
(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日 (10) 国際公開番号
2008 年2 月 日 (07.02.2008) PCT WO 2008/016031 A l

(51) 国際特許分類 (72) 発明者 および
H04N 7/173 (2006.01) H04M 1/00 (2006.01) (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 猪口洋平 (IN-
H04B 1/16 (2006.01) H04N が445 (2006.01) OGUCHI, Yohei) [JP/JP]; 〒1010064 東京都千代 田区
H04H 1/00 (2006.01) 猿楽町二丁目 8 番 1 6 号 株式会社 A C C E S S 内

(21) 国際出願番号 PCT/JP2007/064941 To㎏o (JP).

(74) 理人 : 松岡修平 (MATSUOKA, Shuhei); 〒2060034
(22) 国際出願 日 2007 年7 月3 1 日(31.07.2007) 東京都多摩市鶴牧 1丁目2 4 番 1号新都市センター
(25) 国際出願の言語 日木語 ピル 6 F Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語 日木語 (81) 指定国 (表示のない限 り、全ての種類の国内保護が
可能 ) : AE, AG, AL, AM, AT,AU, AZ, BA, BB, BG, BH,

ほ0) 優先権子一タ BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
l2006-209219 2006 年7 月3 1 日(31.07.2006) P DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,

(71) 出願人 (米国を除 < 全ての指定国について) : 株式会社 GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, 皿 KE, KG, KM, KN, KP,
A C C E S S (ACCESS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1010064 KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY,MA, MD, ME,
東京都千代田区猿楽町二丁目8 番 1 6 号 Tokyo ( P)・ MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,

/ 続葉有J

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE, DISPLAY SYSTEM, DISPLAY METHOD, AND PROGRAM

(54) 発明の名称 電子機器、表示システム、表示方法およびプログラム

(57) Abstract: An el㏄tronic devi㏄
面eludes: content acquisition means
capable of acquir面g a content ㏄quired
via a network or from a device or
generated in the device; 汁眈 山splay
me,皿s capable of 山splay面g the ㏄quired
first ㏄ tent; se㏄nd display means
㏄nfϊgured as a touch p㎝el for r㏄eiv面g
an input operation by a user and capable
of 山splay面g acquired s㏄ond content;
and display ㏄n廿ol means for execut面g
one of the followings ㏄cor山ng to a
predeterm面ed con山tion when the content
㏄q㎡sition me㎝s has acquired a third
㏄ntent while the 汁st and the second
㏄ntent are displayed on the first ㎝d
the s㏄ond display means, resp㏄tively:
(l)deletion of the s㏄ond content ㎝d
山splay of the third cont虹 it on the second
山splay means; (2) divided-display of the
first and the s㏄ond ㏄ntent on the 汁眈
山splay means and display of the third

11 PROGRAM CONT日NT ㏄ntent on the se㏄nd 山splay means; ㎝d
12 DATA BROADCAST CONTENT (3) divided-display of the se㏄nd and the
15 APTUR日 third content on the second display means.
16 MENU

AA DATA BROADCAST CONTENT

BB CAPTURE IMAGE
(57) 要約 : ネットワーク経由又は機

17 S日ARCH 器内部から取得、或いは機器内部で生
18 END 成 したコンテンツを取得可能なコ ンテ
CC IMAG日S日ARCH R日SULT ンツ取得手段と、取得された第 のコ

19 RE-SEARCH ンテンツを表示可能な第 の表示手段
と、 ーザによる入力操作を受け付け
可能なタッチパネルとして構成され、

取 された第 2 の i ン ンツを表示可能 み-第 の表示手段と 第 1 第 の表示手

続葉有



OM, PG, PH, PL, PT, Pの, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨー ロ ツパ (AT, BE, BG,
SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW. IS, IT, LT, LU, LV,MC, MT, NL, PL, PT, Rの, SE, SI, SK,

TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW,
ML, M NE, SN, TD, TG)

