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(57)【要約】
【課題】ユーザーフレンドリーに誤動作を押さえた上で
、視認性、操作性を向上させることが可能な遠隔操作装
置、遠隔操作方法、表示装置及び表示方法を提供するこ
と。
【解決手段】位置情報、角速度情報又は加速度情報を検
知する検知部と、ユーザーによる操作を受け付けるトリ
ガースイッチ部と、画像を表示部の画面全体に表示する
全画面表示モード、コンテンツに関するサムネイル画像
を画面に複数表示する複数コンテンツ表示モード、又は
コンテンツに関する情報が表示されるパネルを画面に表
示するパネル表示モードへの画面遷移を制御する表示モ
ード制御部を備えた表示装置に、トリガースイッチ部が
ユーザーの操作を受け付けたとき、画面上でフォーカス
されている画像がユーザー操作の基準点となるように決
定する基準決定信号を送信し、位置情報、角速度情報又
は加速度情報を送信する送信部とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位置情報、角速度情報又は加速度情報を検知する検知部と、
　ユーザーによる操作を受け付けるトリガースイッチ部と、
　画像を表示部の画面全体に表示する全画面表示モード、コンテンツに関するサムネイル
画像を前記画面に複数表示する複数コンテンツ表示モード、又は前記コンテンツに関する
情報が表示されるパネルを前記画面に表示するパネル表示モードへの画面遷移を制御する
表示モード制御部を備えた表示装置に、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け
付けたとき、前記画面上でフォーカスされている画像がユーザー操作の基準点となるよう
に決定する基準決定信号を送信し、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付け
たときのみ前記表示装置のユーザー操作において有効となるように前記位置情報、前記角
速度情報又は前記加速度情報を送信する送信部と
を備える、遠隔操作装置。
【請求項２】
　ユーザーによる操作を受け付ける十字キー部を更に備え、
　前記送信部は、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けていないときは、
前記十字キー部においてされた操作に基づく操作信号が前記表示装置において前記位置情
報、前記角速度情報又は前記加速度情報より優先されるように前記操作信号を前記表示装
置に送信する、請求項１に記載の遠隔操作装置。
【請求項３】
　前記送信部は、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたとき、前記画面
上でフォーカスされている画像が前記画面において拡大されたり縮小されたりするように
、前記位置情報、前記角速度情報又は前記加速度情報を送信する、請求項１又は２に記載
の遠隔操作装置。
【請求項４】
　前記送信部は、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたとき、前記画面
上でフォーカスされている画像の配置位置が変化するように、前記位置情報、前記角速度
情報又は前記加速度情報を送信する、請求項１～３のいずれか１項に記載の遠隔操作装置
。
【請求項５】
　画像を表示部の画面全体に表示する全画面表示モード、コンテンツに関するサムネイル
画像を前記画面に複数表示する複数コンテンツ表示モード、又は前記コンテンツに関する
情報が表示されるパネルを前記画面に表示するパネル表示モードへの画面遷移を制御する
表示モード制御部と、
　位置情報、角速度情報又は加速度情報を検知する検知部と、ユーザーによる操作を受け
付けるトリガースイッチ部と、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたと
き、前記画面上でフォーカスされている画像がユーザー操作の基準点となるように決定す
る基準決定信号を送信し、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたときの
み前記表示装置のユーザー操作において有効となるように前記位置情報、前記角速度情報
又は前記加速度情報を送信する送信部とを有する遠隔操作装置から前記基準決定信号と前
記前記位置情報、前記角速度情報又は前記加速度情報を受信する受信部と、
を備える、表示装置。
【請求項６】
　検知部が、位置情報、角速度情報又は加速度情報を検知するステップと、
　トリガースイッチ部が、ユーザーによる操作を受け付けるステップと、
　送信部が、画像を表示部の画面全体に表示する全画面表示モード、コンテンツに関する
サムネイル画像を前記画面に複数表示する複数コンテンツ表示モード、又は前記コンテン
ツに関する情報が表示されるパネルを前記画面に表示するパネル表示モードへの画面遷移
を制御する表示モード制御部を備えた表示装置に、前記トリガースイッチ部がユーザーの
操作を受け付けたとき、前記画面上でフォーカスされている画像がユーザー操作の基準点
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となるように決定する基準決定信号を送信し、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作
を受け付けたときのみ前記表示装置のユーザー操作において有効となるように前記位置情
報、前記角速度情報又は前記加速度情報を送信するステップと
を備える、遠隔操作方法。
【請求項７】
　表示モード制御部が、画像を表示部の画面全体に表示する全画面表示モード、コンテン
ツに関するサムネイル画像を前記画面に複数表示する複数コンテンツ表示モード、又は前
記コンテンツに関する情報が表示されるパネルを前記画面に表示するパネル表示モードへ
の画面遷移を制御するステップと、
　受信部が、位置情報、角速度情報又は加速度情報を検知する検知部と、ユーザーによる
操作を受け付けるトリガースイッチ部と、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受
け付けたとき、前記画面上でフォーカスされている画像がユーザー操作の基準点となるよ
うに決定する基準決定信号を送信し、前記トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付
けたときのみ前記表示装置のユーザー操作において有効となるように前記位置情報、前記
角速度情報又は前記加速度情報を送信する送信部とを有する遠隔操作装置から前記基準決
定信号と前記前記位置情報、前記角速度情報又は前記加速度情報を受信するステップと、
を備える、表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔操作装置、遠隔操作方法、表示装置及び表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビジョン装置（表示装置）は、デジタル化して伝送されたテレビジョン放送
信号を受信すると共に、ケーブルテレビジョン接続や、各種の外部機器との接続、インタ
ーネットとの接続が可能である。その結果、テレビジョン装置は、大量の映像コンテンツ
を受信したり、サービスプロバイダからの画像提供サービスを利用したり、関連情報へア
クセスしたりできる。利用可能なコンテンツには、動画像、静止画像、各種データ情報、
メタデータ、Widget等がある。
【０００３】
　そのため、テレビジョン装置の操作において、多数の映像放送チャンネル選択や多数の
コンテンツ選択が必要となっており、チャンネルやコンテンツを容易に選択できるシステ
ムが求められている。
【０００４】
　通常はリモコン上でのキー操作によりコンテンツ選択移動操作を行うが、Ｇｙｒｏリモ
コン（フリーカーソル）により、通常のリモコンより少ない操作手順で容易にオブジェク
ト選択移動配置を可能とする技術も考案されている。
【０００５】
　特許文献１及び２においては、角速度及び加速度センサーを搭載した、Ｇｙｒｏリモコ
ンにおいて、カーソルの位置及び、移動位置を制御するポインター出力の位置規制等に関
するものである。特許文献３は、画像Ｇｐの切り替えを、Ｇｙｒｏリモコンの端部への振
り切り動作で実施している。また、特許文献４及び５では、リモコンを作動させるための
、エンターＳＷに関する記載、円弧状、直線状の軌跡による操作方法について記されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０６－３２６８８７号公報
【特許文献２】特開平０６－５０７５８号公報
【特許文献３】特開平０６－２３３３５２号公報
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【特許文献４】特開平０６－６７７９６号公報
【特許文献５】特開平０７－１６０４１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献などでは、Ｇｙｒｏリモコンの技術を大幅な映像コンテン
ツの選択と少なくとも３つ以上の映像コンテンツエリアに画面遷移を行う映像表示装置に
使用した例は少ない。また、通常使用のＧｙｒｏリモコンは、ＰＣでのフリーカーソルマ
ウスやタブレット使用時に発生する枠外へのカーソルの飛び出し位置取り等、使用する表
示画面の大きさに対して、選択移動範囲設定の為のキャリブレーションを行わなければ、
フリーカーソルの初期位置が画面範囲外に飛び出てしまうという問題点も抱えていた。
【０００８】
