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(57)【要約】
【課題】タッチスクリーンディスプレイを用いた直感的
な操作によって、視聴したい映像コンテンツデータを容
易に選択できる電子機器及び表示制御方法を提供するこ
と。
【解決手段】実施形態によれば、電子機器は表示制御手
段と操作検出手段とを具備する。表示制御手段は、１以
上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクト
を含むコンテンツ領域と、前記コンテンツ領域に含まれ
るオブジェクトを変更する操作を入力するための複数の
領域とを含む第１画面を表示する。操作検出手段は、タ
ッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内で
の第１操作と第２領域内での第２操作とを検出する。前
記表示制御手段は、前記第１操作が検出された場合、第
２画面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記
１以上のオブジェクトを変更し、前記変更されたオブジ
ェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルとディスプレイとを備えるタッチスクリーンディスプレイと、
　１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクトを含むコンテンツ領域と、
前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力するための複数の領域
とを含む第１画面を表示する表示制御手段と、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作とを検出する操作検出手
段とを具備し、
　前記表示制御手段は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記１以上
のオブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示
する電子機器。
【請求項２】
　前記コンテンツ領域は、前記１以上の映像コンテンツデータの各々が放送される日時と
チャンネルとに基づいて配置された、前記１以上のオブジェクトを含む請求項１記載の電
子機器。
【請求項３】
　前記操作検出手段は、前記タッチパネルを用いた前記コンテンツ領域内での第３操作を
さらに検出し、
　前記表示制御手段は、前記第３操作が検出された場合、前記１以上の映像コンテンツデ
ータとは、放送される時刻及び／又はチャンネルが異なる第１映像コンテンツデータを示
す第１オブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する請求項２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第１操作、前記第２操作、及び前記第３操作は、フリック操作である請求項３記載
の電子機器。
【請求項５】
　前記操作検出手段は、前記タッチパネルを用いた前記コンテンツ領域内での第３操作を
さらに検出し、
　前記表示制御手段は、前記第３操作が検出された場合、前記コンテンツ領域内に配置さ
れた前記１以上のオブジェクトをスクロールして表示する請求項２記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の水平方向に対して第１しきい
値以内の角度を有するフリック操作である場合、前記コンテンツ領域内に配置された前記
１以上のオブジェクトを水平方向にスクロールして表示する請求項５記載の電子機器。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の垂直方向に対して第２しきい
値以内の角度を有するフリック操作である場合、前記コンテンツ領域内に配置された前記
１以上のオブジェクトを垂直方向にスクロールして表示する請求項５記載の電子機器。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の水平方向に対して第１しきい
値以内の角度を有するフリック操作でなく、且つ前記第１画面上の垂直方向に対して第２
しきい値以内の角度を有するフリック操作でない場合、前記コンテンツ領域内に配置され
た前記１以上のオブジェクトを斜め方向にスクロールして表示する請求項５記載の電子機
器。
【請求項９】
　前記コンテンツ領域はスライドバーをさらに含み、
　前記操作検出手段は、前記タッチパネルを用いた前記スライドバーに対する操作をさら
に検出し、
　前記表示制御手段は、前記スライドバーに対する操作が検出された場合、前記コンテン
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ツ領域内に配置された前記１以上のオブジェクトを所定の方向に高速にスクロールして表
示する請求項２記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記表示制御手段は、前記第２操作が検出された場合、前記１以上の映像コンテンツデ
ータが放送される１以上のチャンネルの内、所定の条件を満たすチャンネルを検出し、前
記検出されたチャンネルで放送される映像コンテンツデータを示すオブジェクトを含む前
記コンテンツ領域を表示する請求項２記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記操作検出手段は、前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第３領域での第
４操作をさらに検出し、
　前記表示制御手段は、前記第４操作が検出された場合、前記１以上の映像コンテンツデ
ータが放送される第１時間帯よりも所定時間だけ前の第２時間帯に放送される１以上の映
像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクト、又は前記第１時間帯よりも前記所定時
間だけ後の第３時間帯に放送される１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジ
ェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する請求項２記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記第１操作、前記第２操作及び前記第４操作は、タップ操作である請求項１１記載の
電子機器。
【請求項１３】
　前記表示制御手段は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面から前記第２画面
に切り替わることを示すエフェクトを表示した後に、前記第２画面を表示する請求項１記
載の電子機器。
【請求項１４】
　タッチパネルとディスプレイとを含むタッチスクリーンディスプレイを備える電子機器
に表示される画面を制御する表示制御方法であって、
　１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクトを含むコンテンツ領域と、
前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力するための複数の領域
とを含む第１画面を表示し、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作とを検出し、
　前記表示することは、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記１以上
のオブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示
する表示制御方法。
【請求項１５】
　タッチパネルとディスプレイとを含むタッチスクリーンディスプレイを備えるコンピュ
ータに表示される画面を制御するプログラムであって、
　１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクトを含むコンテンツ領域と、
前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力するための複数の領域
とを含む第１画面を表示する手順と、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作とを検出する手順とを前
記コンピュータに実行させ、
　前記表示する手順は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記１以上
のオブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示
するプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明の実施形態は、タッチスクリーンディスプレイを備える電子機器、及び該機器に
適用される表示制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子番組表（Electronic Program Guide：ＥＰＧ）を表示する機能を有するテレ
ビジョン受信機が利用されている。ユーザは、例えば、テレビジョン受信機に付属するリ
モートコントローラを用いて、表示される電子番組表を操作することによって、これから
放送される番組（映像コンテンツデータ）を確認したり、番組の視聴予約や録画予約等を
行うことができる。
【０００３】
　また、最近では、タッチスクリーンディスプレイを備えるタブレット型コンピュータや
スマートフォンのような電子機器が普及してきている。タッチスクリーンディスプレイで
は、例えば、画面に表示されたグラフィカルインタフェース（ＧＵＩ）によるオブジェク
トを指で操作することができるので、ユーザは、画面上のオブジェクトを直感的に操作す
ることができる。タッチスクリーンディスプレイを備える電子機器では、タップ操作やフ
リック操作のようなタッチスクリーンディスプレイの特長を生かした入力を行うことがで
きる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１７７４２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、テレビジョン受信機に付属するリモートコントローラでの操作を想定した電子
番組表をタッチスクリーンディスプレイに表示したとしても、タッチスクリーンディスプ
レイの特長を生かした操作を行うことは困難である。
【０００６】
　本発明は、タッチスクリーンディスプレイを用いた直感的な操作によって、視聴したい
映像コンテンツデータを容易に選択できる電子機器及び表示制御方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態によれば、電子機器は、タッチスクリーンディスプレイ、表示制御手段及び操
作検出手段を具備する。タッチスクリーンディスプレイは、タッチパネルとディスプレイ
とを備える。表示制御手段は、１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェク