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が 瓦可 ・

能 ): ARIPO のW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, 添付公開書類 :
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), -Xーラ シT (AM, AZ, BY, —

段の各 に第 1 、第 のコ ンテンツが表示されている状態でコ ンテンツ取得手段が第 3 のコ ンテンツを取得 した
場合に、所定の条件に基づいて、 ( 1 ) 第 2 の表示手段において第 のコ ンテンツを消去 して第 のコ ンテンツを
表示、 ( 2 ) 第 1 の表示手段において第 1 と第 2 のコ ンテンツを分割表示すると共に第 2 の表示手段に第 のコ ン
テンツを表示、 ( 3 ) 第 の表示手段において第 と第 のコ ンテンツを分割表示、の何れかを実行する表示制御
手段 と、を具備する電子機器である。



明 細 苫

電子機器、泰テシステム、

技術分野

０００1 本発明は、地上デジタル放送等の放送を受信可能な電子機器、

示方法およびプログラムに関する。

背景技術

０００2 現在、地上デジタル放送の周波数帯域の一部を使った、携帯電話機等の携帯機

器用の地上デジタル放送ザ一ビス (いわゆるワンセグ放送 ) が開始されている。このワ

ンセグ放送においては、テレビ番組放送のコンテスソと、 (B oadcas M a k u p

a nguage) を記述言語として用いたデータ放送や字幕放送のコンテシソとが重畳され

て放送されており、携帯機器側では、各放送のデータを一の表示画面でそれぞれ分

割させて同時に表示させることが可能となっている。

０００3 ところで、上記ワンセグ放送を視聴中に、ユーザからの何らかの操作や、電話の若

信、電子メールの受信等の処理により、テレビ放送番組のコンテシソおよびデータ放

送のコンテシソ以外の他のコンテシソを表示する必要が生じた場合には、それまで表

示していたテレビ放送番組のコンテシソまたはデータ放送のコンテシソのいずれかの

表示を中止する必要がある。このため、ユーザはいずれかのコンテシソを見逃してし

まうこととなり、両コンテシソを上記他のコンテシソと同時に閲覧することを望むユーザ

にとっては利便性に欠ける結果となる。

０００4 テレビ番組放送のコンテシソとデータ放送のコンテスソとを表示する技術に関連し

て、特開平 35 2 号公報 (段落 ００2 4 ００2 6
」、図 等 ) には、親機として

のテレビの画面表示部にテレビ番組放送の映像を表示し、子機としての小型表示装

置に、映像の一部としての字幕情報 (テロッ )等の文字情報を表示させる技術が開

０００5 また特開2 ０００ 3 6 号公報 (段落 ００2
」、図 、図7 図9 等 ) には、主装置

(テレビ) にテレビ放送の画像情報を表示させるとともに、主装置が受信したテレビ放

送のぅち、文字放送またはデータ放送中の文字、静止画像等のデータを抽出し、静



止画表示用端末へ伝送して当該静止画表示用端末の液品表示部へ表示させる技

術が開示されている。この技術において、静止画表示用端末の液品表示部はタッチ

パネルとして機能するともに、Web ブラウザとしても機能し、主装置を介してWeb 上の

各種ザ一ビスを利用することが可能となっている。

０００6 更に、非特許文献 ( 日経 P社、 ロ、国内二ュ一ス CEATEC ボタン部分がタ

ッチパネルの携帯電話，ドコモと三菱電機が試作 、 on n 」
e 、2００5年 ０月 5 日、イ

ンターネッ く :h p : p o n kke bp c o p a c e NEW 2００5 1００5 222279 )