　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、ユーザーフレンドリーに誤動作を押さえた上で、視認性、操作性を向上させることが
可能な、新規かつ改良された遠隔操作装置、遠隔操作方法、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】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、位置情報、角速度情報又は加
速度情報を検知する検知部と、ユーザーによる操作を受け付けるトリガースイッチ部と、
画像を表示部の画面全体に表示する全画面表示モード、コンテンツに関するサムネイル画
像を画面に複数表示する複数コンテンツ表示モード、又はコンテンツに関する情報が表示
されるパネルを画面に表示するパネル表示モードへの画面遷移を制御する表示モード制御
部を備えた表示装置に、トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたとき、画面上
でフォーカスされている画像がユーザー操作の基準点となるように決定する基準決定信号
を送信し、トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたときのみ表示装置のユーザ
ー操作において有効となるように位置情報、角速度情報又は加速度情報を送信する送信部
とを備える遠隔操作装置が提供される。
【００１０】
　ユーザーによる操作を受け付ける十字キー部を更に備え、送信部は、トリガースイッチ
部がユーザーの操作を受け付けていないときは、十字キー部においてされた操作に基づく
操作信号が表示装置において位置情報、角速度情報又は加速度情報より優先されるように
操作信号を表示装置に送信してもよい。
【００１１】
　上記送信部は、トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたとき、画面上でフォ
ーカスされている画像が画面において拡大されたり縮小されたりするように、位置情報、
角速度情報又は加速度情報を送信してもよい。
【００１２】
　上記送信部は、トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたとき、画面上でフォ
ーカスされている画像の配置位置が変化するように、位置情報、角速度情報又は加速度情
報を送信してもよい。
【００１３】
　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、画像を表示部の画面全
体に表示する全画面表示モード、コンテンツに関するサムネイル画像を画面に複数表示す
る複数コンテンツ表示モード、又はコンテンツに関する情報が表示されるパネルを画面に
表示するパネル表示モードへの画面遷移を制御する表示モード制御部と、位置情報、角速
度情報又は加速度情報を検知する検知部と、ユーザーによる操作を受け付けるトリガース
イッチ部と、トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたとき、画面上でフォーカ
スされている画像がユーザー操作の基準点となるように決定する基準決定信号を送信し、
トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたときのみ表示装置のユーザー操作にお
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いて有効となるように位置情報、角速度情報又は加速度情報を送信する送信部とを有する
遠隔操作装置から基準決定信号と位置情報、角速度情報又は加速度情報を受信する受信部
とを備える表示装置が提供される。
【００１４】
　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、検知部が、位置情報、
角速度情報又は加速度情報を検知するステップと、トリガースイッチ部が、ユーザーによ
る操作を受け付けるステップと、送信部が、画像を表示部の画面全体に表示する全画面表
示モード、コンテンツに関するサムネイル画像を画面に複数表示する複数コンテンツ表示
モード、又はコンテンツに関する情報が表示されるパネルを画面に表示するパネル表示モ
ードへの画面遷移を制御する表示モード制御部を備えた表示装置に、トリガースイッチ部
がユーザーの操作を受け付けたとき、画面上でフォーカスされている画像がユーザー操作
の基準点となるように決定する基準決定信号を送信し、トリガースイッチ部がユーザーの
操作を受け付けたときのみ表示装置のユーザー操作において有効となるように位置情報、
角速度情報又は加速度情報を送信するステップとを備える遠隔操作方法が提供される。
【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、表示モード制御部が、
画像を表示部の画面全体に表示する全画面表示モード、コンテンツに関するサムネイル画
像を画面に複数表示する複数コンテンツ表示モード、又はコンテンツに関する情報が表示
されるパネルを画面に表示するパネル表示モードへの画面遷移を制御するステップと、受
信部が、位置情報、角速度情報又は加速度情報を検知する検知部と、ユーザーによる操作
を受け付けるトリガースイッチ部と、トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けた
とき、画面上でフォーカスされている画像がユーザー操作の基準点となるように決定する
基準決定信号を送信し、トリガースイッチ部がユーザーの操作を受け付けたときのみ表示
装置のユーザー操作において有効となるように位置情報、角速度情報又は加速度情報を送
信する送信部とを有する遠隔操作装置から基準決定信号と位置情報、角速度情報又は加速
度情報を受信するステップとを備える表示方法が提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、ユーザーフレンドリーに誤動作を押さえた上で、視認性、操作性を向
上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る表示装置１０で表示可能な複数の表示モードを示す説
明図である。
【図２】同実施形態に係る表示装置１０の構成を示すブロック図である。
【図３】同実施形態に係る表示装置１０で表示可能な複数の表示モードの遷移を示す遷移
図である。
【図４】複数コンテンツ表示モードで表示された画面２００を示す説明図である。
【図５】全格納画像２１０の概念を示す説明図である。
【図６】サムネイル画像２２０の一例を示す説明図である。
【図７】視聴履歴用サムネイル画像２２０を示す説明図である。
【図８】サムネイル画像２２０の例を示す説明図である。
【図９】全格納画像２１０に新たにサムネイル画像２２０を追加する動作を示す概念図で
ある。
【図１０】複数コンテンツ表示モードの画面２００を示す説明図である。
【図１１】複数コンテンツ表示モードの画面２００を示す説明図である。
【図１２】複数コンテンツ表示モードの画面２００を示す説明図である。
【図１３】パネル表示エリア３１２が表示されたパネル表示モードの画面３００を示す説
明図である。
【図１４】パネル表示エリア３１４が表示されたパネル表示モードの画面３００を示す説
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明図である。
【図１５】パネル表示エリア３１６が表示されたパネル表示モードの画面３００を示す説
明図である。
【図１６】パネル表示エリア３１８が表示されたパネル表示モードの画面３００を示す説
明図である。
【図１７】全画面表示モードの画面１００におけるWidget画像３６２の表示又は非表示の
切り替えを示す説明図である。
【図１８】同時視聴モードで表示された画面４００を示す説明図である。
【図１９】再生コントロールパネル４２０を示す説明図である。
【図２０】お薦め表示パネル５１２が表示された画面５００を示す説明図である。
【図２１】お薦め表示パネル５１４が表示された画面５００を示す説明図である。
【図２２】同実施形態に係るリモートコントローラ６００の構成を示すブロック図である
。
【図２３】同実施形態に係るリモートコントローラ６００を示す正面図である。
【図２４】サムネイル画像の表示に関する動作を示すフローチャートである。
【図２５】サムネイル表示エリア２１２へのサムネイル画像の追加に関する動作を示すフ
ローチャートである。
【図２６】サムネイル表示エリア２１２のサムネイル画像の並び替えに関する動作を示す
フローチャートである。
【図２７】パネル表示モードの表示動作を示すフローチャートである。
【図２８】お薦め表示パネルの表示に関する動作を示すフローチャートである。
【図２９】リモートコントローラ６００を使用した動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　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。
【００１９】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　１．一実施形態の構成
　２．表示モードの種類
　３．複数コンテンツ表示モードの詳細
　４．パネル表示モードの詳細
　５．お薦め表示パネルの詳細
　６．リモートコントローラ６００
【００２０】
　＜１．一実施形態の構成＞
　［表示装置の構成］
　まず、図２を参照して、本発明の一実施形態に係る表示装置１０の構成について説明す
る。図２は、本実施形態に係る表示装置１０の構成を示すブロック図である。
【００２１】
　表示装置１０は、例えば画像生成部１２と、メニュー画面生成部１４と、表示制御部２