トを含むコンテンツ領域と、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作
を入力するための複数の領域とを含む第１画面を表示する。操作検出手段は、前記タッチ
パネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッチパネルを用
いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作とを検出する。前記表示制御手段は、
前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画面を表示し、前記第２操
作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記１以上のオブジェクトを変更し
、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施形態に係る電子機器の外観の例を示す斜視図。
【図２】同実施形態の電子機器のシステム構成の例を示すブロック図。
【図３】同実施形態の電子機器によって表示される番組ガイド画面の構成の例を説明する
ための図。
【図４】同実施形態の電子機器によって実行される番組ガイドアプリケーションプログラ
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ムの機能構成の例を示すブロック図。
【図５】同実施形態の電子機器によって表示される番組ガイド画面を遷移させる操作の例
を説明するための図。
【図６】同実施形態の電子機器によって表示される番組表ページの例を示す図。
【図７】同実施形態の電子機器によって表示されるＴＶページの例を示す図。
【図８】同実施形態の電子機器によって表示される検索ページに例を示す図。
【図９】同実施形態の電子機器によって表示される番組ガイド画面を遷移させる操作の別
の例を説明するための図。
【図１０】同実施形態の電子機器によって表示される番組表を切り替える操作の例を説明
するための図。
【図１１】同実施形態の電子機器によって表示される番組表を切り替える操作の別の例を
説明するための図。
【図１２】同実施形態の電子機器によって表示されるＴＶページの別の例を示す図。
【図１３】同実施形態の電子機器によって表示されるコンテンツ領域内のオブジェクトを
スクロールする操作の例を説明するための図。
【図１４】同実施形態の電子機器によって表示されるコンテンツ領域内のオブジェクトを
高速にスクロールするためのスライダーバーの例を示す図。
【図１５】同実施形態の電子機器によって表示されるリモートコントローラ画面の例を示
す図。
【図１６】同実施形態の電子機器によって実行される表示制御処理の手順の例を示すフロ
ーチャート。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、実施の形態について図面を参照して説明する。　
　図１は、一実施形態に係る電子機器の外観を示す斜視図である。この電子機器は、例え
ばタブレットタイプのパーソナルコンピュータ（ＰＣ）１０として実現される。また、こ
の電子機器は、スマートフォン、ＰＤＡ、ノートブックタイプのＰＣ等としても実現され
得る。なお、この電子機器は、コンピュータと、タッチスクリーンディスプレイを備える
外部表示装置とを接続することによって実現されてもよい。図１に示すように、本コンピ
ュータ１０は、コンピュータ本体１１とタッチスクリーンディスプレイ１７とから構成さ
れる。
【００１０】
　コンピュータ本体１１は、薄い箱形の筐体を有している。タッチスクリーンディスプレ
イ１７には、ＬＣＤ（liquid crystal display）及びタッチパネルが組み込まれている。
タッチパネルは、ＬＣＤ画面を覆うように設けられる。タッチスクリーンディスプレイ１
７は、コンピュータ本体１１の上面に重ね合わせるように取り付けられている。また、Ｌ
ＣＤの画面を囲む端部には、操作ボタン群１５が配置されている。
【００１１】
　コンピュータ本体１１の上側面には、本コンピュータ１０を電源オン／電源オフするた
めのパワーボタン、音量調節ボタン、メモリカードスロット等が配置されている。コンピ
ュータ本体１１の下側面には、スピーカ等が配置されている。コンピュータ本体の右側面
には、例えばＵＳＢ（universal serial bus）２．０規格のＵＳＢケーブルやＵＳＢデバ
イスを接続するためのＵＳＢコネクタ１３等が設けられている。
【００１２】
　図２は、本コンピュータ１０のシステム構成を示す図である。　
　本コンピュータ１０は、図２に示されるように、ＣＰＵ１０１、ノースブリッジ１０２
、主メモリ１０３、サウスブリッジ１０４、グラフィクスコントローラ１０５、サウンド
コントローラ１０６、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１０７、ＬＡＮコントローラ１０８、フラッシュ
メモリ１０９、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール１１０、無線ＬＡＮコントロ
ーラ１１２、エンベデッドコントローラ（ＥＣ）１１３、ＥＥＰＲＯＭ１１４等を備える
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。
【００１３】
　ＣＰＵ１０１は、本コンピュータ１０内の各部の動作を制御するプロセッサである。Ｃ
ＰＵ１０１は、フラッシュメモリ１０９から主メモリ１０３にロードされる、オペレーテ
ィングシステム（ＯＳ）２０１、番組ガイドアプリケーションプログラム２０２のような
各種アプリケーションプログラム等を実行する。番組ガイドアプリケーションプログラム
２０２は、番組（すなわち、映像コンテンツデータ）を示すオブジェクトの一覧を含む番
組ガイド画面を表示する機能を有する。例えば、番組ガイドアプリケーションプログラム
２０２は、地上波デジタル放送、ＢＳ／ＣＳデジタル放送、ケーブルテレビ放送等によっ
て放送される番組の番組表や、ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）によって配信される映像コ
ンテンツデータの一覧等を表示する。番組ガイドアプリケーションプログラム２０２は、
例えば、タッチパネル１７Ｂを用いた操作に応じて、番組ガイド画面に表示される内容を
変更する。また、番組ガイドアプリケーションプログラム２０２は、番組ガイド画面を用
いて選択された番組がディスプレイ（例えば、ＬＣＤ１７や、ネットワーク等を介して接
続されたテレビジョン受信装置のような外部表示装置）に表示されるように制御すること
もできる。
【００１４】
　また、ＣＰＵ１０１は、ＢＩＯＳ－ＲＯＭ１０７に格納されたＢＩＯＳも実行する。Ｂ
ＩＯＳは、ハードウェア制御のためのプログラムである。
【００１５】
　ノースブリッジ１０２は、ＣＰＵ１０１のローカルバスとサウスブリッジ１０４との間
を接続するブリッジデバイスである。ノースブリッジ１０２には、主メモリ１０３をアク
セス制御するメモリコントローラも内蔵されている。また、ノースブリッジ１０２は、Ｐ
ＣＩ　ＥＸＰＲＥＳＳ規格のシリアルバスなどを介してグラフィクスコントローラ１０５
との通信を実行する機能も有している。
【００１６】
　グラフィクスコントローラ１０５は、本コンピュータ１０のディスプレイモニタとして
使用されるＬＣＤ１７Ａを制御する表示コントローラである。このグラフィクスコントロ
ーラ１０５によって生成される表示信号はＬＣＤ１７Ａに送られる。ＬＣＤ１７Ａは、表
示信号に基づいて映像を表示する。
【００１７】
　サウスブリッジ１０４は、ＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）バス上の各
デバイス及びＬＰＣ（Low Pin Count）バス上の各デバイスを制御する。また、サウスブ
リッジ１０４は、フラッシュメモリ１０９を制御するためのＩＤＥ（Integrated Drive E
lectronics）コントローラを内蔵している。
【００１８】
　サウスブリッジ１０４は、タッチパネル１７Ｂを制御するためのＵＳＢコントローラを
内蔵している。タッチパネル１７Ｂは、ＬＣＤ１７Ａの画面上で入力を行うためのポイン
ティングデバイスである。ユーザは、タッチパネル１７Ｂを用いて、ＬＣＤ１７Ａの画面
に表示されたグラフィカルユーザインタフェース（ＧＵＩ）によるオブジェクト等を操作
することができる。例えば、ユーザは、画面に表示されたオブジェクトをタッチ（タップ
）することによって、当該オブジェクトをタッチする操作に関連付けられた機能の実行を
指示することができる。また、ユーザは、画面に表示されたオブジェクト領域をフリック
することによって、当該オブジェクトをフリックする操作に関連付けられた機能の実行を
指示することができる。さらに、このＵＳＢコントローラは、例えば、ＵＳＢコネクタ１
３に接続されたＵＳＢ２．０規格のケーブルを介して外部機器との通信を実行する。
【００１９】
　さらに、サウスブリッジ１０４は、サウンドコントローラ１０６との通信を実行する機
能も有している。サウンドコントローラ１０６は音源デバイスであり、再生対象のオーデ
ィオデータをスピーカ１８Ａ，１８Ｂに出力する。ＬＡＮコントローラ１０８は、例えば
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ＩＥＥＥ　８０２．３規格の有線通信を実行する有線通信デバイスである。無線ＬＡＮコ
ントローラ１１２は、例えばＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ規格の無線通信を実行する無線通
信デバイスである。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール１１０は、外部機器とのＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ通信を実行する通信モジュールである。
【００２０】
　ＥＣ１１３は、電力管理のためのエンベデッドコントローラを含む１チップマイクロコ
ンピュータである。ＥＣ１１３は、ユーザによるパワーボタンの操作に応じて本コンピュ
ータ１０を電源オン／電源オフする機能を有している。
【００２１】
　図３は、番組ガイドアプリケーションプログラム２０２によって表示される番組ガイド
画面３０の構成の例を示す。番組ガイド画面３０では、ページと称する複数のタイプの画
面を切り替えて表示することができる。番組ガイド画面３０上で切り替えられるページは
、例えば、番組表が表示される番組表ページ、番組を示すサムネイル画像の一覧が表示さ
れるＴＶページ、映画を示すサムネイル画像の一覧が表示される映画ページ、検索を行う
ための検索ページ等を含む。番組ガイド画面３０内の構成は、ページに応じて変更される
。図３に示す番組ガイド画面３０は、番組表を表示するページを例として示したものであ
る。
【００２２】
　番組ガイド画面３０は、例えば、ページ切替領域３１、カテゴリ切替領域３２、日付切
替領域３３、及びコンテンツ領域３４を含む。　
　ページ切替領域（第１領域）３１は、ページ（すなわち、番組ガイド画面３０全体）を
切り替える操作（第１操作）を入力するための領域である。カテゴリ切替領域（第２領域
）３２は、コンテンツ領域３４に表示される番組（映像コンテンツデータ）のカテゴリを