には、従来の携帯電話機の操作入力部としてのメヵ的なキーボードを廃して、操作

入力部をタッチパネルとした、2画面の携帯電話機が開示されている。このような2画

面の携帯電話機において、上記ワンセグ放送を表示させる場合には、一方の表示画

面にテレビ番組放送のコンテンソを表示させ、他方の表示画面に操作入力用のキ一

およびデータ放送のコンテシソを表示させるような形態が想定される。

発明の開示

０００7 しかしながら、上記のいずれの文献においても、テレビ番組放送のコンテシソおよ

びデータ放送のコンテシソを2画面にそれぞれ表示させた場合に、更に他のコンテン

ソを表示させる必要が生じた場合の対策については何ら開示されていない。したが

って、各文献の技術においては、2画面のうち一方を他のコンテシソの表示用として

利用した場合には、テレビ番組放送のコンテシソとデータ放送のコンテンソのいずれ

かの表示を中止せざるを得ない。

０００8 以上のような事情に鑑み、本発明の目的は、テレビ番組放送のコンテシソとデータ

放送のコンテシソのいずれの表示も続行させながら、他のコンテシソを表示させること

が可能な電子機器、表示システム、表示方法およびプログラムを提供することにある

０００9 上述の課題を解決するため、本発明の主たる観点に係る電子機器は、ネットワーク

経由又は機器内部から取得、或いは機器内部で生成したコンテシソを取得可能なコ

ンテシソ取得手段と、取得された第 のコンテシソを表示可能な第 の表示手段と、ユ

ーザによる入力操作を受け付け可能なタッチパネルとして構成され、取得された第2

のコンテシソを表示可能な第2の表示手段と、第 、第2の表示手段の各々に第 、第



2のコンテシソが表示されている状態でコンテシソ取得手段が第3のコンテシソを取

得した場合に、所定の条件に某づいて、

( ) 第2の表示手段において第2のコンテシソを消去して第3のコンテシソを表示

(2 )第 の表示手段において第 と第2のコンテシソを分割表示すると共に第2の表

示手段に第3のコンテシソを表示

(3) 第2の表示手段において第2と第3のコンテシソを分割表示

の何れかを実行する表示制御手段と、を具備することを特徴とした機器である。

００1０ このような構成によれば、第3のコンテンソを取得した際に、表示制御手段が所定の

条件に某づいて、それまで第 の表示手段に表示されていた第 のコンテシソと、第

2の表示手段に表示されていた第2のコンテシソの表示を中止することなく両者を例

えば第 の表示手段に分割表示し且つ第2の表示手段に第3のコンテンソを表示し

たり、或いは第 の表示手段に第 のコンテシソを表示し且つ第2の表示手段に第2

と第3のコンテシソを分割表示したりすることが可能となる。このような表示制御が実行

された場合には、ユーザは第3のコンテンソを閲覧しつつも第 、第2のコンテシソも

継続して閲覧でき、所望のコンテシソを見逃すことがなくなる。

００11 なお、ここで電子機器とは、例えば携帯電話機やゲーム機器、P (Pe sona D g

a Ass s an s) 等の携帯型の電子機器である。また、ネットワークとは、例えばデジタ

ル 放送等の放送ネットワーク、キヤリアの通信網、イントラネット、インターネット等

を含む各種通信網である。附吉するに放送ネットワークには、例えばいわゆるワンセ

グ放送を含れ地上デジタル放送、 S (B oadcas ng a e e) デジタル放送、C S (Co

mm n ca on a e e ) デジタル放送、およびアナログ放送等が含まれる。また、コン

テシソとは、例えばネットワーク経由で伝送される、又は端末に格納されている、ユー

ザが鑑賞する映像や画像、放送番組、音楽、文章、又はそれらの細み合わせから構

成される一纏まりの情報である。また、分割表示には、例えばコンテシソを画面上で

分割させて表示させる場合や、P P (P c u e n c u e) によってコンテシソを重畳表

示させる場合等が含まれる。