０と、ディスプレイパネル３０と、メモリ４０と、制御部５０と、リモートコントローラ
６００と、通信制御部６０などからなる。
　表示装置１０は、例えばテレビジョン装置であって、表示装置１０は、放送波によって
放送番組を受信したり、インターネットを介して画像データや各種データ情報などを受信
したりすることができる。また、表示装置１０は、外部機器と接続されて映像データなど
が入力される。
【００２２】
　画像生成部１２は、画面に表示する映像に関するデータに基づいて画像信号を生成する
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。画面に表示する映像に関するデータとは、放送データ、映画データ、ビデオデータ、静
止画像データ、各種データ情報、メタデータ、Widgetなどである。画面に表示する映像に
関するデータは、メニュー画面などＧＵＩに関するデータも含まれる。メニュー画面には
、複数コンテンツ表示モード、パネル表示モード、同時視聴モードなどが含まれる。
【００２３】
　メニュー画面生成部１４は、画面に表示する映像に関するデータに基づいて、画面に表
示するメニューに関する画像信号を生成する。そして、メニュー画面生成部１４は、生成
したメニューに関する画像信号を画像生成部１２に送る。画像生成部１２は、映像に関す
るデータに基づいた画像信号と、メニューに関する画像信号を合成した画像信号を表示制
御部２０に送る。
【００２４】
　表示制御部２０は、画像生成部１２で生成された画像信号に基づいて、ディスプレイパ
ネル３０を駆動する。
　ディスプレイパネル３０は、画像生成部１２からの駆動信号などに応じて画面に映像を
表示する。ディスプレイパネル３０は、液晶ディスプレイパネル、プラズマディスプレイ
パネル又は有機ＥＬディスプレイパネルなどである。
【００２５】
　メモリ４０は、映像に関するデータや、メニューに関するデータ、制御部５０で実行さ
れるプログラムなどを保持する。
　制御部５０は、例えばＣＰＵであり、表示装置１０に設けられた各種機能ブロックを動
作させたり、各種演算処理を実行したりする。
【００２６】
　リモートコントローラ６００は、ユーザーによる操作を受け付けて操作信号を出力する
。操作信号に基づいて、表示装置１０における処理が開始されたり停止されたりする。ま
た、リモートコントローラ６００を介して画面に表示されたＧＵＩ上の操作を実現できる
。
　通信制御部６０は、例えば放送信号を受信したり、録画再生装置などと接続されて映像
信号等を受信したりする。さらに、インターネットと接続されて映像信号などの情報を受
信したり送信したりする。
【００２７】
　［リモートコントローラの構成］
　次に、図２２を参照して、本発明の一実施形態に係るリモートコントローラ６００の構
成について説明する。図２２は、本実施形態に係るリモートコントローラ６００の構成を
示すブロック図である。
　リモートコントローラ６００は、例えばボタン部６１２，６１４等と、トリガースイッ
チ６４４と、角速度センサー６０２と、加速度センサー６０４と、送信部６０６と、制御
部６０８などからなる。
【００２８】
　ボタン部は、図２３を用いて説明するリモートコントローラ６００に設けられた複数の
ボタンの総称である。ボタン部のボタンが押圧されると、各ボタン部に対応する操作信号
が生成される。
　トリガースイッチ６４４は、リモートコントローラ６００の前方側面又は背面に設けら
れ、ユーザーの指の接近又は接触を検知する。そして、トリガースイッチ６４４がＯＮの
状態で角速度センサー６０２、加速度センサー６０４で検出された位置、速度、加速度に
関する情報を有効にして、表示装置１０の本体に位置、速度、加速度に関する情報を送る
。
【００２９】
　角速度センサー６０２と加速度センサー６０４は、リモートコントローラ６００の位置
、速度、加速度を検知する。
　送信部６０６は、生成された操作信号や、検知された位置、速度、加速度に関する情報
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を表示装置１０の本体に送る。
　制御部６０８は、例えばＣＰＵであり、リモートコントローラ６００に設けられた各種
機能ブロックを動作させたり、各種演算処理を実行したりする。
【００３０】
　＜２．表示モードの種類＞
　複数の表示モードとは、例えば、全画面表示モード、複数コンテンツ表示モード、パネ
ル表示モード、同時視聴モードなどであり、各表示モードは、画面上において１又は複数
のコンテンツを表示する。そして、全画面表示モードから複数コンテンツ表示モードへの
遷移又はその反対の遷移、複数コンテンツ表示モードからパネル表示モードへの遷移、複
数コンテンツ表示モードとパネル表示モードの同時表示が可能である。
【００３１】
　［全画面表示モード］
　図１中に示す画面１００や図１７中の画面１００は、全画面表示モードで表示された画
面である。全画面表示モードで表示された画面１００は、画像表示エリア１０２からなる
。画像表示エリア１０２には、再生装置で再生されたり、放送波で放送されたりしている
コンテンツが表示される。
【００３２】
　［複数コンテンツ表示モード］
　図４は、複数コンテンツ表示モードで表示された画面２００を示す説明図である。複数
コンテンツ表示モードは、各種カテゴリーに属するコンテンツをサムネイル画像で表示す
る。
　複数コンテンツ表示モードで表示された画面２００は、画像表示エリア２０２とサムネ
イル表示エリア２１２を有する。画像表示エリア２０２には、再生されたり放送されたり
しているコンテンツが表示される。サムネイル表示エリア２１２には、複数のサムネイル
画像２２０Ａ，２２０Ｂ（以下、総称して「サムネイル画像２２０」ともいう。）が表示
される。サムネイル画像２２０は、コンテンツに関する代表画像であったり、実行可能な
プログラムやコンテンツの内容が絵又は図で表示されたアイコン画像であったりする。
【００３３】
　サムネイル画像２２０Ａは、サムネイル表示エリア２１２の中央で、フォーカスされた
画像であり、例えば他のサムネイル画像２２０Ｂに比べて枠の大きさが拡大され、場合に
よってはハイライト表示される。
【００３４】
　サムネイル画像２２０Ｂは、サムネイル表示エリア２１２内のサムネイル画像２２０Ａ
以外の画像である。サムネイル画像２２０Ｂが複数個表示されていることで、サムネイル
表示エリア２１２で選択可能なサムネイル画像２２０の候補を予めユーザーに知らせるこ
とができる。
【００３５】
　サムネイル画像２２０Ａの上部には、カテゴリー名２５２が表示され、サムネイル画像
２２０Ａの下部にはコンテンツタイトル２５４が表示される。カテゴリー名２５２は、サ
ムネイル画像２２０Ａに関するコンテンツが属するカテゴリーの名称である。コンテンツ
タイトル２５４は、サムネイル画像２２０Ａに関するコンテンツのタイトルである。
【００３６】
　図６は、サムネイル画像２２０の一例を示す説明図である。
　コンテンツの総時間と現時点までの経過時間が分かるようなコンテンツの場合は、イン
ジケータ２５６を表示してもよい。インジケータ２５６は、例えば横に長いバーのような
表示で総時間が表され、現時点が強調表示で表される。
【００３７】
　また、複数コンテンツ表示モードで表示された画面２００は、図４に示すように、関連
情報表示エリア２３２を有する。関連情報表示エリア２３２には、画像表示エリア２０２
に表示されているコンテンツに関連する情報が表示される。例えば、ロゴ、コンテンツの
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種類を示すアイコン、チャンネル名、コンテンツのタイトル、時間表示などが関連情報表
示エリア２３２に表示される。
【００３８】
　更に、複数コンテンツ表示モードで表示された画面２００は、図４に示すように、付属
情報表示エリア２３４を有する。付属情報表示エリア２３４には、例えば時刻表示など表
示装置１０全体に関わる情報などが表示される。関連情報表示エリア２３２や付属情報表
示エリア２３４は、画面２００上の決められた位置に表示されるとしてもよいし、ユーザ
ーの操作によって移動可能としてもよい。
【００３９】
　［パネル表示モード］
　図１３～図１６は、パネル表示モードで表示された画面３００を示す説明図である。パ
ネル表示モードは、複数のコンテンツをパネル上にサムネイル画像で表示する。パネル上
に表示される複数のコンテンツは、例えば複数コンテンツ表示モードで表示されるコンテ
ンツより下位の階層に属する。
【００４０】
　パネル表示モードで表示された画面３００は、図１３～図１６に示すように、画像表示
エリア３０２とパネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８などを有する。画像表
示エリア３０２には、再生されたり放送されたりしているコンテンツが表示される。パネ
ル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８には、複数のコンテンツに関する代表画像
、アイコン画像、コンテンツに関する文章情報などが表示される。
【００４１】
　図１３に示すように、パネル表示モードで表示された画面３００は、更に、関連情報表
示エリア３０４と、パネル情報表示エリア３２０を有する。関連情報表示エリア３０４に
は、画像表示エリア３０２に表示されているコンテンツに関連する情報が表示される。ま
た、パネル情報表示エリア３２０には、パネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１
８に表示されている情報を補足する情報が表示される。
【００４２】