変更する操作（第２操作）を入力するための領域である。日付切替領域（第３領域）３３
は、コンテンツ領域３４に表示される番組に対応する期間を日単位で切り替える操作（第
４操作）を入力するための領域である。ページ切替領域３１、カテゴリ切替領域３２、及
び日付切替領域３３は、例えば、帯状の領域である。
【００２３】
　コンテンツ領域３４は、１以上の映像コンテンツデータ（番組）を示す１以上のオブジ
ェクトを含む。コンテンツ領域３４は、例えば、１以上の映像コンテンツデータの各々が
放送される日時とチャンネルとに基づいて配置された、１以上のオブジェクトを含む。ま
た、コンテンツ領域３４は、表示された１以上のオブジェクトに対する操作を入力するた
めの領域である。具体的には、コンテンツ領域３４は、例えば、番組表領域３４１、チャ
ンネル領域３４２、時刻領域３４３、及びスライドバー３４４を含む。
【００２４】
　番組表領域３４１は、番組表を表示し、番組表の表示内容（表示範囲）を変更する操作
を入力するための領域である。時刻領域３４３は、番組表領域３４１に表示された番組表
の表示範囲に対応する時刻を表示し、番組表において、時間に関する表示内容（表示期間
）を変更する操作を入力するための領域である。また、チャンネル領域３４２は、番組表
領域３４１に表示された番組表の表示範囲に対応するチャンネルを表示し、番組表におい
て、チャンネルに関する表示内容（表示されるチャンネルの範囲）を変更する操作を入力
するための領域である。
【００２５】
　番組表領域３４１には、時刻領域３４３で示される時刻とチャンネル領域３４２で示さ
れるチャンネルとに基づく二次元領域（マトリックス状の領域）内に、複数の番組を示す
複数のオブジェクト（項目）が配置される。ある番組に対応するオブジェクトは、当該番
組が放送されるチャンネルに対応する垂直方向の位置であって、当該番組が放送される時
間帯に対応する水平方向の位置（範囲）に配置される。また、スライドバー３４４では、
チャンネル表示領域３４２に表示されたオブジェクトを高速に変更（スクロール）する操
作が入力される。
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【００２６】
　番組表領域３４１には、所定数のチャンネル（例えば、３００チャンネル）で所定期間
（例えば、２週間）内に放送される番組を示す番組表データを用いて、番組表が表示され
る。しかし、画面の大きさや文字の大きさ等によって、番組表領域３４１内に一度に表示
できる番組表の範囲には限りがある。そのため、番組表領域３４１には、例えば９チャン
ネル（例えば、２２４チャンネルから２３２チャンネル）で４時間の間（例えば、午後７
時から午後１０時の間）に放送される番組を含む番組表が表示される。そして、番組表領
域３４１、チャンネル領域３４２、時刻領域３４３、及びスライドバー３４４に対する操
作に応じて、番組表領域３４１に表示される番組表の範囲が変更される。
【００２７】
　ページ切替領域３１、カテゴリ切替領域３２、日付切替領域３３、番組表領域３４１、
チャンネル領域３４２、及び時刻領域３４３では、各々の領域内で、例えばフリック操作
が行われることによって、番組ガイド画面３０の内容が切り替えられる。また、スライド
バー３４４では、スライドバー３４４に設けられたつまみ３４４Ａをドラッグする操作に
よって、番組ガイド画面３０の内容が切り替えられる。
【００２８】
　図４は、番組ガイドアプリケーションプログラム２０２の構成の例を示す。番組ガイド
アプリケーションプログラム２０２は、上述の番組ガイド画面３０を表示する機能を有し
、タッチパネル１７Ｂを用いた操作に応じて、番組ガイド画面３０の内容を変更して表示
する。番組ガイドアプリケーションプログラム２０２は、操作検出部２１、操作判定部２
２、データ送受信部２３、及び表示制御部２４を備える。
【００２９】
　操作検出部２１は、タッチパネル１７Ｂを用いた操作を検出する。検出される操作は、
例えば、タッチパネル１７Ｂ上でのタップ操作、フリック操作、ドラッグ操作、タッチ操
作等である。操作検出部２１は、検出された操作の種類、操作が検出された位置等を示す
操作情報を操作判定部２２に出力する。
【００３０】
　操作判定部２２は、操作検出部２１によって出力された操作情報に基づいて操作を判定
する。より具体的には、操作判定部２２は、操作情報が、ページを切り替える操作（第１
操作）、カテゴリを切り替える操作（第２操作）、リストをスクロールする操作（第３操
作）、日付を切り替える操作（第４操作）、リモコンを表示する操作のいずれを示すかを
判定する。操作判定部２２は、例えば、ページ切替領域３１内でのフリック操作をページ
切替操作と判定する。操作判定部２２は、例えば、カテゴリ切替領域３２内でのフリック
操作をカテゴリ切替操作と判定する。操作判定部２２は、例えば、日付切替領域３３内で
のフリック操作を日付切替操作と判定する。操作判定部２２は、例えば、コンテンツ領域
３４（番組表領域３４１、チャンネル領域３４２、時刻領域３４３）内でのフリック操作
をリストスクロール操作と判定する。そして、操作判定部２２は、データ送受信部２３及
び表示制御部２４に、いずれの操作が行われたかを通知する。なお、リストは、番組表や
映像コンテンツデータの一覧等である。
【００３１】
　データ送受信部２３は、操作判定部２２による通知に応じて、画面に表示される内容を
変更する（切り替える）ために必要なデータを、ネットワーク等を介して接続されたサー
バ（ＥＰＧサーバ）に要求する。具体的には、データ送受信部２３は、ページ切替操作が
行われたことが通知された場合、現在表示されているページ（第１画面）とは異なる、新
たなページ（第２画面）を表示するためのデータをサーバに要求する。データ送受信部２
３は、カテゴリ切替操作が行われたことが通知された場合、新たなカテゴリに対応するリ
ストを表示するためのデータをサーバに要求する。データ送受信部２３は、日付切替操作
が行われたことが通知された場合、新たな日付のリストを表示するためのデータをサーバ
に要求する。データ送受信部２３は、リストスクロール操作が行われたことが通知された
場合、新たな表示範囲のリストを表示するためのデータをサーバに要求する。新たな表示
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範囲のリストは、例えば、コンテンツ領域３４に現在表示されているオブジェクトに対応
する映像コンテンツデータとは、放送される時刻及び／又はチャンネルが異なる映像コン
テンツデータを示すオブジェクトを含む。なお、画面に表示される内容を変更する（切り
替える）ために必要なデータがすでに取得済みであり、メモリ１０３にキャッシュとして
保存されている場合、ネットワークを介して接続されたサーバに要求する必要はなく、キ
ャッシュのデータを利用してもよい。
【００３２】
　そして、データ送受信部２３は、サーバによって送信されたデータを受信する。サーバ
によって送信されたデータは、例えば、番組表を表示するためのデータ、映像コンテンツ
データの一覧を表示するためのデータ等を含む。したがって、サーバによって送信された
データは、番組（映像コンテンツデータ）が放送されるチャンネル、番組のタイトル、番
組の開始／終了日時、番組を示すサムネイル画像等のデータを含む。データ送受信部２３
は、受信したデータを表示制御部２４に出力する。
【００３３】
　次いで、表示制御部２４は、操作判定部２２による通知に応じた番組ガイド画面３０を
表示する。表示制御部２４は、ページ切替部２４１、カテゴリ切替部２４２、日付切替部
２４３、リストスクロール部２４４、及びリモコンオン／オフ部２４５を備える。
【００３４】
　ページ切替部２４１は、操作判定部２２による通知がページ切替操作を示す場合、デー
タ送受信部２３によって出力されたデータを用いて、新たなページを表示する。つまり、
ページ切替部２４１は、新たなページを含む番組ガイド画面３０（第２画面）を表示する
。
【００３５】
　カテゴリ切替部２４２は、操作判定部２２による通知がカテゴリ切替操作を示す場合、
データ送受信部２３によって出力されたデータを用いて、新たなカテゴリに対応するリス
トをコンテンツ領域３４に表示する。つまり、カテゴリ切替部２４２は、コンテンツ領域
３４に表示されたリストに含まれるオブジェクトを、新たなカテゴリに属するオブジェク
トに変更し、変更されたオブジェクトを含むリストをコンテンツ領域３４に表示する。な
お、カテゴリ切替部２４２は、操作判定部２２による通知がカテゴリ切替操作を示す場合
、コンテンツ領域３４に現在表示されているオブジェクトに対応する映像コンテンツデー
タが放送されるチャンネルの内、所定の条件を満たすチャンネル（例えば、特定のカテゴ
リに属するチャンネル）を検出してもよい。その場合、カテゴリ切替部２４２は、検出さ
れたチャンネルで放送される映像コンテンツデータを示すオブジェクトを含むリストをコ
ンテンツ領域に表示する。
【００３６】
　日付切替部２４３は、操作判定部２２による通知が日付切替操作を示す場合、データ送
受信部２３によって出力されたデータを用いて、新たな日付のリストを表示する。つまり
、日付切替部２４３は、コンテンツ領域３４に表示されたリストを、新たな日付のリスト
に変更して表示する。なお、日付切替部２４３は、１日毎のリストの切替に限らず、現在
表示されているリストよりも所定時間だけ前のリスト、又は現在表示されているリストよ
りも所定時間だけ後のリストをコンテンツ領域３４に表示してもよい。その場合、日付切
替部２４３は、コンテンツ領域３４に現在表示されているオブジェクトに対応する映像コ
ンテンツデータが放送される第１時間帯よりも所定時間（例えば、１２時間）だけ前の第
２時間帯に放送される１以上の映像コンテンツデータと、第１時間帯よりも所定時間だけ
後の第３時間帯に放送される１以上の映像コンテンツデータのいずれかを示す１以上のオ
ブジェクトを含むリストをコンテンツ領域３４に表示する。
【００３７】
　リストスクロール部２４４は、操作判定部２２による通知がリストスクロール操作を示
す場合、データ送受信部２３によって出力されたデータを用いて、現在の表示範囲から新
たな表示範囲のリストにスクロールして（すなわち、表示されるオブジェクトを連続的に
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変化させて）表示する。つまり、リストスクロール部２４４は、コンテンツ領域３４に現
在表示されているオブジェクトに対応する映像コンテンツデータとは、放送される時刻及
び／又はチャンネルが異なる第１映像コンテンツデータを示す第１オブジェクトを含むリ
ストに変更して表示する。
【００３８】
　また、リモコンオン／オフ部２４５は、操作判定部２２による通知がリモコン表示操作
を示す場合、リモートコントロール画面を表示する。
【００３９】
　以上の構成により、タッチパネルスクリーンディスプレイ１７を用いた直感的な操作に
よって、複数の映像コンテンツデータから視聴したい映像コンテンツデータを容易に探し
出すことができる。
【００４０】
　以下では、図５から図１５を参照して、番組ガイドアプリケーションプログラム２０２
によって制御される番組ガイド画面３０に対する操作について説明する。　
　図５は、ページ切替領域３１に対するフリック操作に応じた画面遷移の例を示す。ペー
