縮小表示するための領域である。例えば、メニュー画面
１００に遷移する直前にある放送番組が全画面表示されていた場合、ライブ映像表示領域
１１５には、その放送番組が引き続き縮小表示されることになる。また、メニュー画面１
００に遷移する直前にあるウェブページが全画面表示されていた場合、ライブ映像表示領
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域１１５には、そのウェブページが引き続き表示されることになる。なお、ライブ映像表
示領域１１５は、テレビ１がネットワークに接続されているか否かに拠らずフォーカス可
能である。ライブ映像表示領域１１５がフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタ
ンが押下されると、テレビ１は、メニュー画面１００の表示を終了すると共に、ライブ映
像の全画面表示を再開する。
【００２３】
　バナー１１６ａ～１１６ｃは、メーカーサーバから提供されたバナーであり、例えば、
メーカーサーバから提供されたバナー広告である。バナー１１６ａ～１１６ｃは、テレビ
１がネットワークに接続されるか否かに拠らずフォーカス可能であり、バナー詳細表示領
域１１６ｄには、フォーカスされているバナーに対応する詳細情報が表示される。バナー
１１６ａ～１１６ｃ、及び、バナー１１６ａ～１１６ｃの各々に対応する詳細情報は、テ
レビ１がネットワークに接続されているときにメーカーサーバからダウンロードされ、テ
レビ１に蓄積される。
【００２４】
　インフォメーション表示領域１１７は、メーカーサーバから提供された任意の文字列を
表示するための領域である。インフォメーション表示領域１１７に表示される文字列は、
インフォメーション表示領域１１７の右端から左端へと流れる。そして、最後の文字がイ
ンフォメーション表示領域１１７の左端からフレームアウトすると、最初の文字がインフ
ォメーション表示領域１１７の右端からフレームインする。
【００２５】
　なお、以下の説明においては、インフォゾーン１１０を構成するＵＩ（User Interface
）要素のうち、フォーカス可能なＵＩ要素のことを、メニュー項目と総称する。具体的に
は、お知らせ一覧ボタン１１２ａ、ログインボタン１１２ｂ、設定ボタン１１２ｃ、ライ
ブ映像表示領域１１５、及びバナー１１６ａ～１１６ｃがメニュー項目に該当する。
（機能・レコメンドゾーン）
　機能・レコメンドゾーン１２０は、各種機能に対応するパネル（以下、「機能パネル」
と記載）１２１と、各種推薦コンテンツに対応するパネル（以下、「推薦コンテンツパネ
ル」と記載）１２２とを表示するための領域であり、パネル表示領域と言い換えることも
できる。機能パネル１２１及び推薦コンテンツパネル１２２は、機能・レコメンドゾーン
１２０内に横一列に並べられる。
【００２６】
　機能パネル１２１は、テレビ１が有する複数の機能の各々に対応するパネルである。あ
る機能パネル１２１がフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下されると
、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００から、その機能パネ
ル１２１に対応する機能を利用するための画面へと遷移させる。
【００２７】
　本実施形態においては、機能パネル１２１として、裏番組パネル、スマートサーチパネ
ル、録画リストパネル、入力切替パネル、番組表パネル、及びカレンダーパネルが用意さ
れる。例えば、裏番組パネルがフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下
されると、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００から「裏番
組選択画面」へと遷移させる。また、スマートサーチパネルがフォーカスされている状態
でリモコンの決定ボタンが押下されると、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、
メニュー画面１００から「スマートサーチ画面」へと遷移させる。
【００２８】
　推薦コンテンツパネル１２２は、テレビ１が選択した複数の推薦コンテンツ（裏番組、
未放送番組、録画番組、又はウェブページ）の各々に対応するパネルである。ある推薦コ
ンテンツパネル１２２がフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下される
と、テレビ１は、対応する推薦コンテンツの全画面表示を開始するか（推薦コンテンツが
裏番組、録画番組、又はウェブページの場合）、又は、対応する推薦コンテンツの録画予
約を行うための録画予約画面の全画面表示を開始する（推薦コンテンツが未放送番組の場
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合）。
【００２９】
　なお、以下の説明においては、機能・レコメンドゾーン１２０を構成するＵＩ（User I
nterface）要素のうち、フォーカス可能なＵＩ要素のことを、メニュー項目と総称する。
具体的には、機能パネル１２１及び推薦コンテンツパネル１２２がメニュー項目に該当す
る。
（ネットサービスゾーン）
　ネットサービスゾーン１３０は、各種ネットサービスに対応するアイコン１３１を表示
するための領域である。あるアイコンがフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタ
ンが押下されると、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００か
ら、そのアイコン１３１に対応するネットサービスを利用するための画面へと遷移させる
。
【００３０】
　本実施形態においては、アイコン１３１として、ＩＰＴＶアイコン、写真・マガジンア
イコン、ショッピングアイコン、検索・ＴＶポータルアイコン、ネット動画アイコン、コ
ミュニケーションアイコン、暮らしサポートアイコン、サービス一覧アイコン、及びブッ
クマークアイコンが用意される。
【００３１】
　なお、各種ネットサービスに対応するアイコン１３１は、テレビ１がネットワークに接
続されているときに限って表示される。テレビ１がネットワークに接続されていない場合
には、ネットワークに接続されていない旨を示すメッセージ、ネットワーク接続を奨励す
る動画コンテンツを呼び出すためのボタン、ネットワーク設定画面を呼び出すためのボタ
ンなどをネットサービスゾーン１３０に表示するとよい。
【００３２】
　なお、以下の説明においては、ネットサービスゾーン１３０を構成するＵＩ（User Int
erface）要素のうち、フォーカス可能なＵＩ要素のことを、メニュー項目と総称する。具
体的には、アイコン１３１がメニュー項目に該当する。
（画面遷移）
　次に、テレビ１における画面遷移について、図２を参照して説明する。図２は、テレビ
１における画面遷移を示す画面遷移図である。
【００３３】
　放送番組等のライブ映像が全画面表示されているときにリモコンのホームボタンが押下
されると、テレビ１は、図２に示すように、ディスプレイに表示する画面を、ライブ映像
（全画面表示）からメニュー画面１００へと遷移させる。
【００３４】
　メニュー画面１００の状態は、インフォゾーンフォーカス状態、機能・レコメンドゾー
ンフォーカス状態、及びネットサービスゾーンフォーカス状態に大別される。ここで、イ
ンフォゾーンフォーカス状態は、インフォゾーン１１０に含まれるメニュー項目の何れか
１つがフォーカスされている状態であり、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態は、機
能・レコメンドゾーン１２０に含まれるメニュー項目の何れか１つがフォーカスされてい