　なお、図示しないが、図１３や図１４に示すパネル表示モードの画面３００において、
画面下部に複数コンテンツ表示モードのサムネイル表示エリア２１２と同じように、サム
ネイル画像を横一列に複数表示してもよい（同時表示モード）。
【００４３】
　［同時視聴モード］
　図１８は、同時視聴モードで表示された画面４００を示す説明図である。
　同時視聴モードで表示された画面４００は、図１８に示すように、画像表示エリア４０
２とサムネイル表示エリア４１２を有する。画像表示エリア４０２には、再生されたり放
送されたりしているコンテンツが表示される。サムネイル表示エリア４１２には、再生コ
ントロールパネル４２０とサムネイル画像４３０が表示される。サムネイル画像４３０は
、再生コントロールパネル４３０以外のサムネイル画像である。
【００４４】
　再生コントロールパネル４２０は、上述した複数コンテンツ表示モードのサムネイル表
示エリア２１２で表示可能であり、ユーザーによって再生コントロールパネル４２０が選
択されると、同時視聴モードに遷移する。図１８に示す例では、サムネイル画像４３０が
、再生コントロールパネル４２０に比べて暗く表示されたり、再生コントロールパネル４
２０がハイライト表示されたりして、再生コントロールパネル４２０が強調されている。
【００４５】
　再生コントロールパネル４２０では、画像表示エリア４０２で表示されているコンテン
ツ、又は画像表示エリア４０２で表示されているコンテンツ以外のコンテンツについて、
再生、早送り、巻き戻しなどの制御ができる。
【００４６】
　図１９は、再生コントロールパネル４２０を示す説明図である。
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　再生コントロールパネル４２０には、複数のサムネイル画像４２２と、ユーザーが選択
可能な再生ボタン４２４、巻き戻しボタン４２５、早送りボタン４２６が表示される。こ
れにより、ユーザーは、画像表示エリア４０２と再生コントロールパネル４２０で同時に
コンテンツを視聴できる。
【００４７】
　［表示モードの遷移］
　図１は、本実施形態に係る表示装置１０で表示可能な複数の表示モードを示す説明図で
ある。図３は、本実施形態に係る表示装置１０で表示可能な複数の表示モードの遷移を示
す遷移図である。
【００４８】
　まず、全画面表示モードで表示された画面１００において、リモートコントローラ６０
０の「ＭＶ（Multi　View）」ボタンが押圧されると、複数コンテンツ表示モードで表示
された画面２００に遷移する（ステップＳ１０２）。反対に、複数コンテンツ表示モード
で表示された画面１００において、リモートコントローラ６００の「ＭＶ（Multi　View
）」ボタンが押圧されると、全画面表示モードで表示された画面１００に戻る（ステップ
Ｓ１０４）。
【００４９】
　複数コンテンツ表示モードで表示された画面２００において、リモートコントローラ６
００の左キー又は右キーが操作されることで、画面２００に表示されたサムネイル画像を
左方向又は右方向に移動できる（ステップＳ１１２）。複数コンテンツ表示モードにおい
て、リモートコントローラ６００の「ＯＫ」ボタンで一つのサムネイル画像を選択するこ
とで、表示されるコンテンツが切り替わったり、パネル表示モードや同時視聴モードに遷
移したりする。
【００５０】
　切り替わり方はコンテンツの種類によって異なり、例えば選択されたコンテンツが全画
面表示モードの画面１０２に表示されたり（ステップＳ１２２）、複数コンテンツ表示モ
ードの画面２０２に表示されたりする（ステップＳ１２４）。または、パネル表示モード
に遷移する場合は、表示パネルエリア３１２が表示された画面３００に遷移したり（ステ
ップＳ１２６）、表示パネルエリア３１６が表示された画面３００に遷移したりする（ス
テップＳ１２７）。更には、複数コンテンツ表示モードから同時視聴モードに遷移する場
合もある（ステップＳ１２８）。
【００５１】
　複数コンテンツ表示モードからパネル表示モードに遷移する場合（ステップＳ１２６，
１２７）は、複数コンテンツ表示モードの画面２００に表示されていたサムネイル表示エ
リア２１２を残したままパネル表示エリア３１２，３１６を表示してもよい。この表示モ
ードを、同時表示モードと呼ぶこともできる。
【００５２】
　パネル表示モードで表示された画面３００において、リモートコントローラ６００の上
キー又は下キーが操作されることで、画面３００のパネル表示エリア３１２，３１６に表
示されたサムネイル画像を上方向又は下方向に移動できる（ステップＳ１３２）。パネル
表示モードにおいて、リモートコントローラ６００の「ＯＫ」ボタンで一つのサムネイル
画像を選択することで、表示されるコンテンツが切り替わる（ステップＳ１３４）。
【００５３】
　パネル表示モードで表示された画面３００において、リモートコントローラ６００の「
ＭＶ」ボタンが操作されることで、全画面表示モードで表示された画面１００に戻る（ス
テップＳ１３６）。また、同時視聴モードで表示された画面４００において、リモートコ
ントローラ６００の「ＭＶ」ボタンが操作されることで、全画面表示モードで表示された
画面１００に戻る（ステップＳ１４２）。
【００５４】
　また、全画面表示モードの画面１００で視聴している間に、新規のコンテンツ情報や関
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連情報が取得されると、図２０に示すようにお薦め表示パネル５１２が表示された画面５
００に遷移する（ステップＳ１５２）。お薦め表示パネル５１２を拡張表示すると、図２
１に示すようなより詳細なお薦め表示パネル５１４が画面５００に表示される。お薦め表
示パネル５１２，５１４が表示された画面５００において、リモートコントローラ６００
の「ＭＶ」ボタンが操作されることで、全画面表示モードで表示された画面１００に戻る
（ステップＳ１５４）。
【００５５】
　なお、別の表示モードから、複数コンテンツ表示モード、又はパネル表示モード等に遷
移したとき、画面２００，３００内でフォーカスが当てられるサムネイル画像は予め決定
されている。
【００５６】
　＜３．複数コンテンツ表示モードの詳細＞
　［標識付きサムネイル画像］
　サムネイル表示エリア２１２に表示されるサムネイル画像２２０は、図８に示すように
、サムネイル画像を選択することでどの表示モードに遷移するかを示す標識（マーク）２
２５，２２７を伴う場合がある。図８は、サムネイル画像２２０の例を示す説明図であり
、サムネイル表示エリア２１２からサムネイル画像２２０のみを抽出して表示した図であ
る。
【００５７】
　全画面表示モードに遷移する場合は、例えば図８（Ａ）に示すサムネイル画像２２０－
１であり、画像部分２２２とフレーム２２１からなる。フレーム２２１は画像部分２２２
の周囲を囲んでいる。
【００５８】
　パネル表示モードに遷移する場合は、例えば図８（Ｂ）に示すサムネイル画像２２０－
２である。サムネイル画像２２０－２は、フレーム２２３と画像部分２２４と標識２２５
からなる。フレーム２２３は画像部分２２４と標識２２５の周囲を囲んでいる。標識２２
５は画像部分２２４の横に配置され、縦長の長方形状を有する。標識２２５を含むサムネ
イル画像２２０－２が選択されると、例えば図１３～図１５に示すようなパネル表示モー
ドに遷移する。
【００５９】
　複数コンテンツ表示モードとパネル表示モードの同時表示に遷移する場合は、例えば図
８（Ｃ）に示すサムネイル画像２２０－３である。サムネイル画像２２０－３は、画像部
分２２６と標識２２７とフレーム２２８からなる。標識２２７は画像部分２２６全体を囲
むように配置され、横長の長方形状を有する。フレーム２２８は画像部分２２６と標識２
２７の周囲を囲んでいる。標識２２７を含むサムネイル画像が選択されると、パネル表示
モードにおいてサムネイル表示エリアも表示される同時表示モードに遷移する。
【００６０】
　このようにサムネイル画像において、画像部分（代表画像やアイコン画像）と合わせて
標識を同時に表示することで、複数存在する表示モードのうち、どの表示モードに遷移す
るかを容易に視認させることができる。すなわち、画像部分によってコンテンツの内容を
視聴者に知らせることができ、標識によって表示モードを視聴者に知らせることができる
。
【００６１】
　サムネイル画像の画像部分に表示する代表画像は、一枚の静止画像でもよいし、順次表
示される複数の静止画像でもよい。複数の静止画像は、一つのコンテンツの中の複数の場
面が集合して構成されてもよいし、複数のコンテンツそれぞれに対応する静止画像が複数
集合して構成されてもよい。サムネイル画像２２０Ａが中央に位置してハイライト表示さ
れているときは、複数の静止画像は、ユーザーによるリモートコントローラ６００の上キ
ー若しくは下キーの操作によって、複数の静止画像を順次切り替えることができる。これ
により、ユーザーは表示させたい場面やコンテンツを選択できる。また、サムネイル画像
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２２０Ｂが中央になくハイライト表示されていないときは、複数の静止画像は、スライド
ショーのように例えば５秒から６０秒程度の一定間隔で切り替わっていく。
【００６２】
　［サムネイル画像の表示動作］
　図２４は、サムネイル画像の表示に関する動作を示すフローチャートである。
　まず、表示装置１０がコンテンツを取得すると、サムネイル表示エリア２１２に表示す
るサムネイル画像２２０の画像部分２２２，２２４，２２６に表示する画像を取得できる
（ステップＳ２０１）。また、コンテンツに応じて、全画面表示モードの画面１００、パ