ジ切替領域３１内でのフリック操作に応じて、ページを切り替えることができる。ページ
は、上述のように、番組表ページ３０Ａ、ＴＶページ３０Ｂ、映画ページ３０Ｃ、検索ペ
ージ等を含む。それら複数のページは配列の順序が予め設定されているので、ページ切替
領域３１内でのフリック操作に応じて、ページが順次切り替えられる。
【００４１】
　例えば、番組表ページ３０Ａが表示されているとき、ページ切替領域３１内での右から
左へのフリック操作４１１に応じて、番組表ページ３０Ａが映画ページ３０Ｃに切り替わ
る。番組表ページ３０Ａが表示されているとき、ページ切替領域３１内での左から右への
フリック操作４１２に応じて、番組表ページ３０ＡがＴＶページ３０Ｂに切り替わる。Ｔ
Ｖページ３０Ｂが表示されているとき、ページ切替領域３１内での右から左へのフリック
操作４１３に応じて、ＴＶページ３０Ｂが番組表ページ３０Ａに切り替わる。また、映画
ページ３０Ｃが表示されているとき、ページ切替領域３１内での左から右へのフリック操
作４１４に応じて、映画ページ３０Ｃが番組表ページ３０Ａに切り替わる。
【００４２】
　上述の画面遷移では、ユーザが、フリック操作に応じて第１画面から第２画面に切り替
えられていることを直感的に認識できるように、エフェクト（三次元エフェクト）を用い
てもよい。例えば、フリック操作における指の移動（タッチパネル１７Ｂ上の接触点の移
動）に応じて、ページが捲られるように、第１画面から第２画面に切り替わることを示す
エフェクトが用いられる。また、上述のフリック操作によって、検索ページのような他の
ページにも同様に切り替えることができる。
【００４３】
　次いで、図６を参照して、番組表ページ３０Ａの例について説明する。番組表ページ３
０Ａでは、所定期間（例えば、２週間）内の番組表を閲覧することができる。この所定期
間は、例えば、サーバが、当該所定期間内に放送される番組の番組データを提供可能であ
ることを示す。上述のように、番組表ページ３０Ａは、例えば、ページ切替領域３１、カ
テゴリ切替領域３２、日付切替領域３３、及びコンテンツ領域３４を含む。また、コンテ
ンツ領域３４は、番組表領域３４１、チャンネル領域３４２及び時刻領域３４３を含む。
【００４４】
　ページ切替領域３１は、上述のように、番組表ページ３０Ａを他のページ（ＴＶページ
３０Ｂ、映画ページ３０Ｃ等）に切り替える操作を入力するための領域である。例えば、
ページ切替領域３１内でのフリック操作（例えば、水平方向のフリック操作）に応じて、
番組表ページ３０Ａが他のページに切り替えられる。
【００４５】
　カテゴリ切替領域３２には、番組表領域３４１に現在表示されている番組表に対応する
カテゴリ（“全て”）が表示されている。カテゴリ切替領域３２では、番組表に含まれる
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番組のカテゴリを絞り込む操作が入力される。カテゴリは、例えば、“全て”、“スポー
ツ”、“子供向け”、“音楽”、“ニュース”等を含む。例えば、カテゴリ切替領域３２
内でのフリック操作（例えば、水平方向のフリック操作）に応じて、“全て”のカテゴリ
の番組を含む番組表が、“スポーツ”の番組のみを含む番組表に切り替えられる。カテゴ
リの切替については、図１０を参照して後述する。
【００４６】
　日付切替領域３３には、番組表領域３４１に現在表示されている番組表に対応する日付
が表示されている。日付切替領域３３では、番組表領域３４１に表示される番組表に対応
する期間を日単位で切り替える操作が入力される。例えば、１０月２１日の番組表が表示
されているとき、日付切替領域３３内でのフリック操作（例えば、水平方向のフリック操
作）に応じて、１０月２０日の番組表、又は１０月２２日の番組表に切り替えられる。日
付の切替については、図１１を参照して後述する。
【００４７】
　チャンネル領域３４２には、番組表領域３４１に現在表示されている番組表に対応する
チャンネル番号と、チャンネル番号に関連付けられた放送局名もしくは放送局のロゴ画像
とが表示されている。チャンネル領域３４２では、番組表領域３４１に表示される番組表
の、チャンネルの範囲を変更する操作が入力される。例えば、２２４チャンネルから２３
２チャンネルまでの番組表が表示されているとき、チャンネル領域３４２内でのフリック
操作（例えば、垂直方向のフリック操作）に応じて、２２４チャンネルよりも小さなチャ
ンネル番号を含むチャンネル範囲に対応する番組表、又は２３２チャンネルよりも大きな
チャンネル番号を含むチャンネル範囲に対応する番組表がスクロールして表示される。よ
り具体的には、２２４チャンネルから２３２チャンネルまでの番組表が表示されていると
き、チャンネル領域３４２内での上から下へのフリック操作に応じて、２２４チャンネル
よりも小さなチャンネル番号を含むチャンネル範囲（例えば、２２０チャンネルから２２
８チャンネル）に対応する番組表がスクロールして表示される。また、２２４チャンネル
から２３２チャンネルまでの番組表が表示されているとき、チャンネル領域３４２内での
下から上へのフリック操作に応じて、２３２チャンネルよりも大きなチャンネル番号を含
むチャンネル範囲（例えば、２２８チャンネルから２３６チャンネル）に対応する番組表
がスクロールして表示される。このスクロール表示では、例えば、一回のフリック操作毎
に、所定チャンネル数分だけ番組表をスクロールさせる。なお、スクロール表示によるチ
ャンネル（チャンネル範囲）の移動量は、フリック操作における指（タッチパネル１７Ｂ
上の接触点）の移動量や加速度等に基づいて決定されてもよい。
【００４８】
　また、複数のチャンネルには、それぞれカテゴリが関連付けられ得る。その場合、カテ
ゴリ切替領域３２内でのフリック操作に応じて、チャンネル単位で絞り込みが行われる。
したがって例えば、カテゴリ切替領域３２内でのフリック操作によって、カテゴリが“ス
ポーツ”に切り替えられた場合、“スポーツ”に関連付けられたチャンネルで放送される
番組だけが番組表に表示される。
【００４９】
　時刻領域３４３には、番組表領域３４１に現在表示されている番組表に対応する時刻が
表示されている。時刻領域３４３では、番組表領域３４１に表示される番組表の、時間帯
を変更する操作が入力される。例えば、午後７時から午後１０時までの番組表が表示され
ているとき、時刻領域３４３内でのフリック操作（例えば、水平方向のフリック操作）に
応じて、午後７時よりも前の時刻を含む時間帯に対応する番組表、又は午後１０時よりも
後の時刻を含む時間帯に対応する番組表がスクロールして表示される。より具体的には、
午後７時から午後１０時までの番組表が表示されているとき、時刻領域３４３内での左か
ら右へのフリック操作に応じて、午後７時よりも前の時刻を含む時間帯（例えば、午後５
時から午後８時）に対応する番組表がスクロールして表示される。また、午後７時から午
後１０時までの番組表が表示されているとき、時刻領域３４３内での右から左へのフリッ
ク操作に応じて、午後１０時よりも後の時刻を含む時間帯（例えば、午後９時から午前０
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時）に対応する番組表がスクロールして表示される。このスクロール表示では、例えば、
一回のフリック操作毎に、所定時間分だけ番組表をスクロールさせる。なお、スクロール
表示による時間（時間帯）の移動量は、フリック操作における指の移動量や加速度等に基
づいて決定されてもよい。
【００５０】
　番組表領域３４１には、時刻領域３４３で示される時刻とチャンネル領域３４２で示さ
れるチャンネルとに基づく二次元領域（マトリックス状の領域）内に、複数の番組を示す
複数のオブジェクトが配置されている。ある番組に対応するオブジェクトは、当該番組が
放送されるチャンネルに対応する垂直方向の位置であって、当該番組が放送される時間帯
に対応する水平方向の位置（範囲）に配置される。また、オブジェクト内には、番組の名
称等の情報が表示される。例えば、図６に示す番組表領域３４１では、“番組１”が、２
２４チャンネル（放送局１）で、午後７時から午後７時３０分までの時間帯に放送される
番組であることが分かる。また、例えば、“番組１５”は、２２７チャンネル（放送局４
）で、午後７時から午後８時までの時間帯に放送される番組であることが分かる。
【００５１】
　番組表領域３４１では、番組表領域３４１に表示される番組表の、時間帯を変更する操
作、チャンネル範囲を変更する操作、又は時間帯及びチャンネル範囲を変更する操作が入
力される。例えば、午後７時から午後１０時までの番組表が表示されているとき、番組表
領域３４１内での水平方向のフリック操作に応じて、午後７時よりも前の時刻を含む時間
帯に対応する番組表、又は午後１０時よりも後の時刻を含む時間帯に対応する番組表がス
クロールして表示される。より具体的には、午後７時から午後１０時までの番組表が表示
されているとき、番組表領域３４１内での左から右へのフリック操作に応じて、午後７時
よりも前の時刻を含む時間帯（例えば、午後５時から午後８時）に対応する番組表がスク
ロールして表示される。また、午後７時から午後１０時までの番組表が表示されていると
き、番組表領域３４１内での右から左へのフリック操作に応じて、午後１０時よりも後の
時刻を含む時間帯（例えば、午後９時から午前０時）に対応する番組表がスクロールして
表示される。
【００５２】
　また、例えば、２２４チャンネルから２３２チャンネルまでの番組表が表示されている
とき、番組表領域３４１内での垂直方向のフリック操作に応じて、２２４チャンネルより
も小さなチャンネル番号を含むチャンネル範囲に対応する番組表、又は２３２チャンネル
よりも大きなチャンネル番号を含むチャンネル範囲に対応する番組表がスクロールして表
示される。より具体的には、２２４チャンネルから２３２チャンネルまでの番組表が表示
されているとき、番組表領域３４１内での上から下へのフリック操作に応じて、２２４チ
ャンネルよりも小さなチャンネル番号を含むチャンネル範囲（例えば、２２０チャンネル
から２２８チャンネル）に対応する番組表がスクロールして表示される。また、２２４チ
ャンネルから２３２チャンネルまでの番組表が表示されているとき、番組表領域３４１内
での下から上へのフリック操作に応じて、２３２チャンネルよりも大きなチャンネル番号
を含むチャンネル範囲（例えば、２２８チャンネルから２３６チャンネル）に対応する番
組表がスクロールして表示される。
【００５３】
　さらに、例えば、２２４チャンネルから２３２チャンネルまで、且つ午後７時から午後
１０時までの番組表が表示されているとき、番組表領域３４１内での斜め方向のフリック
操作に応じて、２２４チャンネルよりも小さなチャンネル番号を含むチャンネル範囲であ
って、午後７時より前の時刻を含む時間帯に対応する番組表、２３２チャンネルよりも大
きなチャンネル番号を含むチャンネル範囲であって、午後７時より前の時刻を含む時間帯
に対応する番組表、２２４チャンネルよりも小さなチャンネル番号を含むチャンネル範囲
であって、午後１０時より後の時刻を含む時間帯に対応する番組表、又は２３２チャンネ
ルよりも大きなチャンネル番号を含むチャンネル範囲であって、午後１０時より後の時刻
を含む時間帯に対応する番組表がスクロールして表示される。
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【００５４】