る状態であり、ネットサービスゾーンフォーカス状態は、ネットサービスゾーン１３０に
含まれるメニュー項目の何れか１つがフォーカスされている状態である。何れの状態にお
いても、フォーカスされているメニュー項目は、そのメニュー項目を取り囲むフォーカス
枠によって、他のメニュー項目と識別可能になっている。
【００３５】
　インフォゾーンフォーカス状態においてリモコンの右ボタンが押下されると、テレビ１
は、フォーカスするメニュー項目を、現在フォーカスされているメニュー項目の直ぐ右側
に配置されたメニュー項目に変更する。同様に、インフォゾーンフォーカス状態において
リモコンの左ボタンが押下されると、テレビ１は、フォーカスするメニュー項目を、現在
フォーカスされているメニュー項目の直ぐ左側に配置されたメニュー項目に変更する。な
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お、インフォゾーンフォーカス状態におけるフォーカス移動は、メニュー項目の位置を移
動するのではなく、フォーカス枠の位置を移動することによって実現される。
【００３６】
　インフォゾーンフォーカス状態においてリモコンの下ボタンが押下されると、テレビ１
は、図２に示すように、メニュー画面１００の状態を、インフォゾーンフォーカス状態か
ら機能・レコメンドゾーンフォーカス状態へと遷移させる。逆に、機能・レコメンドゾー
ンフォーカス状態においてリモコンの上ボタンが押下されると、テレビ１は、メニュー画
面１００の状態を、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態からインフォゾーンフォーカ
ス状態へと遷移させる。
【００３７】
　機能・レコメンドゾーンフォーカス状態においてリモコンの右ボタンが押下されると、
テレビ１は、フォーカスするメニュー項目を、現在フォーカスされているメニュー項目の
直ぐ右側に配置されたメニュー項目に変更する。同様に、機能・レコメンドゾーンフォー
カス状態においてリモコンの左ボタンが押下されると、テレビ１は、フォーカスするメニ
ュー項目を、現在フォーカスされているメニュー項目の直ぐ左側に配置されたメニュー項
目に変更する。なお、機能・レコメンドゾーンフォーカス状態におけるフォーカス移動は
、フォーカス枠の位置を移動するのではなく、メニュー項目の位置を移動することによっ
て実現される。
【００３８】
　機能・レコメンドゾーンフォーカス状態においてリモコンの下ボタンが押下されると、
テレビ１は、図２に示すように、メニュー画面１００の状態を、機能・レコメンドゾーン
フォーカス状態からネットサービスゾーンフォーカス状態へと遷移させる。逆に、ネット
サービスゾーンフォーカス状態においてリモコンの上ボタンが押下されると、テレビ１は
、メニュー画面１００の状態を、ネットサービスゾーンフォーカス状態から機能・レコメ
ンドゾーンフォーカス状態へと遷移させる。
【００３９】
　ネットサービスゾーンフォーカス状態おいてリモコンの右ボタンが押下されると、テレ
ビ１は、フォーカスするメニュー項目を、現在フォーカスされているメニュー項目の直ぐ
右側に配置されたメニュー項目に変更する。同様に、ネットサービスゾーンフォーカス状
態においてリモコンの左ボタンが押下されると、テレビ１は、フォーカスするメニュー項
目を、現在フォーカスされているメニュー項目の直ぐ左側に配置されたメニュー項目に変
更する。ネットサービスゾーンフォーカス状態におけるフォーカス移動は、メニュー項目
の位置を移動するのではなく、フォーカス枠の位置を移動することによって実現される。
【００４０】
　なお、メニュー画面１００が表示されているときにリモコンの戻るボタン、ホームボタ
ン、又は終了ボタンが押下されると、テレビ１は、メニュー画面１００の表示を終了する
と共に、ライブ映像の全画面表示を再開する。
【００４１】
　何れかの機能パネル１２１がフォーカスされている状態においてリモコンの決定ボタン
が押下されると、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００から
、その機能パネル１２１に対応する機能を利用するための画面へと遷移させる。例えば、
裏番組パネルがフォーカスされている状態でリモコンの決定ボタンが押下されると、テレ
ビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１００から「裏番組選択画面」へ
と遷移させる。また、スマートサーチパネルがフォーカスされている状態でリモコンの決
定ボタンが押下されると、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、メニュー画面１
００から「スマートサーチ画面」へと遷移させる。
【００４２】
　裏番組選択画面やスマートサーチ画面などが表示されるときにリモコンの戻るボタンが
押下されると、テレビ１は、ディスプレイに表示する画面を、これらの画面からメニュー
画面１００へと遷移させる。また、裏番組選択画面やスマートサーチ画面などが表示され
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るときにリモコンの戻るボタンが押下されると、テレビ１は、これらの画面の表示を終了
すると共に、ライブ映像の全画面表示を再開する。
【００４３】
　なお、フォーカスされているメニュー項目の周囲に表示されるフォーカス枠は明滅させ
ることが好ましい。フォーカス枠の明滅周期は、例えば、０．５Ｈｚに設定すればよい。
これにより、メニュー項目がカラフルな場合であっても、どのメニュー項目がフォーカス
されているかをユーザが把握し易くなる。ただし、フォーカス移動が生じたときにフォー
カス枠が暗状態にあると、フォーカス移動が生じたことがユーザに伝わり難くなる。そこ
で、本実施形態においては、フォーカス移動が生じる度にフォーカス枠の状態を明状態に
リセットする構成を採用し、このような問題を回避している。また、フォーカス枠の色は
任意であるが、本実施形態においては黄色を用い、背景色が黒の場合にその視認性を高め
るように工夫している。
【００４４】
　上述のように、フォーカス枠を明滅させることによって当該フォーカス枠を目立たせる
ことにより、ユーザは、フォーカス枠をより認識しやすくなる。
【００４５】
　また、上述のように、フォーカス枠の明滅周期を、例えば０．５Ｈｚ（つまり、２秒間
に１回の明滅）とすることにより、ユーザに緊急事態（エマージェンシー）であるとの印
象を与えて操作を急かしてしまうことを回避しつつ、フォーカス枠の視認性を高めること
ができる。
【００４６】
　さらに、フォーカス枠の明滅において、フォーカス枠の明滅における輝度変化が緩やか
となるように、明の状態と滅の状態との輝度差を調整（例えば、輝度差を小さく）する構
成としてもよい。輝度差を小さくすることにより、明状態から滅状態までの変化および滅
状態から明状態までの変化を、小さく（つまり、緩やかに）することができる。これによ
って、テレビ１は、ユーザに緊急事態（エマージェンシー）であるとの印象を与えて操作
を急かしてしまうことを、より効果的に回避する構成とすることができる。
【００４７】
　また、フォーカス移動が生じる度にフォーカス枠の状態を明状態にリセットする構成、
すなわち、フォーカス枠が移動してメニュー項目をフォーカスした時点のフォーカス枠の
輝度を最も明るくする構成としてもよい。これによって、ユーザは、現在フォーカスされ
ているメニュー項目が何れのメニュー項目であるかを容易に認識することができる。
【００４８】
　なお、フォーカス枠がカテゴリー間を移動する（フォーカス枠が縦方向に移動する）場
合には、メニュー項目間を移動する（フォーカス枠が横方向に移動する）場合よりもフォ
ーカス枠の移動距離が長くなる。また、ゾーン（カテゴリー）毎に、各ゾーンに含まれる