ネル表示モードの画面３００で表示するのがよいのか、同時表示モードの画面で表示する
のがよいのかという表示方法も取得する（ステップＳ２０２）。この表示方法は、コンテ
ンツに基づいて表示装置１０が判断してもよいし、コンテンツを提供する側のプロバイダ
などが決定してもよい。
【００６３】
　次に、コンテンツの表示方法に対応する形状となるように、サムネイル画像２２０の形
状（例えば図８）を決定する（ステップＳ２０３）。その後、複数コンテンツ表示モード
に遷移すると、サムネイル画像２２０が画面２００に表示される（ステップＳ２０４）。
ユーザーによってサムネイル画像２２０が選択されると（ステップＳ２０５）、サムネイ
ル画像に対応するコンテンツが表示される。このとき、コンテンツの表示方法に対応した
表示モードでコンテンツが表示される（ステップＳ２０６）。コンテンツの表示方法がサ
ムネイル画像の形状で表されているため、ユーザーは表示モードが遷移する前に、どのよ
うな表示モードに遷移するかを推測できる。
【００６４】
　［サムネイル表示エリア２１２について］
　サムネイル表示エリア２１２に表示されるサムネイル画像２２０は、表示装置１０の出
荷前に予め決定しておいてもよいし、ユーザーによって使用時に追加されてもよい。図５
は、全格納画像２１０の概念を示す説明図である。図５に示すように、全格納画像２１０
は、横一列にサムネイル画像２２０が配置されている。そして、サムネイル表示エリア２
１２に表示されるサムネイル画像２２０は、全格納画像２１０のうち連続する５個のサム
ネイル画像２２０である。サムネイル画像２２０は、リモートコントローラ６００の左キ
ー又は右キーを操作することで、隣接する非表示であったサムネイル画像２２０を表示し
たり、表示されているサムネイル画像２２０を非表示にしたりできる。
【００６５】
　全格納画像２１０に含まれるサムネイル画像は、いくつかのカテゴリー２１４に分類で
きる。例えば、ユーザーのお好み放送系番組カテゴリー２１４Ａ、視聴履歴カテゴリー２
１４Ｂ、お薦め番組カテゴリー２１４Ｃ、ＩＰＴＶ（ＶＯＤ）等から得られるネット配信
コンテンツカテゴリー２１４Ｄがある。また、ブラウザのブックマークカテゴリー２１４
Ｅ、ＤＬＮＡ（Digital　Living　Network　Alliance）やＵＳＢ等で接続された外部機器
内のコンテンツカテゴリー２１４Ｆがある。更に、ＨＤＭＩケーブル等で接続された外部
機器から得られる画像データ、音楽データ又は映像データカテゴリー２１４Ｇ、Widgetカ
テゴリー２１４Ｈがある。そして、これらのカテゴリーが全格納画像２１０内で左から順
に配置されている。
【００６６】
　複数コンテンツ表示モードでは、中央に表示されたサムネイル画像がハイライト表示さ
れたり、拡大表示されたりする。そして、中央に表示されたサムネイル画像は「決定」ボ
タンによって選択可能であり、「決定」ボタンが押圧されるとそのサムネイル画像に関連
するコンテンツに遷移する。中央に表示されるサムネイル画像は、リモートコントローラ
６００の左キー又は右キーを操作することで、隣接するサムネイル画像に移行可能である
。
【００６７】
　［視聴履歴用サムネイル画像について］
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　図７は、視聴履歴用サムネイル画像２２０を示す説明図であり、サムネイル表示エリア
２１２から視聴履歴用サムネイル画像２２０のみを抽出して表示した図である。
【００６８】
　視聴履歴用サムネイル画像２２０は、他のサムネイル画像２２０と異なり、複数の代表
画像が重畳して表示され、複数の画像が画面の奥行き方向に配置しているかのように擬似
的に立体的に表示されている。複数の画像は、ユーザーの視聴履歴に基づいて、ユーザー
が視聴したことがあるコンテンツの代表画像から構成されている。
【００６９】
　最前面に表示されたサムネイル画像は「決定」ボタンによって選択可能であり、「決定
」ボタンが押圧されるとそのサムネイル画像に関連するコンテンツに遷移する。そして、
リモートコントローラ６００の上キー又は下キーを操作することで、背面側に配置されて
いる画像を前面に表示させることができる。
【００７０】
　また、全画面表示モードから複数コンテンツ表示モードに遷移したとき、複数コンテン
ツ表示モードのサムネイル表示エリア２１２の中央に表示されハイライト表示されるサム
ネイル画像２２０は、図７に示した視聴履歴用サムネイル画像２２０となるように設定し
てもよい。また、遷移後の視聴履歴用サムネイル画像２２０の最前面の画像は、複数コン
テンツ表示モードに遷移する前に全画面表示モードの画像表示エリアで表示されていたコ
ンテンツに関する画像とする。
【００７１】
　視聴履歴は、例えばお好み視聴履歴収集アルゴリズムによって、ユーザーが視聴したコ
ンテンツに関する情報が蓄積される。お好み視聴履歴収集アルゴリズムは、ユーザーが何
のコンテンツをいつ視聴したかという情報を自動的に収集し、お好み視聴履歴収集アルゴ
リズムは、収集した視聴履歴に基づいて、ユーザーの好みを推定する。また、お好み視聴
履歴収集アルゴリズムは、ユーザーの好みと過去の視聴履歴に基づいて、ユーザーが将来
選択する可能性のある視聴履歴を抽出する。
【００７２】
　［サムネイル表示エリア２１２へのサムネイル画像の追加について］
　図９は、全格納画像２１０に新たにサムネイル画像２２０を追加する動作を示す概念図
である。図１０～図１２は、複数コンテンツ表示モードの画面２００を示す説明図である
。図２５は、サムネイル表示エリア２１２へのサムネイル画像の追加に関する動作を示す
フローチャートである。
【００７３】
　サムネイル表示エリア２１２に表示されるお好み放送系番組コンテンツやネット配信コ
ンテンツに関するサムネイル画像は、放送信号やネットワークを介して、新規のコンテン
ツやサービスが検出されると、全格納画像２１０に追加できる（ステップＳ３０１）。新
規のコンテンツやサービスの検出は、例えばユーザーの嗜好度に基づいて行われ、嗜好度
の高いコンテンツやサービスが追加の対象となる。又は、ユーザーがリモートコントロー
ラ６００を使用して、全格納画像２１０にサムネイル画像を追加してもよい。
【００７４】
　検出された新規のコンテンツやサービスは、すぐにサムネイル表示エリア２１２に追加
してもよいが、一旦ユーザーが追加するか否かを判断できるようにしてもよい。ユーザー
が判断できる場合は、仮追加の状態となる（ステップＳ３０２）。
【００７５】
　例えば、新規のコンテンツやサービスが検出されると、図１０に示すように、サムネイ
ル表示エリア２１２において、新規に追加可能なサムネイル画像２２０Ａをハイライト表
示又は拡大表示し、サムネイル画像２２０Ａの上に「ＯＫで追加」というメッセージ２４
２を表示する（ステップＳ３０３）。新規のコンテンツやサービスが検出されるタイミン
グは、例えばユーザーが現時点まで未視聴のコンテンツであり、全格納画像２１０に対応
するサムネイル画像が含まれていないときである。
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【００７６】
　サムネイル画像２２０Ａの上に「ＯＫで追加」というメッセージ２４２が表示されてい
る段階では、当該サムネイル画像２２０は全格納画像２１０に仮追加された状態である。
そして、ユーザーによってリモートコントローラ６００の「決定（ＯＫ）」ボタンが押圧
されると（ステップＳ３０４）、正式にサムネイル画像２２０が全格納画像２１０に追加
され、以降複数コンテンツ表示モードにおいて表示可能となる（ステップＳ３０５）。
【００７７】
　一方、検出された新規のコンテンツやサービスをすぐにサムネイル表示エリア２１２に
追加する場合もある（ステップＳ３０６～ステップＳ３０８）。そして、「ＮＥＷ」とい
う標識を付加できるコンテンツやサービスに関するサムネイル画像が、サムネイル表示エ
リア２１２内にあって画面２００に表示されている場合がある（ステップＳ３０６）。こ
の場合、新規のコンテンツやサービスが検出されると、図１１に示すように、サムネイル
表示エリア２１２において、新規に検出されたコンテンツやサービスに関するサムネイル
画像２２０Ｂの上に「ＮＥＷ」という標識（マーク）２４４を表示する（ステップＳ３０
８）。又は、新規のコンテンツやサービスが仮追加の状態から正式に追加されたときも、
ユーザーが認識するのに必要である予測される所定期間の間、新規に追加されたコンテン
ツやサービスに関するサムネイル画像２２０Ｂの上に「ＮＥＷ」という標識（マーク）２
４４を表示してもよい。
【００７８】
　更に、「ＮＥＷ」という標識を付加できるコンテンツやサービスに関するサムネイル画
像が、サムネイル表示エリア２１２の外にあって画面２００には表示されていない場合が
ある（ステップＳ３０６）。このときは、サムネイル表示エリア２１２の端部に、矢印マ
ーク２４８と「ＮＥＷ」という標識２４６を表示する（ステップＳ３０７）。これによっ
て、新規に挿入されたコンテンツやサービスに関するサムネイル画像が、サムネイル表示
エリア２１２の外にある場合でも、ユーザーはどちらの方向に追加されたかを容易に知る
ことができる。また、ユーザーは矢印マーク２４８を参照して、リモートコントローラ６
００の右キー又は左キーを操作することで、新規に挿入されたサムネイル画像に到達でき
る。
【００７９】
　新規のコンテンツやサービスが検出されると、視聴履歴用サムネイル画像２２０を中心
として横一列に配置された複数のサムネイル画像のうち、検出されたコンテンツなどが属
するカテゴリー内にサムネイル画像が挿入される。このとき、カテゴリー内に既に複数の
サムネイル画像が挿入されている場合は、同一カテゴリー内のうち視聴履歴用サムネイル