　より具体的には、２２４チャンネルから２３２チャンネルまで、且つ午後７時から午後
１０時までの番組表が表示されているとき、番組表領域３４１内での左斜め上から右斜め
下へのフリック操作に応じて、２２４チャンネルよりも小さなチャンネル番号を含むチャ
ンネル範囲（例えば、２２０チャンネルから２２８チャンネル）であって、午後７時より
前の時刻を含む時間帯（例えば、午後５時から午後８時）に対応する番組表がスクロール
して表示される。例えば、２２４チャンネルから２３２チャンネルまで、且つ午後７時か
ら午後１０時までの番組表が表示されているとき、番組表領域３４１内での左斜め下から
右斜め上へのフリック操作に応じて、２３２チャンネルよりも大きなチャンネル番号を含
むチャンネル範囲（例えば、２２８チャンネルから２３６チャンネル）であって、午後７
時より前の時刻を含む時間帯（例えば、午後５時から午後８時）に対応する番組表がスク
ロールして表示される。例えば、２２４チャンネルから２３２チャンネルまで、且つ午後
７時から午後１０時までの番組表が表示されているとき、番組表領域３４１内での右斜め
上から左斜め下へのフリック操作に応じて、２２４チャンネルよりも小さなチャンネル番
号を含むチャンネル範囲（例えば、２２０チャンネルから２２８チャンネル）であって、
午後１０時より後の時刻を含む時間帯（例えば、午後９時から午前０時）に対応する番組
表がスクロールして表示される。２２４チャンネルから２３２チャンネルまで、且つ午後
７時から午後１０時までの番組表が表示されているとき、番組表領域３４１内での右斜め
下から左斜め上へのフリック操作に応じて、２３２チャンネルよりも大きなチャンネル番
号を含むチャンネル範囲（例えば、２２８チャンネルから２３６チャンネル）であって、
午後１０時より後の時刻を含む時間帯（例えば、午後９時から午前０時）に対応する番組
表がスクロールして表示される。
【００５５】
　上述のスクロール表示では、例えば、一回のフリック操作毎に、所定時間分及び／又は
所定チャンネル数分だけ番組表をスクロールさせる。なお、スクロール表示による時間帯
及び／又はチャンネル範囲の移動量は、フリック操作における指の移動量や加速度等に基
づいて決定されてもよい。また、フリック操作が水平方向、垂直方向、及び斜め方向のい
ずれの操作であるかを判定する方法については、図１３を参照して後述する。
【００５６】
　次いで図７は、ＴＶページ３０Ｂの例を示す。ＴＶページ３０Ｂでは、番組を表すサム
ネイル画像（すなわち、オブジェクト）の一覧を閲覧することができる。ＴＶページ３０
Ｂは、例えば、ページ切替領域３１、カテゴリ切替領域３２、及びコンテンツ領域３４を
含む。ＴＶページ３０Ｂ内のコンテンツ領域３４は、番組一覧表示領域とも称する。
【００５７】
　ページ切替領域３１は、ＴＶページ３０Ｂを他のページ（番組表ページ３０Ａ、映画ペ
ージ３０Ｃ等）に切り替える操作を入力するための領域である。例えば、ページ切替領域
３１内でのフリック操作（例えば、水平方向のフリック操作）に応じて、ＴＶページ３０
Ｂが他のページに切り替えられる。
【００５８】
　カテゴリ切替領域３２には、番組一覧表示領域（コンテンツ領域）３４に現在表示され
ている番組の一覧（すなわち、番組に対応するサムネイル画像の一覧）に対応するカテゴ
リ（“ポータル”）が表示されている。カテゴリは、例えば、“ポータル”、“おすすめ
”、“リマインド”、“お気に入り”等を含む。“おすすめ”が選択されている場合、番
組一覧表示領域３４には、例えば、サーバによって選択された“おすすめ”の番組の一覧
が表示される。“リマインド”が選択されている場合、番組一覧表示領域３４には、例え
ば、ユーザによって視聴が予約された番組の一覧が表示される。“お気に入り”が選択さ
れている場合、番組一覧表示領域３４には、例えば、ユーザによって“お気に入り”に設
定された番組の一覧が表示される。また、“ポータル”が選択されている場合、番組一覧
表示領域３４には、例えば、“おすすめ”の番組を示すサムネイル画像３４５と、“リマ
インド”の番組を示すサムネイル画像３４６と、“お気に入り”の番組を示すサムネイル
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画像３４７とを含む一覧が表示される。
【００５９】
　カテゴリ切替領域３２では、番組一覧表示領域３４に表示される番組のカテゴリを絞り
込む操作が入力される。例えば、カテゴリ切替領域３２内でのフリック操作（例えば、水
平方向のフリック操作）に応じて、“ポータル”のカテゴリの番組を含む一覧が、“リマ
インド”の番組のみを含む一覧に切り替えられる。
【００６０】
　また、番組一覧表示領域３４には、例えば、サーバによって送信された番組のデータを
用いて、番組に対応するサムネイル画像の一覧が表示される。しかし、画面の大きさ、サ
ムネイル画像の表示サイズ、文字の大きさ等によって、番組一覧表示領域３４内に一度に
表示できるサムネイル画像の数には限りがある。そのため、番組一覧表示領域３４には、
例えば、１５個のサムネイル画像を含む一覧が表示される。そして、番組一覧表示領域３
４に対する操作に応じて、番組一覧表示領域３４に表示されるサムネイル画像の範囲が変
更される。
【００６１】
　番組一覧表示領域３４では、例えば、表示されているサムネイル画像の一覧をスクロー
ルする操作が入力される。例えば、番組一覧表示領域３４内でのフリック操作に応じて、
サムネイル画像の一覧がスクロールして表示される。サムネイル画像の一覧は、垂直方向
のフリック操作に応じて、垂直方向にスクロールされる。なお、サムネイル画像の一覧は
、水平方向、又は斜め方向のフリック操作に応じて、それぞれ水平方向、斜め方向にスク
ロールされてもよい。フリック操作が水平方向、垂直方向、及び斜め方向のいずれの操作
であるかを判定する方法については、図１３を参照して後述する。
【００６２】
　図８は、検索ページ３０Ｄの例を示す。検索ページ３０Ｄでは、例えば、ユーザによっ
て入力されたキーワードに基づく検索が行われる。検索ページ３０Ｄは、ページ切替領域
３１及びコンテンツ領域３４を含む。ページ切替領域３１は、検索ページ３０Ｄを他のペ
ージ（番組表ページ３０Ａ、ＴＶページ３０Ｂ等）に切り替えるための領域である。例え
ば、ページ切替領域３１内でのフリック操作に応じて、検索ページ３０Ｄが他のページに
切り替えられる。
【００６３】
　コンテンツ領域３４は、キーワード入力エリア３５、検索ボタン３６、検索候補領域３
７、キーボード領域３８、カテゴリ選択ボタン９１、及びＭｏｒｅボタン９２を含む。キ
ーワード入力エリア３５は、検索のための文字列を入力する入力エリアである。この文字
列は、例えば、キーボード領域３８に表示されているソフトウェアキーボードを用いて入
力される。
【００６４】
　キーワード入力エリア３５に文字列が入力されたとき、当該文字列を含む検索キーワー
ドの候補のリストが自動的に検索候補領域３７に表示される。検索候補領域３７に表示さ
れる候補は、例えば、ユーザがソフトウェアキーボード等を用いて文字を入力する毎に動
的に変化する。そして、検索キーワードの候補リストの１つをクリックした場合、クリッ
クした検索キーワードに基づいて、ＥＰＧサーバにある“コンテンツ”（“番組”、“映
画”、“人物”）を検索し、結果のリストが検索候補領域３７に表示される。また、検索
キーワードの候補リストをクリックせず、検索ボタン３６を押した場合、キーワード入力
エリア３５に入力された文字列に基づいて、ＥＰＧサーバにある“コンテンツ”を“あい
まい”検索し、結果のリストが検索候補領域３７に表示される。
【００６５】
　そして、検索候補領域３７のコンテンツのリストの１つをクリックすると、そのコンテ
ンツに関する簡易情報が、コンテンツ領域３４内の右半分の領域に表示される。
【００６６】
　なお、カテゴリ選択ボタン９１が押された場合、カテゴリリストが表示され、“コンテ
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ンツ”の検索結果リストに表示するコンテンツの種類を絞り込むことができる。また、検
索候補領域３７に表示する候補が一定数より多い場合は、Ｍｏｒｅボタン９２が配置され
、その下にコンテンツ数が種類別に表記される。上述の「検索キーワードの候補リスト」
、「コンテンツのリスト」、及び「簡易情報」の検索及び取得では、逐次ＥＰＧサーバに
問い合わせが行われる。
【００６７】
　また、図９は、ページ切替領域３１に対するタップ操作に応じた画面遷移の例を示す。
ページ切替領域３１の左端及び右端をタップする操作でも、図５に示した例と同様に画面
（ページ）を切り替えることができる。例えば、番組表ページ３０Ａが表示されていると
き、ページ切替領域３１内の右端４１Ａをタップする操作に応じて、番組表ページ３０Ａ
が映画ページ３０Ｃに切り替わる。番組表ページ３０Ａが表示されているとき、ページ切
替領域３１内の左端４１Ｂをタップする操作に応じて、番組表ページ３０ＡがＴＶページ
３０Ｂに切り替わる。ＴＶページ３０Ｂが表示されているとき、ページ切替領域３１内の
右端４１Ｃをタップする操作に応じて、ＴＶページ３０Ｂが番組表ページ３０Ａに切り替
わる。また、映画ページ３０Ｃが表示されているとき、ページ切替領域３１内の左端４１
Ｄをタップする操作に応じて、映画ページ３０Ｃが番組表ページ３０Ａに切り替わる。な
お、カテゴリ切替領域３２及び日付切替領域３３についても同様に、領域内の右端又は左
端のタップ操作に応じて、コンテンツ領域３４に表示されるオブジェクトが変更されても
よい。
【００６８】
　次いで、図１０は、カテゴリ切替領域３２に対するフリック操作に応じて、コンテンツ
領域３４に表示される内容が切り替えられる例を示す。上述のように、コンテンツ領域３
４に表示される番組（映像コンテンツデータ）のカテゴリは、カテゴリ切替領域３２に対
するフリック操作に応じて絞り込むことができる。
【００６９】
　例えば、“全て”のカテゴリの番組を含む番組表ページ３０１が表示されているとき、
カテゴリ切替領域３２内での右から左へのフリック操作４２１に応じて、“全て”のカテ
ゴリの番組を含む番組表ページ３０１が、“子供向け”の番組を含む番組表ページ３０２
に切り替わる。“全て”のカテゴリの番組を含む番組表ページ３０１が表示されていると
き、カテゴリ切替領域３２内での左から右へのフリック操作４２２に応じて、“全て”の
カテゴリの番組を含む番組表ページ３０１が、“スポーツ”の番組を含む番組表ページ３
０３に切り替わる。“スポーツ”のカテゴリの番組を含む番組表ページ３０３が表示され
ているとき、カテゴリ切替領域３２内での右から左へのフリック操作４２３に応じて、“
スポーツ”のカテゴリの番組を含む番組表ページ３０３が、“全て”の番組を含む番組表
ページ３０１に切り替わる。また、“子供向け”のカテゴリの番組を含む番組表ページ３
０２が表示されているとき、カテゴリ切替領域３２内での左から右へのフリック操作４２
４に応じて、“子供向け”のカテゴリの番組を含む番組表ページ３０２が、“全て”の番
組を含む番組表ページ３０１に切り替わる。なお、ＴＶページ３０Ｂ、映画ページ３０Ｃ
でも同様にしてカテゴリを切り替えることができる。
【００７０】
　また、図１１は、日付切替領域３２に対するフリック操作に応じて、コンテンツ領域３
４に表示される内容が切り替えられる例を示す。上述のように、コンテンツ領域３４に表