メニュー項目のサイズが異なる場合には、メニュー項目のサイズに合わせてフォーカス枠
のサイズを変更する構成も考えられる。
【００４９】
　このように、フォーカス枠がカテゴリー間を移動する場合、ユーザは、メニュー項目間
を移動する場合よりも、移動後のフォーカス枠を見失い易い。このような場合には、フォ
ーカス枠が移動する直前に当該フォーカス枠を明状態にリセットすることにより、ユーザ
の視認性を向上させることが好ましい。
〔テレビのハードウエア構成〕
　次に、テレビ１のハードウエア構成について、図３を参照して説明する。図３は、テレ
ビ１のハードウエア構成を示したブロック図である。
【００５０】
　テレビ１は、図３に示すように、チューナ２０１、ビデオデコーダ２０２、映像処理部
２０３、ＬＣＤコントローラ２０４、ＬＣＤ２０５、オーディオデコーダ２０６、音声処
理部２０７、アンプ２０８、スピーカ２０９、ＨＤＭＩ（登録商標）レシーバ２１０、Ｌ
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ＡＮインタフェース２１１、及び制御部２２０を備えている。
【００５１】
　チューナ２０１は、地上波デジタル放送、ＢＳ放送、又はＣＳ放送の放送波から符号化
映像信号と符号化音声信号とを復調する。ビデオデコーダ２０２は、チューナ２０１にて
復調された符号化映像信号を復号する。ビデオデコーダ２０２にて復号された映像信号は
、映像処理部２０３を介してＬＣＤコントローラ２０４に供給される。ＬＣＤコントロー
ラ２０４は、映像処理部２０３により処理された映像信号が表す映像を表示するべく、Ｌ
ＣＤ２０５を制御する。オーディオデコーダ２０６は、チューナ２０１にて復調された符
号化音声信号を復号する。オーディオデコーダ２０６にて復号された音声信号は、音声処
理部２０７を介してアンプ２０８に供給される。アンプ２０８は、音声処理部２０７によ
り処理された音声信号が表す音声を出力すべく、スピーカ２０９を駆動する。
【００５２】
　ＨＤＭＩレシーバ２１０は、ソース機器５から供給された映像信号及び音声信号を受信
する。ＨＤＭＩレシーバ２１０により受信された映像信号及び音声信号は、それぞれ、映
像処理部２０３及び音声処理部２０７に供給され、チューナ２０１により復調された映像
信号及び音声信号と同様、ＬＣＤ２０５及びスピーカ２０９から出力される。
【００５３】
　また、ＬＡＮインタフェース２１１は、ＷＥＢサーバ及びＶＯＤサーバから、それぞれ
、ＷＥＢコンテンツ及びＶＯＤコンテンツを取得する。これらのネットワークコンテンツ
は、何れも、制御部２２０にてソフトウエア的にデコードされる。制御部２２０にてデコ
ードされたネットワークコンテンツを表す映像信号及び音声信号は、それぞれ、映像処理
部２０３及び音声処理部２０７に供給され、チューナ２０１により復調された映像信号及
び音声信号と同様、ＬＣＤ２０５及びスピーカ２０９から出力される。
【００５４】
　制御部２２０は、上述した機能に加えて、図１に示すメニュー画面１００を表す映像信
号を生成する機能を有している。制御部２２０にて生成されたメニュー画面１００を表す
映像信号は、映像処理部２０３に供給され、チューナ２０１により復調された映像信号と
同様、ＬＣＤ２０５から出力される。なお、制御部２２０は、メニュー画面１００を表す
映像信号を生成するために必要となる各種情報を、ＬＡＮインタフェース２１１を介して
メーカーサーバから取得することができる。
【００５５】
　また、制御部２２０は以下に述べるメニュー表示方法を実現するメニュー表示装置とし
ても機能することになる。
【００５６】
　なお、制御部２２０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Mem
ory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）等を備えて構成されており、ＲＯＭ、ＲＡＭ等
に記録されているプログラムをＣＰＵが実行することにより、上述した各機能を実現する
。
〔フォーカス枠の構成、フォーカス枠の移動〕
　次に、フォーカス枠自体の構成と、フォーカス枠の移動の詳細について、図４、図５を
参照して説明する。
（フォーカス枠の構成）
　図５には、フォーカス枠の具体的な構成例が示されている。フォーカス枠は、矩形状の
枠５００と、枠５００の上下左右の辺部分に付加される矢印５０１、５０１、５０３，５
０４によって構成されている。フォーカス枠５００は、表示画面上に表示された多数のメ
ニュー項目を選択する際に使用されるもので、例えば、フォーカス枠５００を選択したい
メニュー項目上に移動させ、所望のメニュー項目を選択する。
【００５７】
　枠５００の辺部分に付加された矢印５０１、５０１、５０３，５０４は、フォーカス枠
５００の選択可能な方向を示しており、例えば、矢印方向にフォーカス枠５００が移動可
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能であることを示している。即ち、特定のメニュー項目上にあるフォーカス枠５００を移
動させて別のメニュー項目をフォーカス可能であることを示している。なお、後で説明す
るとおり、フォーカス枠５００を固定しておき、選択すべきメニュー項目自体を移動させ
て、別のメニュー項目を選択する場合も意味している。例えば、既に説明したとおり、機
能・レコメンドゾーンがフォーカス状態である場合は、フォーカス枠自体は固定されてお
り、選択されるべきメニュー項目自体が移動する。
【００５８】
　図５において、フォーカス枠５００には、１重の矢印５０１、５０２と２重の矢印５０
３、５０４の２種類の矢印が示されているが、２重の矢印によって示された方向は、フォ
ーカス枠５００を、１重の矢印が付与された方向より高速で移動させることが可能である
ことを意味している。具体的には、リモコンの上ボタン、下ボタンを押した場合、比較的
低速でフォーカス枠が移動し、また、右ボタン、左ボタンを「単に（短時間）押した場合
」は、同様に比較的低速で移動する。然しながら、右ボタン、左ボタンを長押し（長時間
）すると、フォーカス枠５００は、右方向、左方向に高速で移動する。従って、左右方向
では、比較的高速でのメニュー項目の選択が可能となる。従って、矢印は、フォーカス枠
が置かれた位置等によって異なってくる。
【００５９】
　また、フォーカス枠５００の周囲に表示される矢印（より具体的には、同一方向を向く
矢印の数）を、フォーカス枠５００を移動させることによって選択可能なメニュー項目の
数に応じて変更する構成を採用することもできる。
【００６０】
　例えば、フォーカス枠５００を移動させることによって選択可能なメニュー項目が１個
から１０個までである場合には、図５に示す２重の矢印５０３、５０４に、さらに１重の
矢印を付加し、３重の矢印としてもよい。また、フォーカス枠５００を移動させることに
よって選択可能なメニュー項目が１１個から２０個までである場合には、図５に示す２重
の矢印５０３、５０４に、さらに２重の矢印を付加し、４重の矢印としてもよい。
【００６１】
　このように、フォーカス枠５００から見て同一方向の同一ゾーン内に選択可能なメニュ
ー項目が多数存在する場合に、メニュー項目の数に応じて矢印の数を増やすことによって
、テレビ１は、選択可能なメニュー項目のおおよその数をユーザに提示することができる
。これによって、ユーザは、フォーカス枠５００の周囲に表示される矢印を一見するだけ
で、矢印の向く方向における同一ゾーン内に含まれる選択可能なメニュー項目のおおよそ
の数を把握することができる。
【００６２】
　フォーカス枠５００は、特定のメニュー項目が選択されたことを示す目印となるもので
あり、表示画面上で容易に視認される必要があり、例えば、暗い画面では黄色の目立つ色