画像２２０に近い側に挿入される。これにより、複数コンテンツ表示モードに遷移したと
き、視聴履歴用サムネイル画像２２０が中央に表示されている場合、サムネイル画像をス
クロールさせる操作を少なくして、新規に追加されたコンテンツやサービスをユーザーが
早く確認できる。
【００８０】
　［サムネイル表示エリア２１２のサムネイル画像の並び替えについて］
　図２６は、サムネイル表示エリア２１２のサムネイル画像の並び替えに関する動作を示
すフローチャートである。
　全格納画像２１０内において複数のカテゴリーは、図５や「サムネイル表示エリア２１
２について」で説明した通り配置されている（以下、「通常配置」ともいう）。このとき
、カテゴリー間には、図１０～図１２に示したように境界線２６２が表示される。
【００８１】
　一方、ユーザーの操作によって、全格納画像２１０内でサムネイル画像２２０の位置を
変更できる。まず、ユーザーによって移動したいサムネイル画像２２０が選択される（ス
テップＳ４０１）。そして、ユーザーによる操作によってサムネイル画像２２０の移動先
が、サムネイル画像２２０が属するカテゴリー（境界線２６２）を越えるか否かが判断さ
れる（ステップＳ４０２）。
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【００８２】
　サムネイル画像２２０の並び替えの方法は、移動したいサムネイル画像２２０を選択し
たのち、リモートコントローラ６００の左キー又は右キーを操作することで移動させる方
法でもよい。又は、ポインターを画面上で自由に移動させることができるフリーカーソル
方式で、移動したいサムネイル画像２２０を選択したのち、選択されたサムネイル画像２
２０を移動先でリリースすることで移動させる方法でもよい。画面２００上には矢印２６
４が表示されてもよく、矢印２６４が選択されるとサムネイル画像２２０が矢印と同一方
向又は反対方向に移動する。
【００８３】
　その際、境界線２６２を越えて移動させる場合、リモートコントローラ６００を使用す
るときは、左キー又は右キーを例えば２回連続して押圧しないとサムネイル画像２２０が
境界線２６２を越えられないようにする。又は、フリーカーソル方式を使用するときは、
所定の加速度以上でサムネイル画像２２０を移動させようとしないと、境界線２６２を越
えられないようにする。これにより、通常配置が解除され、カテゴリーに関係なくサムネ
イル画像２００が配置されるようになったことを、ユーザーに容易に認識させることがで
きる。また、サムネイル画像２２０を選択しているときの誤操作による通常配置の解除を
防止することができる。
【００８４】
　サムネイル画像２２０の並び替えにおいて、以上のような、コテゴリーを越えて移動す
るために必要な操作が行われたか否かが判断される（ステップＳ４０３）。カテゴリー越
え操作があったときは、全ての境界線２６２を非表示にする（ステップＳ４０４）。そし
て、移動先にサムネイル画像を表示する（ステップＳ４０５）。
【００８５】
　一方、ユーザーによる操作において、サムネイル画像の移動先がカテゴリーを越えない
場合や、カテゴリー越え操作がない場合は、コテゴリー内の移動先や元の位置にサムネイ
ル画像を表示する（ステップＳ４０６）。このとき、境界線２６２は表示されたままであ
る。以上により、通常配置と、ユーザーによって設定された配置とを境界線２６２の有無
で確認できる。ユーザーのサムネイル画像の並び替え操作によって、全ての境界線２６２
を非表示にするとき、アニメーションと共に境界線２６２が消滅するように画面上で表現
すれば、ユーザーによる認識を明確にできる。
【００８６】
　［ネット配信コンテンツカテゴリー２１４Ｄについて］
　ネット配信コンテンツカテゴリー２１４Ｄに含まれるサムネイル画像２２０は、それぞ
れコンテンツプロバイダー（提供者）を示す。コンテンツプロバイダーは、複数のコンテ
ンツを提供している。そのため、ネット配信コンテンツカテゴリー２１４Ｄに含まれるサ
ムネイル画像２２０が選択されると、標識付きサムネイル画像に従って、パネル表示モー
ドに遷移する。そして、ユーザーは、パネル上から複数のコンテンツのうち一つのコンテ
ンツを選択できる。
【００８７】
　＜４．パネル表示モードの詳細＞
　［パネル表示エリアについて］
　図１３～図１６は、それぞれパネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８が表示
されたパネル表示モードの画面３００を示す説明図である。
【００８８】
　例えば、図１３に示すように、パネル表示エリア３１２には、複数のサムネイル画像３
３２と文章情報３３４が表示される。サムネイル画像３３２は、複数のコンテンツに関す
る代表画像であり、サムネイル画像３３２には一枚の静止画像を表示してもよいし、又は
複数の静止画像を順次表示してもよい。文章情報３３４は、複数のコンテンツそれぞれを
説明する内容、タイトルなどである。
【００８９】
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　また、図１４に示すように、パネル表示エリア３１４には、複数のサムネイル画像３３
２と、文章情報３３４と、ロゴ３４３と、プロバイダ名３４４と、関連情報３４６などが
表示される。ロゴ３４３は、例えば、パネル表示エリア３１４を使用してネットワークを
介して各種コンテンツを提供するプロバイダのロゴである。プロバイダ名３４４は、その
プロバイダの名称である。関連情報３４６は、プロバイダに関する情報やパネル表示エリ
ア３１４に配置されたコンテンツに関する情報である。
【００９０】
　更に、図１５に示すように、パネル表示エリア３１６には、複数のサムネイル画像３３
２と、カテゴリー名３３６と、プロバイダ名３４４と、関連情報３４６が表示される。カ
テゴリー名３３６は、複数のコンテンツが属するカテゴリーの名称であり、コンテンツが
カテゴリーごとに配置されるとき表示される。図１５に示す例では、画面３００全体にパ
ネル表示エリア３１６が拡張している。そして、再生されたり放送されたりしているコン
テンツを表示する画像表示エリア３０２は、パネル表示エリアの一部分となっているレイ
アウトである。なお、画像表示エリア３０２を設けずにパネル表示エリア３１６のみとし
てもよい。
【００９１】
　更に又は、図１６に示すように、パネル表示エリア３１８には、複数のWidget画像３５
２が表示される。Widget画像３５２は、ミニアプリケーションなどのWidgetを示す画像で
ある。Widgetには、例えば好みの画像を表示するアプリケーションや、最新のカレンダー
、天気予報又はスポーツ中継結果を表示するアプリケーションなどがある。
【００９２】
　パネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８の大きさ、デザイン、配置するコン
テンツなどは予め表示装置１０に設定しておいてもよいし、ユーザーがカスタマイズでき
るとしてもよい。
【００９３】
　更に、図１４及び図１５に示す例のように、コンテンツ提供配信サービスを行うプロバ
イダ側に、提供するコンテンツを配置するためのパネル表示エリア３１４，３１６のデザ
インを任せてもよい。このとき、表示装置１０は、パネル表示エリア３１４，３１６に関
する情報及びコンテンツ情報を、ネットワークを介して受信する。これにより、プロバイ
ダが望むパネルを表示装置１０の画面３００に表示させることができる。また、表示装置
１０は、表示装置１０が出荷時には含まないサービスや機能をユーザーに提供できる。
【００９４】
　［画像表示エリア３０２とパネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８の表示面
積について］
　画像表示エリア３０２は、パネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８、又はサ
ムネイル表示エリアなど、画像表示エリア３０２以外の情報を表示する面積に従って、表
示面積を変化させる。また、パネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８等に表示
する情報の情報量についても、パネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８の面積
に従って、最適化する。
【００９５】
　更に、パネル表示エリア３１２，３１４，３１６，３１８は、パネル表示エリア３１２
，３１４，３１６，３１８に表示する情報の情報量に従って、パネル表示エリア３１２，
３１４，３１６，３１８の面積を変化させてもよい。
【００９６】
　［Widget画像の重畳表示］
　図１６に示すように画像表示エリア３０２上にWidget画像３６２を重畳表示してもよい
。Widget画像３６２を重畳表示させるには、パネル表示エリア３１８にWidget画像３５２
が表示されているとき、リモートコントローラ６００を用いて、一つのWidget画像３５２
を選択し、Widget画像３５２を移動しリリースすることで実現する。なお、本実施形態で
は、Widget画像３６２が画像表示エリア３０２に重畳表示される場合について説明したが
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、本発明はこの例に限定されない。例えば、サムネイル画像や関連情報など各種情報につ
いても画像表示エリアに重畳表示が可能であるとしてもよい。
【００９７】
　Widget画像３６２は、画像表示エリア３０２に表示されているコンテンツに関連した情
報の場合のみ、画像表示エリア３０２上に重畳表示できるとしてもよいし、画像表示エリ