００12 上記電子機器は、入力操作で選択対象となる選択情報が第3のコンテシソに含ま

れているか否かを判断する選択情報判断手段を更に備えた構成としても良い。第3



に該選択情報が含まれると判断される場合に、表示制御手段は、第2の

表示手段において第3のコンテン"ソを単独、又は第2のコンテン"ソと共に分割表示し

、第3のコンテン"ソに該選択情報が含まれないと判断される場合に、表示制御手段は

、第 の表示手段において第3のコンテン"ソを単独、又は第 のコンテン"ソと共に分割

表示する。

００13 この構成によれば、選択情報が第3のコンテン"ソに含まれる場合には、当該コンテ

ン"ソをタッチパネル上に表示させることが可能となる。よって、ユーザが指先やスタイ

ラス等で選択情報をタッチする等を了 、刊 、当該第3のコンテン"ソに対して操作を行うこ

とが可能となる。ここで選択情報とは、Webぺ一ジや画像データ、テキストデータ等へ

のハイパーリンク 吉報や各種起動コマンド情報等である。

００14 また、上記電子機器は、コンテン"ソの表示形態をユーザが指定するための表示形

態指定手段を更に備えた構成としても良い。表示制御手段は、コンテン"ソ取得手段

が第3のコンテン"ソを取得した場合に、表示形態指定手段でユーザが指定した条件

に某づいて各コンテン"ソを表示する。

００15 ここで、第3のコンテン"ソは、例えば第 又は第2のコンテン"ソに関連した関連情報

を有するコンテン"ソである。例として、第3のコンテン"ソは、第 のコンテン"ソから抽出

された画像データや、第2のコンテン"ソと関連付けられた画像ノテキストデータ、ネッ
トワークを介して受信した電子メールファイルや画像ノテキストデータ、電話の若信を

示す画像データ、電話をかける際に必要な数字キ一等の画像データ、電子メールを

受信したことを示す画像データ、電子メールソフトやゲームソフト等のアプリケーション

を起動させるための画像データ等、あらゆる画像データ (静止画像および動画像を含

む)やテキストデータである。

００16 上記電子機器は、第 の表示手段に表示された第 のコンテン"ソのうち少なくとも

フレームの画像をキヤプチヤ画像として記録する記録手段を更に具備し、第2の表示

手段が、選択情報判断手段の判断に従って、記録されたキヤプチヤ画像を第3のコ

ンテン"ソとして表示する構成としても良い。

００17 更に、上記電子機器は、キヤプチヤ画像に某づいて検索用データを作成する検索

用データ作成手段と、作成された検索用データを所定のネットワークを介して検索ザ



一バに送信し、検索用データに応じた検索結果を当該検索ザーバから受信する通

信手段とを更に具備し、第2の表示手段が、選択情報判断手段の判断に従って、受

００18 この構成によれば、第 の表示手段に表示された第 のコンテシソのキヤプチヤ画

像を某に当該キヤプチヤ画像の関連情報を検索する場合でも、当該キヤプチヤ画像

およびその検索結果情報を第2の表示手段に表示させると同時に、第 と第2のコン

デスソも何れかの表示手段に同時に表示させることが可能であり、検索結果と共に第

と第2のコンテシソをユーザが継続して閲覧することができる。この場合、キヤプチヤ

画像を記録するためのボタン画像を第2の表示手段に表示させてユーザに押下操作

させるようにしてもよいし、第 および第2の表示手段上ではなくメカ的なボタンを電子

機器が備えていても構わない。

００19 なお、ここで関連情報とは、キヤプチヤ画像に含まれる人物や動物、図形その他の

物に関する情報が掲載されたWeb ザイトの一覧や、キヤプチヤ画像に含まれる物を

商品として購入するためのWebザイトの画面、キヤプチヤ画像に含まれる人物や物に

関連するコンテシソを購入または取得するためのWeb ザイトの画面等である。また検

索用データとは、キヤプチヤ画像そのもののデータや、当該キヤプチヤ画像から抽出

された特徴点データ等である。また、Web 上のデータのみならず、電子機器が