で表示する、逆に、明るい画面では比較的暗い色で表示する等の工夫が必要である。また
、既に説明したとおり、０．５Ｈｚ程度の低周波数で明滅させることも効果的である。
【００６３】
　なお、フォーカス枠の周囲に付加する矢印等のマークは、図５に示した矢印に限られる
ことは無く、デザイン性を考慮した種々の形態であって良い。また、選択可能なメニュー
項目の内容、例えば機能パネルと推薦コンテンツパネルとに従って異なる形状としても良
い。即ち、異なるカテゴリーのメニュー項目ごとに異なるデザインのマークを付与してお
けば、フォーカス枠に付与されたマークを見るだけで、どのようなカテゴリーのメニュー
項目を選択できるかわかることになる。
【００６４】
　また、選択するメニュー項目の大きさが異なる場合に、例えば、表示画面上で小さく表
示されているメニュー項目の選択状態から大きく表示されたメニュー項目へ移動させる場
合、フォーカス枠の大きさを、形状を維持しながら徐々に大きくすることも可能である。
この場合、フォーカス枠の形状を維持することによって、フォーカス枠の存在している位
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置を認識しやすくすることができる。
【００６５】
　更に、フォーカス枠５００自体の構成を変えるのではないが、フォーカス枠によって選
択されたメニュー項目を明確に視認できるようにするため、或いは、メニュー項目に記載
された文字等を読み易くするため、選択されたメニュー項目自体を拡大して表示させても
良い。
【００６６】
　以下に説明する図４では、枠５００、矢印５０１～５０４を含めて、破線で囲み、フォ
ーカス枠４１０ａ等として示している、即ち、例えば、フォーカス枠４１０ａは、破線４
１０ａ自体を示しているのではなく、ライブ映像表示領域１１５を囲む枠と下辺に付加さ
れた１重の矢印と、左右の辺に付加された２重の矢印によって構成されたフォーカス枠を
示している。
（インフォゾーンがフォーカス状態の場合）
　図１、図２を用いて説明したとおり、全画面ライブ映像を表示状態のテレビ１において
、リモコンのホームボタンが押し下げられると、テレビの表示画面はメニュー画面１００
へと遷移される。（図１、図２参照）
　図４は、このときの様子を、フォーカス枠の動きと共に示している。図４において、全
画面ライブ映像が写されているテレビ受像機の表示画面４００は、リモコンのホームボタ
ン或いは下ボタンを押すことによって、インフォゾーンがフォーカス状態にあるメニュー
画面４１０（図１のメニュー画面１００に該当）に遷移される。インフォゾーンがフォー
カス状態にあるメニュー画面４１０は、ライブ映像表示領域１１５にライブ映像が表示さ
れており、更に、ライブ映像表示部分が選択されていることを示すフォーカス枠４１０ａ
が置かれている。
【００６７】
　フォーカス枠４１０ａは、ライブ映像表示領域１１５を囲む枠として示されているが、
フォーカス枠４１０ａの存在を明確にするため、低周波、例えば０．５Ｈｚ程度で明滅さ
せている。また、周囲の映像から明確に識別できるように視認性の良い色、例えば黄色の
枠としても良い。また、既に説明したが、フォーカス枠の移動（フォーカス移動）が生じ
たときにフォーカス枠が暗状態にあると、フォーカス移動が生じたことがユーザに伝わり
難くなる。そこで、本実施形態においては、フォーカス移動が生じる度にフォーカス枠の
状態を明状態にリセットする構成を採用し、このような問題を回避している。
【００６８】
　なお、フォーカス枠を上記のように制御することは、フォーカス枠がインフォゾーン１
１０にある場合に限られないことは言うまでも無く、以下に説明する「機能・レコメンド
ゾーン」がフォーカス状態の場合、「ネットサービスゾーン」がフォーカス状態の場合も
同様である。
【００６９】
　フォーカス枠４１０ａの左右の辺に隣接してマーク「＜＜」（２重の左方向矢印）、「
＞＞」（２重の右方向矢印）が付与されており、下辺に隣接して下方向に向いた１重の矢
印（マーク）が示されている。既に、図５を用いて説明したとおり、このマークは、メニ
ュー項目の選択可能な方向を示すマークであり、２重の矢印は、単なる矢印より、高速で
選択可能なことを示している。
【００７０】
　メニュー画面４１０の状態で、リモコンの左ボタンを押すと、メニュー画面４１１の状
態になる。これは、フォーカス枠が４１１ａの箇所に移動したことを意味しており、メニ
ュー項目の１つである設定ボタン１１２ｃ（図１参照）がフォーカス（選択）されたこと
を意味している。この実施例の場合、左右方向には高速選択が可能であるが、高速選択を
行う場合には、左ボタンを長押しすれば良い。同様、メニュー画面４１０の状態で、リモ
コンの右ボタンを押すと、メニュー画面４１２の状態になる。この状態では、メニュー項
目の１つであるバナー１１６ａ（図１参照）がフォーカスされたことになる。また、右ボ
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タンを長押しすることにより、高速選択が可能となる。
【００７１】
　そして、特定のメニュー項目にフォーカスしている状態でリモコンの決定ボタンを押す
ことにより、フォーカスされたメニュー項目の機能等を実行させることになる。
（機能・レコメンドゾーンがフォーカス状態の場合）
　メニュー画面４１０の状態で、リモコンの下ボタンを押すと、機能・レコメンドゾーン
がフォーカス状態になったメニュー画面４２０に遷移する。そして、フォーカス枠４２０
ａが、機能・レコメンドゾーンの中央部に遷移している。既に説明したとおり、機能・レ
コメンドゾーンには、メニュー項目として複数の機能パネル１２１、或いは複数の推薦コ
ンテンツパネル１２２が配置されている（図１参照）。図４に示した例では、メニュー画
面４２０において、フォーカス枠４２０ａは、特定のパネル、例えば、機能パネル４２１
をメニュー項目の１つとして選択している。
【００７２】
　フォーカス枠４２０ａの上下の辺には、上方向、下方向に向いた矢印（マーク）が夫々
付与されており、フォーカス枠４２０ａの左右の辺部分には、マーク「＜＜」（２重の左
方向矢印）、マーク「＞＞」（２重の右方向矢印）が付与されている。既に説明したとお
り、このマークは、メニュー項目の選択可能な方向を示すマークであり、２重の矢印は、
１重の矢印より、高速で選択可能なことを示している。
【００７３】
　この機能・レコメンドゾーンがフォーカス状態の場合、フォーカス枠４２０ａは、機能
・レコメンドゾーン１２０の中央部分に固定されており、例えば、リモコンの右ボタンを
押すと、フォーカス枠４２０ａの右側にある複数のメニュー項目が、固定されたフォーカ
ス枠４２０ａの方向に移動し、右隣に隣接していたメニュー項目４２２が、フォーカス枠
４２０ａの枠内に移動する。即ち、複数のメニュー項目が全体で左方向に１つ遷移するこ
とになる。
【００７４】
　なお、フォーカス枠４２０ａの左右の辺部分には、マーク「＜＜」（２重の左方向矢印
）、マーク「＞＞」（２重の右方向矢印）が付与されていて、左右方向での高速選択が可
能であり、従って、リモコンの右ボタンを長押しすると、メニュー項目全体が高速で左方
向に移動することになり、遠い位置にあるメニュー項目を選択する場合に、高速選択が可
能になる。
（ネットサービスゾーンがフォーカス状態の場合）
　メニュー画面４２０の状態で、リモコンの下ボタンを押すと、ネットサービスゾーンが
フォーカス状態の場合のメニュー画面４３０に移る。この場合、フォーカス枠４３０ａは
、ネットサービスゾーン１３０の中央部分に配置されたメニュー項目上に置かれているこ
とがわかる。
【００７５】
　フォーカス枠４３０ａの上下の辺部分には、上方向、下方向に向いた矢印（マーク）が
夫々付与されており、フォーカス枠４３０ａの左右の辺部分には、マーク「＜＜」（２重
の左方向矢印）、マーク「＞＞」（２重の右方向矢印）が付与されている。既に説明した