ア３０２に表示されているコンテンツに関わらず重畳表示できるとしてもよい。
【００９８】
　また、図１７に示すように、Widget画像３６２は、パネル表示モードの画面３００にお
ける画像表示エリア３０２上だけでなく、全画面表示モードの画面１００の画像表示エリ
ア１０２上にも表示可能である。例えば、パネル表示モードで一度Widget画像３６２を重
畳表示させたのちは、リモートコントローラ６００に設けられた「画面表示」ボタンの押
圧で、Widget画像３６２の表示又は非表示を切り替えることができるようにしてもよい。
図１７は、全画面表示モードの画面１００におけるWidget画像３６２の表示又は非表示の
切り替えを示す説明図である。
【００９９】
　［関連情報表示エリア３０４とパネル情報表示エリア３２０について］
　関連情報表示エリア３０４とパネル情報表示エリア３２０の表示面積についても、画像
表示エリア３０２やパネル表示エリア３１２，３１４に表示するコンテンツの種類や情報
量に従って、表示面積を変化させる。また、関連情報表示エリア３０４とパネル情報表示
エリア３２０は、表示する情報の情報量に従って、表示面積を変化させてもよい。
【０１００】
　関連情報表示エリア３０４とパネル情報表示エリア３２０に表示する情報は、画面３０
０上の画像表示エリア３０２に表示されているコンテンツと、パネル表示エリア３１２，
３１４に表示するコンテンツとの関連性を考慮して、表示又は非表示が切り替えられても
よい。そして例えば両者に競合関係がないと判断されたときのみ、画像表示エリア３０２
と同時にパネル表示エリア３１２、３１４とパネル情報表示エリア３２０を表示する。
【０１０１】
　又は、反対に、画面３００上の画像表示エリア３０２に表示されているコンテンツと、
パネル表示エリア３１２，３１４に表示するコンテンツとの関連性を考慮しないという選
択肢もあり得る。この場合は、例えば競合関係が生じていても、画像表示エリア３０２と
同時に、常にパネル表示エリア３１２、３１４とパネル情報表示エリア３２０を表示する
。
【０１０２】
　プロバイダは、画面３００上の画像表示エリア３０２に表示されているコンテンツとの
関連性を考慮して、パネル表示エリア３１２、３１４とパネル情報表示エリア３２０を表
示するか否かを決定できる。これにより、プロバイダは、広告の商品やサービスの競合関
係、又はスポンサーの競合関係を考慮して、コンテンツ提供サービスを実施できる。また
、プロバイダは、パネル表示エリアの形状、それに伴うパネル情報表示エリアの形状を考
慮して、コンテンツを配信することもできる。
【０１０３】
　［パネル表示モードの表示動作について］
　図２７は、パネル表示モードの表示動作を示すフローチャートである。
　まず、コンテンツを提供するプロバイダが配信するデータや、予め表示装置１０に蓄積
されたデータに基づいて、パネル表示モードにおいて表示するパネルに関する情報を取得
する（ステップＳ５０１）。その後、パネル表示モードに遷移すると（ステップＳ５０２
）、パネルの形状や、画像表示エリア３０２の大きさや、パネル表示エリア３１２，３１
４に表示するデータの情報量などに基づいて、パネルの大きさを決定し画面にパネルを表
示する（ステップＳ５０３）。
【０１０４】
　このとき、画像表示エリア３０２に表示するデータに関連した関連情報表示エリア３０
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４に表示するデータ、パネル表示エリア３１２，３１４に表示するデータに関連したパネ
ル情報表示エリア３２０に表示するデータといった関連情報がある否かが判断される（ス
テップＳ５０４）。そして、例えばプロバイダ側の要求として、画面３００上の画像表示
エリア３０２に表示されているコンテンツと、パネル表示エリア３１２，３１４に表示す
るコンテンツとの関連性を考慮するか否かなどの表示条件が判断される（ステップＳ５０
５）。
【０１０５】
　例えば、関連情報表示エリア３０４とパネル情報表示エリア３２０に表示する情報は、
画像表示エリア３０２に表示されているコンテンツと、パネル表示エリア３１２，３１４
に表示するコンテンツとの間に競合関係がないときのみ、画像表示エリア３０２と同時に
パネル表示エリア３１２、３１４とパネル情報表示エリア３２０を表示する（ステップＳ
５０６）。反対に、画像表示エリア３０２に表示されているコンテンツと、パネル表示エ
リア３１２，３１４に表示するコンテンツとの間に競合関係があるときは、画像表示エリ
ア３０２と同時にパネル表示エリア３１２、３１４とパネル情報表示エリア３２０を表示
しない（ステップＳ５０７）。
【０１０６】
　なお、画面３００上の画像表示エリア３０２に表示されているコンテンツと、パネル表
示エリア３１２，３１４に表示するコンテンツとの関連性を考慮しない場合もある。この
場合は競合関係の有無にかかわらず、画像表示エリア３０２と同時に、常にパネル表示エ
リア３１２、３１４とパネル情報表示エリア３２０を表示する（ステップＳ５０６）。
【０１０７】
　＜５．お薦め表示パネルの詳細＞
　［お薦め表示パネルの構成］
　図２０及び図２１は、お薦め表示パネル５１２，５１４が表示された画面５００を示す
説明図である。お薦め表示パネル５１２，５１４は、例えば、画面５００の画像表示エリ
ア５０２に重畳されて、例えば画像表示エリア５０２の右上に表示される。
【０１０８】
　お薦め表示パネル５１２，５１４は、お好み視聴履歴収集アルゴリズムが推定した個人
嗜好情報や、表示装置１０に登録されている個人嗜好情報に基づいて、将来の番組情報や
プロバイダが提供する情報などを参照してユーザー向けのお薦め情報をパネル上に表示す
る。図２０や図２１に示したお薦め表示パネル５１２，５１４は、例えば、インターネッ
トから収集した情報から個人嗜好情報に沿ったお薦めコンテンツの情報を表示する。特に
、図２０に示したお薦め表示パネル５１２は、お薦めコンテンツの新着情報を表示する。
お薦めコンテンツとは、ユーザーが未だ取得したことがない例えば放送番組、Widget（ミ
ニアプリケーションソフト）、プロバイダが提供するコンテンツ等である。また、お薦め
コンテンツとは、表示装置１０に新規に接続された外部入力機器、現在視聴中のコンテン
ツに関連するコンテンツ（例えば、同時刻に放送されている番組、類似したジャンルのコ
ンテンツなど）である。
【０１０９】
　お薦め表示パネル（第１モード）５１２には、アイコン画像５２２、お薦めコンテンツ
に関する文章情報５２４が表示される。お薦め表示パネル５１４（第２モード）には、ア
イコン画像５２２、お薦めコンテンツに関する文章情報５２４、スクロールバー５２６、
サムネイル画像５３２、詳細情報５３４、ボタン５３６，５３８が表示される。
【０１１０】
　アイコン画像５２２は、お薦め情報ごとに表示され、そのおすすめ情報が選択されると
どのような表示モードに遷移して表示されるかが表現された、例えば図８のような形状を
有する。なお、アイコン画像５２２は図８の形状に限定されない。お薦めコンテンツに関
する文章情報５２４は、お薦め情報のタイトル、簡単な内容などである。スクロールバー
５２６は、おすすめ情報の項目数が多く、お薦め表示パネル５１４内に表示しにくい場合
に表示される。サムネイル画像５３２は、詳細表示されているお薦め情報に関連する画像
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である。詳細情報５３４には、お薦め表示パネル５１４上で選択されている項目の詳細な
情報が表示される。ボタン５３６、５３８は、例えば選択ボタン、登録ボタンなどである
。
【０１１１】
　リモートコントローラ６００の上キー又は下キーを操作することで、お薦め表示パネル
５１４に表示された各お薦めコンテンツを移動することができる。そして、リモートコン
トローラ６００の「決定」ボタン押圧で詳細情報が表示される。
【０１１２】
　［お薦め表示パネルを使用した動作］
　図２８は、お薦め表示パネルの表示に関する動作を示すフローチャートである。
　まず、お薦め表示パネル５１２，５１４に表示可能な情報が取得される。このとき、表
示可能な情報が選択されると、どのような表示モードに遷移するかという表示モードに関
する情報も取得される（ステップＳ６０１）。
【０１１３】
　そして、お薦め表示パネル５１２，５１４に表示可能な情報が新規に取得されると、第
１モードでお薦め表示パネル５１２を画面５００の右上に表示する。このとき、表示され
た情報５２４が選択されると、どのような表示モードに遷移するかを表すアイコン画像５
２２も表示する（ステップＳ６０２）。お薦め表示パネル５１２，５１４に表示可能な情
報は、表示装置１０が受信したすべての情報でもよいし、個人嗜好情報に沿った情報に限
定してもよい。
【０１１４】
　次に、第１モードのお薦め表示パネル５１２から移行して第２モードでお薦め表示パネ
ル５１４を表示するため、ユーザーによる選択操作がリモートコントローラ６００で行わ
れたか否かを判断する（ステップＳ６０３）。ユーザーによる移行操作が行われた場合は
、画面５００上にお薦め表示パネル５１４を表示する（ステップＳ６０４）。
【０１１５】
　そして、リモートコントローラ６００の上キー又は下キーを操作することで、お薦め表
示パネル５１４に表示された各お薦めコンテンツを移動することができる。このとき、項
目選択操作が行われたか否かが判断される（ステップＳ６０５）。項目選択操作が行われ
ると、選択されたお薦めコンテンツの詳細情報が表示される（ステップＳ６０６）。更に
、詳細情報が表示された項目を表示するという決定操作が行われたか否かが判断される（
ステップＳ６０７）。決定操作が行われると、お薦めコンテンツの表示方法に対応した表