やフラッシュメモり等の記，憶装置を有している場合には、当該記憶装置に記憶された

データを関連情報として検索しても構わない。

００2０ また、上記電子機器は、表示されたキヤプチヤ画像中から所定範囲の対象領城画

具備し、検索用データ作成手段が、領城指定操作入力手段によって抽出された対

象領城画像を用いて検索用データを作成する構成としても良い。

００2 1 これにより、キャプチャ画像に複数の人物や物が含まれる場合や、キャプチャ画像

中に占める人物や物の大きさが 、さい場合に、当該キャプチャ画像中から所定範囲

の対象領城画像を抽出することで、検索対象を特定したり、検索効率を向上させたり

することができる。

００22 上記電子機器において、領城指定操作入力手段は、キャプチャ画像が表示された



第2の表示手段上でュ一ザの指またはスタイラスにより囲まれた領城に含まれる画像

を対象領城画像として抽出するよぅにしても良い。

００23 これにより、ュ一ザは指またはスタイラスによりキヤプチヤ画像の一部を囲む操作を

するだけで容易に対象領城画像を抽出させることができる。

００24 また、領城指定操作入力手段は、キヤプチヤ画像が表示された第2の表示手段上

でュ一ザの指またはスタイラスにより接触された点を中心として所定の大きさの枠を

表示させ、当該枠内に含まれる画像を対象領域画像として抽出するよぅにしても構わ

ない。

００25 これにより、ュ一ザは指またはスライラスによりキヤプチヤ画像の一点に触れるだけ

で、容易に対象領城画像を抽出させることができる。

００26 上記電子機器において、通信手段は、電話の呼出信号の送受信が可能であり、表

示制御手段は、通信手段により呼出信号の若信があった場合または呼出信号を発

信する場合に、当該着信または発信を示す画像データを第2のコンテシソに代わっ
て第3のコンテシソとして第2の表示手段に表示させるとともに、第 の表示手段に第

および第2のコンテシソを分割させてそれぞれ表示させるよぅにしても良い。

００27 これにより、電子機器へ電話がかかってきた場合または他の機器へ電話をかける場

合には、それらを示す画像データを第2の表示手段に表示させるとともに、第 の表

示手段において第2のコンテシソおよび第 のコンテシソの視聴をュ一ザに続行させ
ることができる。

００28 上記電子機器において、通信手段は、電子メールデータの送受信が可能であり、

表示制御手段は、電子メールデータを受信した場合または電子メールデータを送信

する場合に当該受信または送信を示す画像データを第2のコンテン、ソに代わって第

3のコンテシソとして第2の表示手段に表示させるとともに、第 の表示手段に第 お

よび第2のコンテシソを分割させてそれぞれ表示させるよぅにしても構わない。

００29 これにより、電子メールを送受信した場合には、それらを示す画像データを第2の表

示手段に表示させるともに、第 の表示手段において第2のコンテシソおよび第 のコ

ンテスソの視聴をュ一ザに続行させることができる。

００3０ また、この場合、表示制御手段は、第2の表示手段に対するュ一ザ操作に某づい



て、送信すべき電子メールデータを作成するための作成画面を第2のコンテンツに代

わって第3のコンテンツとして第2の表示手段に表示させるとともに、第 の表示手段

に第 および第2のコンテンツを分割させてそれぞれ表示させる構成としても良い。

００3 1 これにより、送信すべき電子メールデータを作成する場合でも、第 の表示手段に

おいて第 のコンテンツおよび第2のコンテンツの視聴をユーザに続行させることがで

きる。

００32 記電子機器において、第2のコンテンソには、外部コンテンツへのハイパーリンク

情報が含まれており、表示制御手段は、第2の表示手段においてユーザからハイパ

ーリング清報に対する操作が入力された場合に、当該ハイパーリング清報に対応する

外部コンテンツを第2のコンテンツに代わって第3のコンテンツとして第2の表示手段