とおり、このマークは、メニュー項目の選択可能な方向を示すマークであり、２重の矢印
は、１重の矢印より、高速で選択可能なことを示している。
【００７６】
　メニュー画面４３０の状態、即ち、フォーカス枠４３０ａがネットサービスゾーン１３
０の中央部分にある場合、例えば、リモコンの右ボタンを押すと、メニュー画面４３２に
示すとおり、フォーカス枠が右方向に移動してフォーカス枠４３２ａとなる。同様、メニ
ュー画面４３０の状態で、リモコンの左ボタンを押すと、メニュー画面４３１に示すとお
り、フォーカス枠が左方向に移動してフォーカス枠４３１ａとなる。
【００７７】
　なお、フォーカス枠４３０ａによって選択されたメニュー項目を明確に視認できるよう
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にするため、或いは、メニュー項目に記載された文字等を読み易くするため、選択された
メニュー項目自体を拡大表示させても良い。
【００７８】
　以上、図４に記載の技術を、メニュー表示方法として捉えると、図４に示したメニュー
表示方法では、表示画面内に表示された複数のメニュー項目の中から所望のメニュー項目
を選択可能としたメニュー表示方法であって、
表示画面内に、表示された前記複数のメニュー項目のうち、特定のメニュー項目が選択さ
れたことを示すフォーカス枠が設けられており、前記フォーカス枠の周囲には、表示され
たメニュー項目の選択可能な方向を示すマークが付与されており、前記メニュー項目の選
択可能な方向を示すマークは、高速選択が可能な方向を示すマークと、低速選択が可能な
方向を示すマークとで異なるマークとしたことを特徴としたメニュー表示方法であると言
える。
【００７９】
　また、図４に記載の技術をメニュー表示装置として捉えると、図４に示したメニュー表
示装置では、表示画面内に表示された複数のメニュー項目の中から所望のメニュー項目を
選択可能としたメニュー表示装置であって、
　表示画面内に、表示された前記複数のメニュー項目のうち、特定のメニュー項目が選択
されたことを示すフォーカス枠を生成する制御部を有しており、
　前記制御部は、前記フォーカス枠の周囲に、表示されたメニュー項目の選択可能な方向
を示すマークを付与するものであり、前記メニュー項目の選択可能な方向を示すマークは
、高速選択が可能な方向を示すマークと、低速選択が可能な方向を示すマークとで異なる
マークとしたことを特徴としたメニュー表示装置であると言える。
【００８０】
　図６は、機能・レコメンドゾーンがフォーカス状態のメニュー画面４１０の変形例を示
している。フォーカス枠５００は、機能・レコメンドゾーンのメニュー項目の１つである
機能パネル１２１ａを選択している。そして、機能パネル１２１ａの左側には、他の機能
パネル１２１ｂ、１２１ｃが並んで配置されており、機能パネル１２１ａの右側には、例
えば、推薦コンテンツパネル１２２ａ、１２２ｂが並んで配置されている。
【００８１】
　この変形例では、機能パネル１２１ｂ、１２１ｃが、右側が大きい辺を持ち、且つ、左
に行くに従って徐々に小さくなる台形状に形成されており、推薦コンテンツパネル１２２
ａ、１２２ｂが、左側が大きい辺を持ち、且つ、右に行くに従って徐々に小さくなる台形
状に形成されている。即ち、固定されたフォーカス枠５００から離れるに従って、メニュ
ー項目を徐々に小さくなるように構成している。
【００８２】
　このように構成すると、メニュー項目選択のために、リモコンの右ボタン、或いは左ボ
タンを押し下げると、メニュー項目自体が左方向、或いは右方向に移動することになり、
あたかも、リング状に配置されたメニュー項目を、リングを回転させて選択しているよう
な感覚になる。特に、高速選択を行った場合に、リングを回転させて選択している感覚が
強くなり、選択すること自体に楽しさという感覚を持たせることができる。
【００８３】
　図７（ａ）、（ｂ）は、図２において、「裏番組選択画面」、或いは「スマートサーチ
画面」に移行した場合のメニュー画面の１例を示している。図７（ａ）において、メニュ
ー画面７００は裏番組選択画面のメニュー画面であるとして説明を行うが、スマートサー
チ画面の場合もほぼ同様であり、特に説明はしない。
【００８４】
　図７（ａ）に示したメニュー画面７００では、表示画面の左側に視聴中のライブ映像を
表示する小画面７０１が設けられており、表示画面の右側領域７０２にメニュー項目であ
る裏番組情報が横書きで縦方向に並んで表示されている。メニュー画面７００に移行した
時点で、フォーカス枠５００は複数個のメニュー項目の内、中央部付近のメニュー項目７
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０３をフォーカスした状態となっている。最初に表示されるメニュー画面７００でのメニ
ュー項目の並び方は、デフォルト値に従って常に一定としても良いが、視聴経歴を生かし
て直前に視聴したチャンネルをフォーカスするようにしても良い。また、並び方自体を、
視聴経歴に従って視聴の多い順に並べておいても良いし、更には、番組の内容を判断して
視聴経歴に従って、現在選べる番組名を優先的に並べておいても良い。
【００８５】
　図７（ｂ）は、フォーカス枠５００によってフォーカス状態にあるメニュー項目７０３
を拡大して示している。図７（ｂ）に示すとおり、フォーカス枠５００には、フォーカス
枠によって選択し得るメニュー項目を示すための矢印５０５、５０６、５０７、５０８が
示されている。図７（ａ）に示すメニュー画面７００では、フォーカス枠５００は、図示
した中央部付近に固定されており、リモコンの操作によって、メニュー項目が移動する。
【００８６】
　例えば、リモコンの上ボタンを押すことにより、矢印５０５に従って、現在フォーカス
中のメニュー項目７０３の上にあるメニュー項目７０４が選択されることになるが、その
ためメニュー項目自体は全体で下方向に移動する。裏番組選択画面の場合には、特定のメ
ニュー項目をフォーカス状態（選択状態）で、リモコンの決定ボタンを押せば、全画面ラ
イブ映像表示状態となり、選択した新たな裏番組を視聴することになる。
【００８７】
　図７（ｂ）において、フォーカス枠５００の上辺の左端部には、左方向を示す矢印が「
ＣＳ」の文字と共に示されている。また、右端部には右方向を示す矢印が「ＢＳ」の文字
と共に示されている。これは、リモコンの左ボタンを押せば、ＣＳ放送の裏番組情報の表
示状態に移行し、右側領域７０２には、ＣＳ放送の番組が表示されることになる。同様に
、リモコンの右ボタンを押せば、ＢＳ放送の裏番組情報の表示状態に移行し、右側領域７
０２には、ＢＳ放送の番組が表示されることになる。
【００８８】
　中央部分に「地上」の文字が表示されているが、これは右側領域に地上デジタル放送の
裏番組情報が表示されていることを意味している。従って、ＣＳ放送が選ばれた後では、
中央部分に「ＣＳ」の文字が表示されることになり、それに応じて、左右いずれかの領域
に「地上」の文字が表示される。図７（ｂ）に示した例では、高速選択が可能であること
を示す２重矢印の標記はないが、極めて多数の放送がある場合等には、高速選択を可能と
しても良いことは言うまでもない。
【００８９】
　また、図４における機能・レコメンドゾーン１２０に示すように、フォーカス枠によっ
てフォーカスされているメニュー項目のサイズを拡大して表示（拡大表示）すると共に、
フォーカス枠からの距離に応じてメニュー項目のサイズが小さくなるようを調整してもよ
い。これによって、現在選択されているメニュー項目をより目立たせることができるため
、ユーザの視認性を向上させることができる。
【００９０】
　なお、これによって、図６に示すメニュー画面４１０の一例と同様に、メニュー項目自
体を移動させた場合にメニュー項目自体がリング状に回転しているように視認されること