示される番組表に対応する日付の範囲は、日付切替領域３３に対するフリック操作に応じ
て切り替えることができる。
【００７１】
　例えば、８月２５日に放送される番組を含む番組表ページ３０１が表示されているとき
、日付切替領域３３内での右から左へのフリック操作４３１に応じて、８月２５日に放送
される番組を含む番組表ページ３０１が、８月２６日に放送される番組を含む番組表ペー
ジ３０４に切り替わる。８月２５日に放送される番組を含む番組表ページ３０１が表示さ
れているとき、日付切替領域３３内での左から右へのフリック操作４３２に応じて、８月
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２５日に放送される番組を含む番組表ページ３０１が、８月２４日に放送される番組を含
む番組表ページ３０５に切り替わる。８月２４日に放送される番組を含む番組表ページ３
０５が表示されているとき、日付切替領域３３内での右から左へのフリック操作４３３に
応じて、８月２４日に放送される番組を含む番組表ページ３０５が、８月２５日に放送さ
れる番組を含む番組表ページ３０１に切り替わる。また、８月２６日に放送される番組を
含む番組表ページ３０４が表示されているとき、日付切替領域３３内での左から右へのフ
リック操作４３４に応じて、８月２６日に放送される番組を含む番組表ページ３０４が、
８月２５日に放送される番組を含む番組表ページ３０１に切り替わる。
【００７２】
　また、図１２は、図７に示したＴＶページ３０Ｂでカテゴリが切り替えられたことに応
じて表示されるＴＶページ３０Ｂの例を示す。図１２に示すＴＶページ３０Ｂは、例えば
、図５に示したＴＶページ３０Ｂにおいて、カテゴリ切替領域３２内での右から左へのフ
リック操作が行われたことに応じて表示される。すなわち、ＴＶページ３０Ｂ内の表示内
容が、フリック操作に応じて、“ポータル”の番組一覧から“リマインド”の番組一覧に
切り替えられている。ユーザは、切り替えられた“リマインド”の番組一覧から、視聴し
たい番組や、詳細情報を知りたい番組等を選択することができる。
【００７３】
　次いで、図１３を参照して、スクロール可能な領域に対するフリック操作について説明
する。上述のように、番組表ページ３０Ａ内の番組表領域３４１、チャンネル領域３４２
、及び時刻領域３４３と、ＴＶページ３０Ｂ内の番組一覧表示領域（コンテンツ領域）３
４とは、フリック操作に応じてスクロールして表示される。
【００７４】
　具体的には、画面上の水平方向５１に対して第１しきい値θ１以内の角度を有するフリ
ック操作は、水平方向のフリック操作として検出される。水平方向のフリック操作が検出
された場合、水平方向にスクロール可能な領域（例えば、番組表領域３４１、時刻領域３
４３、番組一覧表示領域３４）内のオブジェクトは、水平方向にスクロールして表示され
る。
【００７５】
　また、画面上の垂直方向５４に対して第２しきい値θ２以内の角度を有するフリック操
作は、垂直方向のフリック操作として検出される。垂直方向のフリック操作が検出された
場合、垂直方向にスクロール可能な領域（例えば、番組表領域３４１、チャンネル領域３
４２、番組一覧表示領域３４）内のオブジェクトは、垂直方向にスクロールして表示され
る。
【００７６】
　さらに、上記以外の、方向５２から方向５３までの範囲の角度を示すフリック操作（す
なわち、画面上の水平方向に対して第１しきい値θ１以内の角度を有するフリック操作で
なく、且つ画面上の垂直方向に対して第２しきい値θ２以内の角度を有するフリック操作
でないフリック操作）は、斜め方向のフリック操作として検出される。斜め方向のフリッ
ク操作が検出された場合、斜め方向にスクロール可能な領域（例えば、番組表領域３４１
、番組一覧表示領域３４）内のオブジェクトは、斜め方向にスクロールして表示される。
【００７７】
　次いで、図１４は、チャンネル領域３４２を高速にスクロールするためのスライドバー
３４４の例を示す。チャンネル領域３４２には、多数のチャンネル（例えば、５００チャ
ンネル）が含まれる場合がある。そのような多数のチャンネルをフリック操作によってス
クロールすることは、ユーザにとって煩雑である可能性がある。
【００７８】
　そのため、スライドバー３４４は、つまみ３４４Ａを上下に移動させることによって、
チャンネル領域３４４に表示されるチャンネルの範囲を、最小のチャンネル番号を含むチ
ャンネル範囲（例えば、００１チャンネルから００５チャンネル）３４２Ａから、最大の
チャンネル番号（例えば、４９６チャンネル５００チャンネル）を含むチャンネル範囲３
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４２Ｂまで高速にスクロールさせる機能を有する。例えば、つまみ３４４Ａがスライドバ
ー３４４の最上部にある場合、チャンネル領域３４４には最小のチャンネル番号を含むチ
ャンネル範囲３４２Ａが表示され、つまみ３４４Ａがスライドバー３４４の最下部にある
場合、チャンネル領域３４４には最大のチャンネル番号を含むチャンネル範囲３４２Ｂが
表示される。つまり、スライドバー３４４の長さがチャンネルの総数に対応付けられてい
るので、スライドバー３４４上のつまみ３４４Ａの位置に応じたチャンネル範囲が、チャ
ンネル領域３４４に表示される。これによりユーザは、チャンネル領域３４４に表示され
るチャンネルの範囲を容易に変更することができる。
【００７９】
　また、図１５は、番組ガイド画面３０（例えば、番組表ページ３０Ａ）上にリモートコ
ントロール画面５１が表示される例を示す。リモートコントロール画面５１は、例えば、
番組ガイド画面３０に設けられたリモコンボタン３９が押されたこと（タップされたこと
）に応じて表示される。ユーザは、リモートコントロール画面５１に設けられる各種のボ
タンを用いることにより、番組（映像コンテンツデータ）が表示される映像表示装置を操
作することができる。この映像表示装置は、コンピュータ１０自体であってもよいし、ネ
ットワーク等を介して相互に接続された外部表示装置（例えば、テレビジョン受信装置）
であってもよい。
【００８０】
　リモートコントロール画面５１は、例えば、電源ボタン５１０、方向選択ボタン５１１
、ＯＫボタン５１２、キャンセルボタン５１３、再生ボタン５１４、停止ボタン５１５、
一時停止ボタン５１６、早送りボタン５１７、巻戻しボタン５１８、ボリュームボタン５
１９，５２０、ミュートボタン５２１、及びスリープボタン５２２を備える。電源ボタン
５１０は、映像表示装置の電源オン／電源オフを切り替えるためのボタンである。方向選
択ボタン５１１、ＯＫボタン５１２、及びキャンセルボタン５１３は、映像表示装置に表
示される各種の設定画面等を操作するためのボタンである。再生ボタン５１４、停止ボタ
ン５１５、一時停止ボタン５１６、早送りボタン５１７、及び巻戻しボタン５１８は、視
聴する番組の再生を制御するためのボタンである。ボリュームボタン５１９，５２０、及
びミュートボタン５２１は、映像表示装置に設けられたスピーカによって出力される音量
を制御するためのボタンである。また、スリープボタン５２２は、映像表示装置をスリー
プさせるためのボタンである。ユーザは、リモートコントロール画面５１に設けられたボ
タンを用いることにより、映像表示装置を容易に操作することができる。
【００８１】
　次いで、図１６のフローチャートを参照して、コンピュータ１０によって実行される表
示制御処理の手順の例について説明する。以下では、タッチスクリーンディスプレイ１７
に、番組ガイド画面３０が既に表示されている状態であることを想定する。
【００８２】
　まず、操作検出部２１は、タッチパネル１７Ｂを用いた操作が検出されたか否かを判定
する（ブロックＢ１０１）。タッチパネル１７Ｂを用いた操作が検出されていない場合（
ブロックＢ１０１のＮＯ）、ブロックＢ１０１に戻り、再度、タッチパネル１７Ｂを用い
た操作が検出されたか否かが判定される。
【００８３】
　タッチパネル１７Ｂを用いた操作が検出されている場合（ブロックＢ１０１のＹＥＳ）
、操作判定部２２は、検出された操作がページを切り替える操作であるか否かを判定する
（ブロックＢ１０２）。検出された操作がページを切り替える操作である場合（ブロック
Ｂ１０２のＹＥＳ）、データ送受信部２３は、サーバに対して、その切替によって表示さ
れるページ（すなわち、切替後のページ）に対応するデータを要求する（ブロックＢ１０
３）。データ送受信部２３は、当該要求に応じてサーバによって送信されたデータを受信
する（ブロックＢ１０４）。そして、ページ切替部２４１は、受信したデータを用いて新
たなページを表示する（ブロックＢ１０５）。なお、切替によって表示されるページに対
応するデータがすでに取得済みである場合（すなわち、メモリ１０３にキャッシュとして
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保存されている場合）、サーバに要求する必要はなく、キャッシュのデータを利用しても
よい。
【００８４】
　検出された操作がページを切り替える操作でない場合（ブロックＢ１０２のＮＯ）、操
作判定部２２は、検出された操作がリストのカテゴリを切り替える操作であるか否かを判
定する（ブロックＢ１０６）。検出された操作がリストのカテゴリを切り替える操作であ
る場合（ブロックＢ１０６のＹＥＳ）、データ送受信部２３は、サーバに対して、その切
替によって表示されるカテゴリ（すなわち、切替後のカテゴリ）に対応するデータを要求
する（ブロックＢ１０７）。データ送受信部２３は、当該要求に応じてサーバによって送
信されたデータを受信する（ブロックＢ１０８）。そして、カテゴリ切替部２４２は、受
信したデータを用いて新たなカテゴリのリストを表示する（ブロックＢ１０９）。なお、
切替によって表示されるカテゴリに対応するデータがすでに取得済みである場合（すなわ
ち、メモリ１０３にキャッシュとして保存されている場合）、サーバに要求する必要はな
く、キャッシュのデータを利用してもよい。
【００８５】
　検出された操作がリストのカテゴリを切り替える操作でない場合（ブロックＢ１０６の
ＮＯ）、操作判定部２２は、検出された操作がリストの日付を切り替える操作であるか否
かを判定する（ブロックＢ１１０）。検出された操作がリストの日付を切り替える操作で
ある場合（ブロックＢ１１０のＹＥＳ）、データ送受信部２３は、サーバに対して、その
切替によって表示される日付（すなわち、切り替え後の日付）に対応するデータを要求す
る（ブロックＢ１１１）。データ送受信部２３は、当該要求に応じてサーバによって送信
されたデータを受信する（ブロックＢ１１２）。そして、日付切替部２４３は、受信した
データを用いて新たな日付のリストを表示する（ブロックＢ１１３）。なお、切替によっ
て表示される日付に対応するデータがすでに取得済みである場合（すなわち、メモリ１０
３にキャッシュとして保存されている場合）、サーバに要求する必要はなく、キャッシュ
のデータを利用してもよい。
【００８６】
　検出された操作がリストの日付を切り替える操作でない場合（ブロックＢ１１０のＮＯ
）、操作判定部２２は、検出された操作がリストをスクロールする操作であるか否かを判
定する（ブロックＢ１１４）。検出された操作がリストをスクロール操作である場合（ブ
ロックＢ１１４のＹＥＳ）、データ送受信部２３は、サーバに対して、そのスクロールに