に表示させるとともに、第 の表示手段に第 および第2のコンテンツを分割させてそ

れぞれ表示させるようにしても良い。

００33 これにより、第3のコンテンツとしてハイパーリンク 吉報に対応する外部コンテンツを

表示する場合でも、第 の表示手段において第 および第2のコンテン、ソの視聴をユ

ーザに続行させることができる。

００34 記電子機器において、第2のコンテンソには、当該電子機器において所定のア

プリケーションを起動させるための起動コマンド情報が含まれており、表示制御手段

は、第2の表示手段においてユーザから起動コマンド情報に対する操作が入力され

た場合に、当該起動コマンド情報に対応する起動画面を第2のコンテンツに代わって

第3のコンテンツとして第2の表示手段に表示させるとともに、第 の表示手段に第

および第2のコンテンツを分割させてそれぞれ表示させるようにしても良い。

００35 これにより、第2のコンテンツに含まれる起動コマンド吉報を某に各種アプリケーショ

ンを起動させる場合にも、第 および第2のコンテンツの表示を続行させることができ

る。

００36 上記電子機器において、表示制御手段は、第3のコンテンツを表示させるにあたり

、第 の表示手段に表示された第 のコンテンツと、第2の表示手段に表示された第2

のコンテンツとの関連性を判断する第2の判断手段を有し、関連性があると判断され

た場合に、第2のコンテンツに代わって第3のコンテンツを第2の表示手段に表示さ



せるとともに、第 および第2のコンテンツを第 の表示手段に分割させてそれぞれ表

示させ、関連性がないと判断された場合に、第2のコンテンツに代わって第3のコンテ

ンツを第2の表示手段に表示させるとともに、第 の表示手段に表示された第 のコン

テンツの表示を維持させるようにしても構わない。

0037 これにより、第 のコンテンツと第2のコンテンツとが関連性を有する場合には、第3

のコンテンツを第2の表示手段で視聴しながら、それら関連する両コンテンツを第 の

表示手段、すなわち一の表示手段でまとめて分かりやすい形でユーザに視聴させる

ことができる。また第 のコンテンツと第2のコンテンツとが関連性を有しない場合には

び第2の表示手段においてそれぞれ大画面でユーザに見やすい状態で視聴させる

ことができる。この場合、第 のコンテシソおよび第2のコンテシソのうち少なくとも一方

に両者の関連性を示すフラグ情報が含まれていればよい。またフラグ情報が含まれ

ない場合でも、例えば第 のコンテシソに対して画像解析処理等を施して第2のコン

テシソとの関連性を判断するようにしても良い。

００38 また、この場合、表示制御手段は、第2の表示手段に第3のコンテシソを表示させる

にあたり、第 の表示手段に第 および第2のコンテシソをそれぞれ分割表示させる

か、または、第 の表示手段に第 のコンテシソを表示させて第2のコンテシソを表示

させないかをユーザに選択させるための画面を第 の表示手段または第2の表示手

段に表示させるよう制御する構成としても良い。

００39 これにより、ユーザの好みに応じて第2のコンテシソの表示 非表示を選択させるこ

とができるため、利便性が向上する。

００4０ また、例えば、第 のコンテシソは放送局が放送するテレビ番組放送であり、第2の

コンテシソはテレビ番組放送と共に放送されるデータ放送である。データ放送には、

例えば文字放送が含まれる。

００4 1 また、上記電子機器は、電子機器本体に対する第 の表示手段の向きを検知する

向き検知手段を更に備えた構成としても良い。表示制御手段は、コンテシソ取得手

段が第3のコンテシソを取得した場合に、検知手段による検知結果が満たす条件に



００4 2 また、本発明の他の観点に係る電子機器は、ネットワーク上のコンテシソ、又はロ一

ヵルに置かれたコンテスソを取得可能なコンテシソ取得手段と、少なくとも つがタッ

チパネルとして構成された、該コンテシソを表示可能な複数の表示手段と、何れの表