となる。したがって、所望のメニュー項目を探す操作自体に一種の楽しさを与えることが
できる等使い勝手の良いテレビ１を実現できる。
【００９１】
　フォーカス枠によってフォーカスされているメニュー項目の拡大表示は、フォーカス枠
の移動（又はメニュー項目自体の移動）が完了した時点から開始してもよい。また、フォ
ーカス枠の移動（又はメニュー項目自体の移動）を開始する時点からフォーカス枠の移動
が完了する時点までの間に、所望のサイズまでメニュー項目が徐々に拡大される構成とし
てもよい。
【００９２】
　さらに、同一ゾーン内においてフォーカス枠を高速移動させている場合（つまり、高速
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選択を実行している間）には、メニュー項目の拡大表示は行わない構成としてもよい。こ
の場合には、高速移動が完了して、フォーカスすべきメニュー項目が確定した時点でメニ
ュー項目の拡大表示を行えばよい。
【００９３】
　これにより、テレビ１は、フォーカス枠の高速移動中にメニュー項目が次々拡大表示さ
れることによってユーザの視認性が低下してしまうことを防ぐことができる。また、テレ
ビ１は、フォーカス枠の高速移動中にはメニュー項目の拡大表示に関する処理を行う必要
がないため、フォーカス枠を高速移動させる際の処理量を低減することができる。
（メニュー表示装置の構成）
　上記に述べた、メニュー表示は、図３に示したテレビ１の映像処理部２０３、ＬＣＤコ
ントローラ２０４、ＬＣＤ２０５、制御部２２０によって実現されものであるが、制御を
ソフトウエアで実現する場合には、主として制御部２２０で実現される。
【００９４】
　即ち、表示画面内に表示された複数のメニュー項目の中から所望のメニュー項目を選択
可能としたメニュー表示装置は、以下の機能を有する制御部２２０によって実現される。
即ち、制御部２２０は、表示画面内に、表示された前記複数のメニュー項目のうち、特定
のメニュー項目が選択されたことを示すフォーカス枠を生成する機能を有しており、この
制御部２２０は、更に、前記フォーカス枠の周囲に、表示されたメニュー項目の選択可能
な方向を示すマークを付与するものであり、前記メニュー項目の選択可能な方向を示すマ
ークは、高速選択が可能な方向を示すマークと、低速選択が可能な方向を示すマークとで
異なるマークとして機能されている。そして、このような構成によって、表示画面内に表
示された複数のメニュー項目の中から所望のメニュー項目を選択可能としたメニュー表示
装置を実現している。
【００９５】
　なお、本願の発明に係るメニュー表示方法、メニュー表示装置等は、テレビ受像機に限
らず、多数のメニュー項目を選択する必要がある機器、例えばスマートフォン等にも好適
に用いることができる。
【００９６】
　（プログラム、記憶媒体）
　既に述べたとおり、図３に示したテレビ１のハードウエア構成では、種々の制御を制御
部２２０で行うこととしている。従って、上記に述べたメニュー画面の表示、フォーカス
枠による特定のメニュー項目のフォーカス（選択）等は、制御部２２０によって行われる
。このような制御は、集積回路（ＩＣチップ）上に形成された論理回路によってハードウ
エア的に実現してもよいし、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を用いてソフトウエア
的に実現してもよい。
【００９７】
　後者の場合、制御部２２０は、各機能を実現するプログラムの命令を実行するＣＰＵ、
上記プログラムを格納したＲＯＭ（Read Only Memory）、上記プログラムを展開するＲＡ
Ｍ（Random Access Memory）、上記プログラムおよび各種データを格納するメモリ等の記
憶装置（記録媒体）などを備えている。そして、本発明の目的は、上述した機能を実現す
るソフトウエアである制御部２２０の制御プログラムのプログラムコード（実行形式プロ
グラム、中間コードプログラム、ソースプログラム）をコンピュータで読み取り可能に記
録した記録媒体を、制御部２２０に供給し、そのコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）
が記録媒体に記録されているプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成
可能である。
【００９８】
　上記記録媒体としては、例えば、磁気テープやカセットテープ等のテープ類、フロッピ
ー（登録商標）ディスク／ハードディスク等の磁気ディスクやＣＤ－ＲＯＭ／ＭＯ／ＭＤ
／ＤＶＤ／ＣＤ－Ｒ等の光ディスクを含むディスク類、ＩＣカード（メモリカードを含む
）／光カード等のカード類、マスクＲＯＭ／ＥＰＲＯＭ／ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）／フ
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ラッシュＲＯＭ等の半導体メモリ類、あるいはＰＬＤ（Programmable logic device）や
ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）等の論理回路類などを用いることができる
。
【００９９】
　また、上記プログラムコードは、放送を介して、或いは通信ネットワークを介してテレ
ビ１等各種の受信機で受信してもよい。この通信ネットワークは、プログラムコードを伝
送可能であればよく、特に限定されない。例えば、インターネット、イントラネット、エ
キストラネット、ＬＡＮ、ＩＳＤＮ、ＶＡＮ、ＣＡＴＶ通信網、仮想専用網（Virtual Pr
ivate Network）、電話回線網、移動体通信網、衛星通信網等が利用可能である。また、
この通信ネットワークを構成する伝送媒体も、プログラムコードを伝送可能な媒体であれ
ばよく、特定の構成または種類のものに限定されない。例えば、ＩＥＥＥ１３９４、ＵＳ
Ｂ、電力線搬送、ケーブルＴＶ回線、電話線、ＡＤＳＬ（Asymmetric Digital Subscribe
r Line）回線等の有線でも、ＩｒＤＡやリモコンのような赤外線、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（
登録商標）、ＩＥＥＥ８０２．１１無線、ＨＤＲ（High Data Rate）、ＮＦＣ（Near Fie
ld Communication）、ＤＬＮＡ（Digital Living Network Alliance）、携帯電話網、衛
星回線、地上波デジタル網等の無線でも利用可能である。
【０１００】
　〔付記事項〕
　特許文献１に記載の発明によれば、複数の階層を持つメニューを表示する場合に、選択
中のメニュー階層で、フォーカスされたメニュー項目を、フォーカスされていない他のメ
ニュー項目と異なる表示態様で表示すると共に、前記フォーカスされたメニュー項目と、
当該フォーカスされたメニュー項目の上位階層のメニュー項目とを、例えば、縦方向に同
一の線上に配置して表示させている。
【０１０１】
　これによれば、複数の階層を持つメニューにおいて、特定階層のメニュー項目が、例え
ば、上位にある階層のどのメニュー項目に含まれているメニュー項目であるかを容易に知
ることができ、メニューの階層構造を比較的容易に把握できることになる。
【０１０２】
　しかしながら、特許文献１に記載されたメニュー項目の表示方法では、他のメニュー項
目をフォーカスするために、フォーカス枠をどの方向に動かせば良いかが直ちには分らず
、上下左右のいずれに移動可能であるか実際に動かしてみないと分らないことがあり、操
作する前に移動可能な方向を示す工夫が求められている。
【０１０３】
　また、単に移動する方向を指示するだけでは、移動がカテゴリーの変更となるのか、そ