示モードでお薦めコンテンツを画面に表示する（ステップＳ６０８）。選択したお薦めコ
ンテンツがどのような表示モードで表示されるかは、アイコン画像５２２を参照すること
でユーザーは予測することができる。
【０１１６】
　一方、ステップＳ６０３、Ｓ６０５、Ｓ６０７でユーザーによる操作が行われなかった
場合は、リモートコントローラ６００に設けられた「ＭＶ」ボタンが操作されたか否かが
判断される（ステップＳ６０９）。「ＭＶ」ボタンが押圧された場合は、お薦め表示パネ
ル５１２，５１４を非表示にして、全画面表示モードに遷移する（ステップＳ６１０）。
「ＭＶ」ボタンの操作がない場合は、お薦め表示パネル５１２，５１４は表示され続ける
か、所定時間経過後に非表示となる。
【０１１７】
　［お薦め表示パネル５１４の詳細情報５３４］
　お薦め表示パネル５１４の詳細情報５３４に表示される内容について説明する。
　詳細情報５３４には、番組のロゴ名や、外部機器のアイコン、放送波の場合はチャンネ
ル名、ネットワークサービス名、番組タイトル、開始時間や終了時間、総時間などが表示
される。また、表示装置１０に接続された接続機器や、新たに接続された外部入力機器が
検出されたときは、ネットワーク上から取得された、接続機器や外部入力機器に関する、
名称・メーカー名・シンボルマーク等が表示される。更に、音楽データや写真等の画像デ



(20) JP 2011-41222 A 2011.2.24

10

20

30

40

50

ータなどを外部機器接続で取得した場合は、音楽データや画像データなどに関連した各種
情報がネットワーク上などから取得され、各種情報も同時に表示される。
【０１１８】
　なお、詳細情報５３４に表示できる内容として取得されたデータは、例えばパネル表示
モードの画面３００上の関連情報表示エリア３０４、パネル情報表示エリア３２０にも、
関連情報として表示可能である。また、複数コンテンツ表示モードの画面２００上の関連
情報表示エリア２３２やサムネイル画像に関連する情報として表示可能である。即ち、詳
細情報５３４に表示できる内容として取得されたデータは、画像表示エリアに表示された
メインコンテンツに関連する場合もあるし、サムネイル画像に関連する場合もあるし、パ
ネルに関連する場合もある。このように、新規に取得されたデータは、様々な表示形態で
活用できるし、反復使用も可能である。
【０１１９】
　また、ユーザーによって選択された項目は、ユーザーの個人嗜好情報として蓄積するこ
とで、次に、お薦め情報を取得するときに使用でき、更にユーザーにとって有効な情報を
提供しやすくなる。
【０１２０】
　＜６．リモートコントローラ６００＞
　図２３は、本実施形態に係るリモートコントローラ６００を示す正面図である。
　リモートコントローラ６００には、例えば、青色ボタン６１２、赤色ボタン６１４、緑
色ボタン６１６、黄色ボタン６１８があり、Widget／アプリボタン６２２、画面表示ボタ
ン６２４、十字キー６２６、決定ボタン６２８、戻りボタン６３２、オプションボタン６
３４、ＭＶボタン６３８、ＨＯＭＥボタン６４２、トリガースイッチ６３４等が設けられ
る。
【０１２１】
　全画面表示モードから複数コンテンツ表示モードに遷移する場合、ＭＶボタン６３８の
押圧で表示モードを切り替えることができる。複数コンテンツ表示モード、パネル表示モ
ード、又はお薦め表示パネルが表示された画面から、全画面表示モードに戻る場合も、Ｍ
Ｖボタン６３８の押圧で可能となる。
【０１２２】
　複数コンテンツ表示モードにおいて表示されている関連情報表示エリア２３２の情報は
、画面表示ボタン６２４の操作で、表示又は非表示の切り替えが可能である。
【０１２３】
　青色ボタン６１２、赤色ボタン６１４、緑色ボタン６１６、黄色ボタン６１８は、ＥＰ
Ｇ（電子番組表）等での選択用ボタンである。
【０１２４】
　トリガースイッチ６４４には、近接センサー、赤外線遮断センサー、又は押しボタンス
イッチ等が採用される。リモートコントローラ６００には、角速度センサー６０２と加速
度センサー６０４が備わり、画面上にカーソルを表示して、自由にカーソルを移動させる
ことが可能である。
【０１２５】
　リモートコントローラ６００は、フォーカス（ハイライト）が当たっているコンテンツ
に対して、十字キー操作によるコンテンツ選択操作が可能である。また同様に、リモート
コントローラ６００は、トリガースイッチ６４４に指をかざす動作又はトリガースイッチ
６４４を押圧する動作と、移動後のリリース動作によって、コンテンツ移動配置が可能で
ある。更に、モートコントローラ６００は、トリガースイッチ６４４に指をかざす動作又
はトリガースイッチ６４４を押圧する動作と、移動後のリリース動作によって、画像表示
エリア上への画像貼り付け、コンテンツ登録等が可能である。
【０１２６】
　トリガースイッチ６４４に指をかざす動作又はトリガースイッチ６４４を押圧する動作
（ＯＮの状態）がされたとき、画面上に既にフォーカスが当たっている画像（例えばサム
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ネイル画像や項目など）が基準位置と決定される。そして、リモートコントローラ６００
で検出された位置、速度、加速度に関する情報は、その基準位置に基づいて使用される。
そして、基準位置に基づいてオブジェクトを操作可能である。これにより、表示装置１０
及びリモートコントローラ６００は、表示画面サイズ、表示画面位置に応じたキャリブレ
ーション等の初期基準設定が不要となる。
【０１２７】
　また、本実施形態では、リモートコントローラ６００を左右に振る動作やカーソルを画
面枠外に移動させる動作で、画面遷移前の画面に戻るようにしてもよい。
【０１２８】
　図１６のように、オブジェクト（Widget画像）の移動操作を行う場合において、そのオ
ブジェクトを画像表示エリア３０２上に配置しようとするとき、選択したオブジェクトと
関連した動画、静止画又は写真等が拡大表示されるようにしてもよい。例えば、オブジェ
クトの移動配置後に、リモートコントローラ６００を前後、奥行き方向に振ることで拡大
縮小を行う。このとき、前側に振る場合は拡大させ、後ろ側に振る場合は縮小させる。更
に、リモートコントローラ６００を振る加速度によって、拡大率・縮小率を変化させる。
【０１２９】
　画像表示エリアからパネル表示エリアにコンテンツを登録する場合や、反対にパネル表
示エリアから画像表示エリアにコンテンツを登録する場合、リモートコントローラ６００
によって、コンテンツを選択し、移動先にコンテンツを移動する操作のみで登録を完了さ
せる。
【０１３０】
　従来は、オプションボタンを押圧してメニューを表示させた後、ボタン操作を経て登録
処理していたが、本実施形態のリモートコントローラ６００では、コンテンツ選択後、移
動後リリースの操作のみで、移動先にコンテンツを登録させることができる。なお、サム
ネイル表示エリア２１２の並び替えにおいても、リモートコントローラ６００で自由に配
置できることは、上述の通りである。
【０１３１】
　［リモートコントローラを使用した動作］
　図２９は、リモートコントローラ６００を使用した動作を示すフローチャートである。
　まず、トリガースイッチ６４４に指をかざす動作又はトリガースイッチ６４４を押圧す
る動作によって、トリガースイッチ６４４をＯＮとする操作があったか否かが判断される
（ステップＳ７０１）。トリガースイッチ６４４に指をかざす動作又はトリガースイッチ
６４４を押圧する動作がない場合は、十字キー６２６を用いた操作によって画面上の操作
を行う（ステップＳ７０３）。
【０１３２】
　一方、トリガースイッチ６４４をＯＮとする操作があった場合は、角速度センサー６０
２又は加速度センサー６０４といったジャイロセンサーを用いて、フォーカスが当たって
いる画像を基準にフリーカーソルモードで画面上の操作を行う（ステップＳ７０２）。
【０１３３】
　十字キー操作モード、又はフリーカーソルモードでユーザーによる操作があったときは
（ステップＳ７０４）、対応する表示動作を実行する（ステップＳ７０５）。操作に対応
する表示動作とは、例えば上述した動作であり、サムネイル画像の選択動作、移動動作な
どである。
【０１３４】
　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詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例又
は修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範
囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
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【０１３５】
　１０　　　表示装置
　１２　　　画像生成部
　１４　　　メニュー画面生成部
　２０　　　表示制御部
　３０　　　ディスプレイパネル
　４０　　　メモリ
　５０　　　制御部
　６０　　　通信制御部
　１００，２００，３００，４００　　　画面
　１０２，２０２，３０２，４０２　　　画像表示エリア
　２１２　　　サムネイル表示エリア
　２２０　　　サムネイル画像
　３１２，３１４，３１６，３１８　　　パネル表示エリア
　４２０　　　再生コントロールパネル
　６００　　　リモートコントローラ
　６０２　　　角速度センサー
　６０４　　　加速度センサー
　６０６　　　送信部
　６０８　　　制御部
　６４４　　　トリガースイッチ
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