よって表示されるリストに対応するデータを要求する（ブロックＢ１１５）。データ送受
信部２３は、当該要求に応じてサーバによって送信されたデータを受信する（ブロックＢ
１１６）。そして、リストスクロール部２４４は、受信したデータを用いて、リストをス
クロール表示する（ブロックＢ１１７）。なお、スクロールによって表示されるリストに
対応するデータがすでに取得済みである場合（すなわち、メモリ１０３にキャッシュとし
て保存されている場合）、サーバに要求する必要はなく、キャッシュのデータを利用して
もよい。
【００８７】
　検出された操作がリストをスクロールする操作でない場合（ブロックＢ１１４のＮＯ）
、操作判定部２２は、検出された操作がリモートコントロール画面５１を表示するための
操作であるか否かを判定する（ブロックＢ１１８）。検出された操作がリモートコントロ
ール画面５１を表示するための操作である場合（ブロックＢ１１８のＹＥＳ）、リモコン
オン／オフ部２４５は、リモートコントロール画面５１を表示する（ブロックＢ１１９）
。
【００８８】
　以上説明したように、本実施形態によれば、タッチスクリーンディスプレイ１７を用い
た直感的な操作によって、視聴したい映像コンテンツデータを容易に選択できる。番組ガ
イドアプリケーションプログラム２０２は、タッチパネル１７Ｂを用いた操作に応じて、
番組ガイド画面３０に表示される内容を変更する。タッチパネル１７Ｂを用いた単純且つ
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直感的な操作によって、用途に応じた内容を含む番組ガイド画面３０が表示されるので、
ユーザは、視聴可能な番組を確認することや、番組の視聴予約や録画予約等を容易に行う
ことができる。
【００８９】
　なお、本実施形態の表示制御処理の手順は全てソフトウェアによって実行することがで
きる。このため、表示制御処理の手順を実行するプログラムを格納したコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体を通じてこのプログラムを通常のコンピュータにインストールして実
行するだけで、本実施形態と同様の効果を容易に実現することができる。
【００９０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００９１】
　２０２…番組ガイドアプリケーションプログラム、２１…操作検出部、２２…操作判定
部、２３…データ送受信部、２４…表示制御部、２４１…ページ切替部、２４２…カテゴ
リ切替部、２４３…日付切替部、２４４…リストスクロール部、２４５…リモコンオン／
オフ部。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(21) JP 2013-141178 A 2013.7.18

【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月31日(2013.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルとディスプレイとを備えるタッチスクリーンディスプレイと、
　１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクトを含み、前記１以上のオブ
ジェクトの各々が放送される日時とチャンネルとに基づいて配置されたコンテンツ領域と
、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力するための複数の領
域とを含む第１画面を表示する表示制御手段と、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作と、前記タッチパネルを
用いた前記コンテンツ領域内での第３操作とを検出する操作検出手段とを具備し、
　前記表示制御手段は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記１以上
のオブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示
し、前記第３操作が検出された場合、前記１以上の映像コンテンツデータとは、放送され
る時刻又はチャンネルの少なくとも一方が異なる第１映像コンテンツデータを示す第１オ
ブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する電子機器。
【請求項２】
　前記第１操作、前記第２操作、及び前記第３操作は、フリック操作である請求項１記載
の電子機器。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が検出された場合、前記コンテンツ領域内に配置さ
れた前記１以上のオブジェクトをスクロールして表示する請求項１記載の電子機器。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の水平方向に対して第１しきい
値以内の角度を有するフリック操作である場合、前記コンテンツ領域内に配置された前記
１以上のオブジェクトを水平方向にスクロールして表示する請求項３記載の電子機器。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の垂直方向に対して第２しきい
値以内の角度を有するフリック操作である場合、前記コンテンツ領域内に配置された前記
１以上のオブジェクトを垂直方向にスクロールして表示する請求項３記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の水平方向に対して第１しきい
値以内の角度を有するフリック操作でなく、且つ前記第１画面上の垂直方向に対して第２
しきい値以内の角度を有するフリック操作でない場合、前記コンテンツ領域内に配置され
た前記１以上のオブジェクトを斜め方向にスクロールして表示する請求項３記載の電子機
器。
【請求項７】
　前記コンテンツ領域はスライドバーをさらに含み、
　前記操作検出手段は、前記タッチパネルを用いた前記スライドバーに対する操作をさら
に検出し、
　前記表示制御手段は、前記スライドバーに対する操作が検出された場合、前記コンテン
ツ領域内に配置された前記１以上のオブジェクトを所定の方向に高速にスクロールして表
示する請求項１記載の電子機器。
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【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記第２操作が検出された場合、前記１以上の映像コンテンツデ
ータが放送される１以上のチャンネルの内、所定の条件を満たすチャンネルを検出し、前
記検出されたチャンネルで放送される映像コンテンツデータを示すオブジェクトを含む前
記コンテンツ領域を表示する請求項１記載の電子機器。
【請求項９】
　前記操作検出手段は、前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第３領域での第
４操作をさらに検出し、
　前記表示制御手段は、前記第４操作が検出された場合、前記１以上の映像コンテンツデ
ータが放送される第１時間帯よりも所定時間だけ前の第２時間帯に放送される１以上の映
像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクト、又は前記第１時間帯よりも前記所定時
間だけ後の第３時間帯に放送される１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジ
ェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する請求項１記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記第１操作、前記第２操作及び前記第４操作は、タップ操作である請求項９記載の電
子機器。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面から前記第２画面
に切り替わることを示すエフェクトを表示した後に、前記第２画面を表示する請求項１記
載の電子機器。
【請求項１２】
　タッチパネルとディスプレイとを含むタッチスクリーンディスプレイを備える電子機器
に表示される画面を制御する表示制御方法であって、
　１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクトを含み、前記１以上のオブ
ジェクトの各々が放送される日時とチャンネルとに基づいて配置されたコンテンツ領域と
、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力するための複数の領
域とを含む第１画面を表示し、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作と、前記タッチパネルを
用いた前記コンテンツ領域内での第３操作とを検出し、
　前記表示することは、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記１以上
のオブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示
し、前記第３操作が検出された場合、前記１以上の映像コンテンツデータとは、放送され
る時刻又はチャンネルの少なくとも一方が異なる第１映像コンテンツデータを示す第１オ
ブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する表示制御方法。
【請求項１３】
　タッチパネルとディスプレイとを含むタッチスクリーンディスプレイを備えるコンピュ
ータに表示される画面を制御するプログラムであって、
　１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェクトを含み、前記１以上のオブ
ジェクトの各々が放送される日時とチャンネルとに基づいて配置されたコンテンツ領域と
、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力するための複数の領
域とを含む第１画面を表示する手順と、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作と、前記タッチパネルを
用いた前記コンテンツ領域内での第３操作とを検出する手順とを前記コンピュータに実行
させ、
　前記表示する手順は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記１以上
のオブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示
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し、前記第３操作が検出された場合、前記１以上の映像コンテンツデータとは、放送され
る時刻又はチャンネルの少なくとも一方が異なる第１映像コンテンツデータを示す第１オ
ブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示するプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　実施形態によれば、電子機器は、タッチスクリーンディスプレイ、表示制御手段及び操