れとも同一カテゴリー内の多数のメニュー項目からの選択になるのか分り難いという課題
がある。
【０１０４】
　更に、同一カテゴリーのメニュー項目が多数あって１つの画面内に収まらない場合に、
特定のメニュー項目がフォーカスされていることを示すためのフォーカス枠自体が、画面
の左右方向に移動していくとすると、フォーカス枠が画面の端までくるとメニュー項目自
体が移動しなければならず、表示形態の統一という点で問題があった。
【０１０５】
　更に、異なるカテゴリーのメニュー項目が表示されている場合に、カテゴリー毎に項目
の大きさが異なる場合もあり、その際、フォーカスされたメニュー項目自体が瞬間的に大
きさを変える場合があるが、この場合、ユーザがメニュー項目の大きさの変化に対応でき
ず、フォーカスされたメニュー項目を見失うことがあるという課題を有する。
【０１０６】
　また、フォーカスされたメニュー項目であることを示すために、単に「枠」を付与した
だけでは、フォーカスされた状態が目立たなく、ユーザが認識し難いという課題があった
。
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【０１０７】
　本願発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、メニュー内で特定の
メニュー項目を選択・指示するためのフォーカス枠の移動方向が容易に解り、フォーカス
されたメニュー項目の識別が容易であり、また、所望のメニュー項目の選択が容易となる
メニュー表示方法及びメニュー表示プログラムを提供することを目的としている。
【０１０８】
　上記の課題を解決するために、本願の発明の一態様に係るメニュー表示装置では、表示
画面内に表示された複数のメニュー項目の中から所望のメニュー項目を選択可能としたメ
ニュー表示装置であって、表示画面内に、表示された前記複数のメニュー項目のうち、特
定のメニュー項目が選択されたことを示すフォーカス枠を生成する制御部を有しており、
前記制御部は、前記フォーカス枠の周囲に、表示されたメニュー項目の選択可能な方向を
示すマークを付与するものであることを特徴としている。
【０１０９】
　上記の課題を解決するために、本願の発明の一態様に係るメニュー表示方法は、表示画
面内に表示された複数のメニュー項目の中から所望のメニュー項目を選択可能としたメニ
ュー表示装置によるメニュー表示方法であって、前記メニュー表示装置の制御部が、前記
複数のメニュー項目を前記表示画面内に表示する工程と、前記制御部が、表示された前記
複数のメニュー項目のうち特定のメニュー項目が選択されたことを示すフォーカス枠を前
記表示画面内に生成する工程と、前記制御部が、前記フォーカス枠の周囲に、表示された
メニュー項目の選択可能な方向を示すマークを付与する工程と、を含んでいる、ことを特
徴としている。
【０１１０】
　以上に述べたとおり、本願の発明によれば、所望のメニュー項目の選択が容易となるメ
ニュー表示方法及びメニュー表示プログラムを提供できる。
【０１１１】
　〔まとめ〕
　上述のように、本願の発明の態様１に係るメニュー表示装置では、
　表示画面内に表示された複数のメニュー項目の中から所望のメニュー項目を選択可能と
したメニュー表示装置であって、
　表示画面内に、表示された前記複数のメニュー項目のうち、特定のメニュー項目が選択
されたことを示すフォーカス枠を生成する制御部を有しており、
　前記制御部は、前記フォーカス枠の周囲に、表示されたメニュー項目の選択可能な方向
を示すマークを付与するものであり、前記メニュー項目の選択可能な方向を示すマークは
、高速選択が可能な方向を示すマークと、低速選択が可能な方向を示すマークとで異なる
マークとしたことを特徴としている。
【０１１２】
　これによれば、多数あるメニュー項目の内から、所望のメニュー項目を、メニュー枠を
移動するだけで簡単に選択することができ、また、メニュー項目の数が多いことから、高
速選択が可能な方向を明示したメニュー表示装置が得られることとなり、例えば、このよ
うなメニュー表示装置をテレビ受像機に用いた場合には多くのコンテンツから選択する項
目方向に高速選択可能であることを明示したり、多くの推奨されるテーマから選択する項
目の方向に高速選択可能であることを明示したり、或いは、チャンネル選択のように多く
のチャンネルから選択する方向に高速選択可能であることを明示することにより、ユーザ
は容易に高速選択可能であることを認識し、高速選択することで、多くの項目が並ぶ方向
への選択を短時間で行うことができ、使い勝手の良いテレビ受像機等を実現することがで
きる。
【０１１３】
　また、本願の発明の態様２に係るメニュー表示装置では、前記態様１において、高速選
択は、フォーカス枠を表示画面内で高速移動させることで行い、低速選択は、フォーカス
枠を高速選択より遅い速度で移動させることを特徴としている。
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【０１１４】
　これによれば、選択すべきメニュー項目が多いことから選択時間が長くなる場合に高速
選択することで、多くの項目が並ぶ方向への選択を短時間で行うことができ、使い勝手の
良いテレビ受像機等を実現することができる。
【０１１５】
　また、本願の発明の態様３に係るメニュー表示装置では、前記態様１又は２において、
フォーカス枠が一定の周期で明滅を繰り返すことを特徴としている。
【０１１６】
　これによれば、フォーカス枠の視認が容易になる。メニュー項目にいろいろな色が含ま
れている場合もあり、そうするとフォーカス枠がどのような色、輝度であっても目立たな
い場合もある。フィーカス枠の輝度が周期的に変動することによって、所望のメニュー項
目が選択されているか否かが極めて容易に認識でき、操作性を向上させることができる。
【０１１７】
　また、本願の発明の態様４に係るメニュー表示装置では、前記態様３において、フォー
カス枠の移動が生じる度に、フォーカス枠の明滅状態をリセットすることを特徴としてい
る。
【０１１８】
　これによれば、フォーカス枠の視認が容易になる。フォーカス枠が周期的に明滅する際
に、フォーカス枠の移動するタイミングとフォーカス枠の明滅で最も輝度が下がったタイ
ミングが偶然に合致する場合がある。その際、フォーカス枠の位置が瞬間的に不明となり
ユーザが混乱してしまう。フォーカス移動時に明状態にリセットされることによって、フ
ォーカス枠移動後の位置が明確になり操作性を向上させることができる。
【０１１９】
　また、本願の発明の態様５に係るメニュー表示装置では、前記態様１において、選択さ
れたメニュー項目を示すためのフォーカス枠が、複数のメニュー項目の中央部分に固定さ
れており、メニュー項目の選択は、メニュー項目を前記フォーカス枠内に移動させること
により行うことを特徴としている。
【０１２０】
　これによれば、メニュー枠自体が選択すべき項目群の中央に常にあるため、もっとも視
認性がよい。固定された一箇所にあるため、選択されたメニュー項目の確認が容易である
。
【０１２１】
　また、本願の発明の態様６に係るメニュー表示装置では、前記態様５において、高速選
択は、メニュー項目を高速で移動させることで行い、低速選択は、メニュー項目を高速選
択より遅い速度で移動させることで行うことを特徴としている。
【０１２２】
　これによれば、選択すべきメニュー項目が多いことから選択時間が長くなる場合に高速
選択することで、多くの項目が並ぶ方向への選択を短時間で行うことができ、使い勝手の
良いテレビ受像機等を実現することができる。
【０１２３】
　また、本願の発明の態様７に係るメニュー表示装置では、前記態様１から６において、
選択されたメニュー項目自体を拡大表示することを特徴としている。
【０１２４】
　これによれば選択されたメニュー項目を視認しやすくなり、また、メニュー項目中に文