作検出手段を具備する。タッチスクリーンディスプレイは、タッチパネルとディスプレイ
とを備える。表示制御手段は、１以上の映像コンテンツデータを示す１以上のオブジェク
トを含み、前記１以上のオブジェクトの各々が放送される日時とチャンネルとに基づいて
配置されたコンテンツ領域と、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操
作を入力するための複数の領域とを含む第１画面を表示する。操作検出手段は、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッチパネルを
用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作と、前記タッチパネルを用いた前記
コンテンツ領域内での第３操作とを検出する。前記表示制御手段は、前記第１操作が検出
された場合、前記第１画面とは異なる第２画面を表示し、前記第２操作が検出された場合
、前記コンテンツ領域に含まれる前記１以上のオブジェクトを変更し、前記変更されたオ
ブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示し、前記第３操作が検出された場合、前記１
以上の映像コンテンツデータとは、放送される時刻又はチャンネルの少なくとも一方が異
なる第１映像コンテンツデータを示す第１オブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示
する。
【手続補正書】
【提出日】平成25年5月9日(2013.5.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチパネルとディスプレイとを備えるタッチスクリーンディスプレイと、
　複数の映像コンテンツデータを示す複数のオブジェクトを含むコンテンツ領域であって
、前記複数のオブジェクトの各々が放送される日時とチャンネルとに基づいて配置された
コンテンツ領域と、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力す
るための複数の領域とを含む第１画面を表示する表示制御手段と、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作と、前記タッチパネルを
用いた前記コンテンツ領域内での第３操作とを検出する操作検出手段とを具備し、
　前記表示制御手段は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記複数の
オブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示し
、前記第３操作が検出された場合、前記複数の映像コンテンツデータとは、放送される時
刻又はチャンネルの少なくとも一方が異なる第１映像コンテンツデータを示す第１オブジ
ェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する電子機器。
【請求項２】
　前記第１操作、前記第２操作、及び前記第３操作は、フリック操作である請求項１記載
の電子機器。
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【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が検出された場合、前記コンテンツ領域内に配置さ
れた前記複数のオブジェクトをスクロールして表示する請求項１記載の電子機器。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の水平方向に対して第１しきい
値以内の角度を有するフリック操作である場合、前記コンテンツ領域内に配置された前記
複数のオブジェクトを水平方向にスクロールして表示する請求項３記載の電子機器。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の垂直方向に対して第２しきい
値以内の角度を有するフリック操作である場合、前記コンテンツ領域内に配置された前記
複数のオブジェクトを垂直方向にスクロールして表示する請求項３記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、前記第３操作が、前記第１画面上の水平方向に対して第１しきい
値以内の角度を有するフリック操作でなく、且つ前記第１画面上の垂直方向に対して第２
しきい値以内の角度を有するフリック操作でない場合、前記コンテンツ領域内に配置され
た前記複数のオブジェクトを斜め方向にスクロールして表示する請求項３記載の電子機器
。
【請求項７】
　前記コンテンツ領域はスライドバーをさらに含み、
　前記操作検出手段は、前記タッチパネルを用いた前記スライドバーに対する操作をさら
に検出し、
　前記表示制御手段は、前記スライドバーに対する操作が検出された場合、前記コンテン
ツ領域内に配置された前記複数のオブジェクトを所定の方向に高速にスクロールして表示
する請求項１記載の電子機器。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記第２操作が検出された場合、前記複数の映像コンテンツデー
タが放送される複数のチャンネルの内、所定の条件を満たすチャンネルを検出し、前記検
出されたチャンネルで放送される映像コンテンツデータを示すオブジェクトを含む前記コ
ンテンツ領域を表示する請求項１記載の電子機器。
【請求項９】
　前記操作検出手段は、前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第３領域での第
４操作をさらに検出し、
　前記表示制御手段は、前記第４操作が検出された場合、前記複数の映像コンテンツデー
タが放送される第１時間帯よりも所定時間だけ前の第２時間帯に放送される複数の映像コ
ンテンツデータを示す複数のオブジェクト、又は前記第１時間帯よりも前記所定時間だけ
後の第３時間帯に放送される複数の映像コンテンツデータを示す複数のオブジェクトを含
む前記コンテンツ領域を表示する請求項１記載の電子機器。
【請求項１０】
　前記第１操作、前記第２操作及び前記第４操作は、タップ操作である請求項９記載の電
子機器。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面から前記第２画面
に切り替わることを示すエフェクトを表示した後に、前記第２画面を表示する請求項１記
載の電子機器。
【請求項１２】
　タッチパネルとディスプレイとを含むタッチスクリーンディスプレイを備える電子機器
に表示される画面を制御する表示制御方法であって、
　複数の映像コンテンツデータを示す複数のオブジェクトを含むコンテンツ領域であって
、前記複数のオブジェクトの各々が放送される日時とチャンネルとに基づいて配置された
コンテンツ領域と、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力す
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るための複数の領域とを含む第１画面を表示し、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作と、前記タッチパネルを
用いた前記コンテンツ領域内での第３操作とを検出し、
　前記表示することは、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記複数の
オブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示し
、前記第３操作が検出された場合、前記複数の映像コンテンツデータとは、放送される時
刻又はチャンネルの少なくとも一方が異なる第１映像コンテンツデータを示す第１オブジ
ェクトを含む前記コンテンツ領域を表示する表示制御方法。
【請求項１３】
　タッチパネルとディスプレイとを含むタッチスクリーンディスプレイを備えるコンピュ
ータに表示される画面を制御するプログラムであって、
　複数の映像コンテンツデータを示す複数のオブジェクトを含むコンテンツ領域であって
、前記複数のオブジェクトの各々が放送される日時とチャンネルとに基づいて配置された
コンテンツ領域と、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェクトを変更する操作を入力す
るための複数の領域とを含む第１画面を表示する手順と、
　前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前記タッ
チパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作と、前記タッチパネルを
用いた前記コンテンツ領域内での第３操作とを検出する手順とを前記コンピュータに実行
させ、
　前記表示する手順は、前記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画
面を表示し、前記第２操作が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記複数の
オブジェクトを変更し、前記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示し
、前記第３操作が検出された場合、前記複数の映像コンテンツデータとは、放送される時
刻又はチャンネルの少なくとも一方が異なる第１映像コンテンツデータを示す第１オブジ
ェクトを含む前記コンテンツ領域を表示するプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　実施形態によれば、電子機器は、タッチスクリーンディスプレイ、表示制御手段及び操
作検出手段を具備する。タッチスクリーンディスプレイは、タッチパネルとディスプレイ
とを備える。表示制御手段は、複数の映像コンテンツデータを示す複数のオブジェクトを
含むコンテンツ領域であって、前記複数のオブジェクトの各々が放送される日時とチャン
ネルとに基づいて配置されたコンテンツ領域と、前記コンテンツ領域に含まれるオブジェ
クトを変更する操作を入力するための複数の領域とを含む第１画面を表示する。操作検出
手段は、前記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第１領域内での第１操作と、前
記タッチパネルを用いた前記複数の領域の内の第２領域内での第２操作と、前記タッチパ
ネルを用いた前記コンテンツ領域内での第３操作とを検出する。前記表示制御手段は、前
記第１操作が検出された場合、前記第１画面とは異なる第２画面を表示し、前記第２操作
が検出された場合、前記コンテンツ領域に含まれる前記複数のオブジェクトを変更し、前
記変更されたオブジェクトを含む前記コンテンツ領域を表示し、前記第３操作が検出され
た場合、前記複数の映像コンテンツデータとは、放送される時刻又はチャンネルの少なく
とも一方が異なる第１映像コンテンツデータを示す第１オブジェクトを含む前記コンテン
ツ領域を表示する。
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