字が記載されている場合には文字を視認しやすくしたり、テロップ表示がある場合には画
面の拡大に伴いテロップを動かす等使い勝手の良いメニュー表示装置を実現できる。
【０１２５】
　また、本願の発明の態様８に係るメニュー表示装置では、前記態様５から７において、
固定されたフォーカス枠から離れるに従って、メニュー項目を徐々に小さくしたことを特
徴としている。
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【０１２６】
　これによれば、所望のメニュー項目を選択するためにメニュー項目自体を移動させた場
合に、メニュー項目自体がリング状に回転しているように視認されることとなり、多くの
メニューが円筒状の回転体に配置されているように認識され、視覚上自然な動きとなるし
、所望のメニュー項目を探す操作自体に一種の楽しさを与えることができる等使い勝手の
良いメニュー表示装置を実現できる。
【０１２７】
　また、本願の発明の態様９に係るメニュー表示装置では、前記態様１から８において、
前記制御部は、前記メニュー項目の選択可能な方向を示すマークとして、選択可能なメニ
ュー項目の数に応じて異なるマークを付与することを特徴としている。
【０１２８】
　これによれば、メニュー表示装置は、選択可能なメニュー項目が多数存在する場合に、
メニュー項目の数に応じて異なるマーク（例えば、矢印の数を増やす）を付与することに
よって、選択可能なメニュー項目のおおよその数をユーザに提示することができる。した
がって、ユーザは、フォーカス枠の周囲に付与されるマークを一見するだけで、同一ゾー
ン内に含まれる選択可能なメニュー項目のおおよその数を把握することができる。
【０１２９】
　また、本願の発明の態様１０に係るメニュー表示装置では、前記態様３から９における
前記フォーカス枠の明滅において、明状態と滅状態との輝度差を調整することを特徴とし
ている。
【０１３０】
　これによれば、ユーザに緊急事態であるとの印象を与え、操作を急かしてしまうことを
防ぐことができる。
【０１３１】
　また、本願の発明の態様１１に係るメニュー表示装置は、前記態様７において、高速選
択を実行している間は、選択されたメニュー項目を拡大表示しないことを特徴としている
。
【０１３２】
　これにより、メニュー表示装置は、フォーカス枠の高速移動中にメニュー項目が次々拡
大表示されることによってユーザの視認性が低下してしまうことを防ぐことができる。ま
た、メニュー表示装置は、フォーカス枠の高速移動中にはメニュー項目の拡大表示に関す
る処理を行う必要がないため、フォーカス枠を高速移動させる際の処理量を低減すること
ができる。
【０１３３】
　また、本願の発明の態様１２に係るテレビジョン受像機では、前記態様１から１１にお
けるメニュー表示装置を使用したテレビジョン受像機であることを特徴としている。
【０１３４】
　これによれば、多くのコンテンツから選択する項目方向に高速選択可能であることを明
示したり、多くの推奨されるテーマから選択する項目の方向に高速選択可能であることを
明示したり、或いは、チャンネル選択のように多くのチャンネルから選択する方向に高速
選択可能であることを明示することにより、ユーザは容易に高速選択可能であることを認
識し、高速選択することで、多くの項目が並ぶ方向への選択を短時間で行うことができ、
使い勝手の良いテレビ受像機等を実現することができる。
【０１３５】
　また、本願の発明の態様１３に係るメニュー表示方法では、
　表示画面内に表示された複数のメニュー項目の中から所望のメニュー項目を選択可能と
したメニュー表示方法であって、
　表示画面内に、表示された前記複数のメニュー項目のうち、特定のメニュー項目が選択
されたことを示すフォーカス枠が設けられており、前記フォーカス枠の周囲には、表示さ
れたメニュー項目の選択可能な方向を示すマークが付与されており、前記メニュー項目の
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選択可能な方向を示すマークは、高速選択が可能な方向を示すマークと、低速選択が可能
な方向を示すマークとで異なるマークとしたことを特徴としている。
【０１３６】
　これによれば、多数あるメニュー項目の内から、所望のメニュー項目を、メニュー枠を
移動するだけで簡単に選択することができ、また、メニュー項目の数に応じて高速選択す
ることも可能となるメニュー表示方法が得られることとなる。
【０１３７】
　また、本願の発明の態様１４に係るプログラムは、コンピュータを、前記態様１から１
１のメニュー表示装置として動作させるためのプログラムであって、前記コンピュータを
前記メニュー表示装置が備える各手段として機能させるプログラムであることを特徴とし
ている。
【０１３８】
　これによれば、使い勝手の良いメニュー表示装置を極めて容易に実現することが出来る
ことになる。
【０１３９】
　また、本願の発明の態様１５に係るコンピュータ読み取り可能な記録媒体では、前記態
様１４におけるコンピュータを前記メニュー表示装置が備える各手段として機能させるプ
ログラムが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であることを特徴としている
。
【０１４０】
　これによれば、前記コンピュータを前記メニュー表示装置が備える各手段として機能さ
せるプログラムを容易に且つ確実に流通させることができる。
【０１４１】
　なお、ここで開示された実施の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、上記した説明だけではなく、特許請求の範囲
によって示され、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
ことが意図される。
【産業上の利用可能性】
【０１４２】
　本発明は、多機能化され、操作が複雑になったテレビジョン受像機等の操作を簡単にす
るメニュー表示方法等を提供するものであり、産業上の利用可能性は高い。
【符号の説明】
【０１４３】
１：テレビジョン受像機
１００：メニュー画面
１１０：インフォゾーン
１１１：ユーザネーム表示領域
１１２ａ：お知らせ一覧ボタン
１１２ｂ：ログインボタン
１１２ｃ：設定ボタン
１１３：時間表示領域
１１４：天気表示領域
１１５：ライブ映像表示領域
１１６ａ～１１６ｃ：バナー
１１６ｄ：バナー詳細表示領域
１１７：インフォメーション表示領域
１２０：機能・レコメンドゾーン
１２１：機能パネル
１２２：推薦コンテンツパネル
１３０：ネットサービスゾーン
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１３１：ネットサービスに対応するアイコン
２０１：チューナ
２０２：ビデオレコーダ
２０３：映像処理部
２０４：ＬＣＤコントローラ
２０５：ＬＣＤ
２０６：オーディオデコーダ
２０７：音声処理部
２０８：アンプ
２０９：スピーカ
２１０：ＨＤＭＩレシーバ
２１１：ＬＡＮインタフェース
２２０：制御部
４００：テレビ表示画面
４１０、４１１、４１２：インフォゾーンがフォーカス状態にあるメニュー画面
４１０ａ、４１１ａ、４１２ａ：フォーカス枠
４２０：機能・レコメンドゾーンがフォーカス状態にあるメニュー画面
４２０ａ：フォーカス枠
４２１：機能パネル（項目）
４２２：メニュー項目
４３０、４３１、４３２：ネットサービスゾーンがフォーカス状態にあるメニュー画面
４３０ａ、４３１ａ、４３２ａ：フォーカス枠
５００：フォーカス枠
５０１、５０２：低速選択が可能なことを示す矢印
５０３、５０４：高速選択が可能なことを示す矢印
７００：裏番組選択のメニュー画面
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