示手段にもコンテシソが表示されている状態でコンテシソ取得手段が新たにコンテン

ソを取得すると、該新たなコンテシソがタッチパネル上で操作可能な内容を含むか否

かに応じてその表示先となる表示手段を設定する表示先設定手段と、現在の表示コ

ンテンツおよび新たなコンテンツの企てが何れかの表示手段に表示されるよう、該設

定に応じて一画面中に分割表示すべきコンテシソを決定する分割表示決定手段と、

を具備することを特徴とした機器である。

００4 3 本発明の他の観点に係る表示システムは、第 の電子機器と第2の電子機器とから

なる表示システムであって、第 の電子機器は、ネットワーク経由又は機器内部から

取得、或いは機器内部で生成したコンテシソを取得可能なコンテシソ取得手段と、取

得された第 のコンテシソを表示可能な第 の表示手段と、第2の電子機器とデータ

通信する第 の通信手段とを備え、第 の通信手段が、コンテシソ取得手段が第2の

コンテシソを取得すると、当該第2のコンテシソを第2の電子機器に送信する。また、

第2の電子機器は、第 の電子機器とデータ通信する第2の通信手段であって、第

の通信手段が送信した第2のコンテシソを受信する第2の通信手段と、ユーザによる

入力操作を受け付け可能なタッチパネルとして構成され、受信した第2のコンテシソ

を表示する第2の表示手段とを備える。第 の電子機器は、第 、第2の表示手段の

各々に第 、第2のコンテスソが表示されている状態でコンテシソ取得手段が第3のコ

ンテシソを取得した場合に、所定の条件に応じて、第 の表示手段の制御、および第

の通信手段によるデータ通信を経た第2の電子機器の制御を行い、

( ) 第2の表示手段において第2のコンテシソを消去して第3のコンテシソを表示

(2 )第 の表示手段において第 と第2のコンテシソを分割表示すると共に前記第2

の表示手段に前記第3のコンテシソを表示

(3) 第2の表示手段において第2と第3のコンテシソを分割表示

の何れかを実行する表示制御手段とを具備することを特徴とする。

００4 4 ここで第 の電子機器とは例えばテレビジョン、P C (Pe sona Comp u e )等の据え



置き型の電子機器であり、第2の電子機器とは、りモートコントローラ、携帯電話機、

ゲーム機器、P 等の携帯型の電子機器である。このような構成によれば、第3のコ

ンテン"ソを取得した際に、表示制御手段が所定の条件に某づいて、それまで第 の

表示手段に表示されていた第 のコンテン"ソと、第2の表示手段に表示されていた第

2のコンテン"ソの表示を中止することなく両者を例えば第 の表示手段に分割表示し

且つ第2の表示手段に第3のコンテン"ソを表示したり、或いは第 の表示手段に第

のコンテン"ソを表示し且つ第2の表示手段に第2と第3のコンテン"ソを分割表示したり

することが可能となる。このような表示制御が実行された場合には、ユーザは第3のコ

ンテン"ソを閲覧しつつも第 、第2のコンテン"ソも継続して閲覧でき、所望のコンテン

"ソを見逃すことがなくなる。

００45 また、上記表示システムにおいて第 の電子機器は、入力操作で選択対象となる選

択情報が第3のコンテン"ソに含まれているか否かを判断する選択情報判断手段を更

に備えた構成としても良い。第3のコンテン"ソに該選択情報が含まれると判断される

場合に、表示制御手段は、第2の表示手段において第3のコンテン"ソを単独、又は第

2のコンテン"ソと共に分割表示し、第3のコンテン"ソに該選択情報が含まれないと判

断される場合に、表示制御手段は、第 の表示手段において第3のコンテン"ソを単独

、又は第 のコンテン"ソと共に分割表示するよう第 および第2の表示手段を制御する

００46 また、本発明の主たる観点に係るコンテン"ソの表示方法は、ネットワーク経由又は

機器内部から取得、或いは機器内部で生成した第 および第2のコンテン"ソを取得

する第 のコンテン"ソ取得ステップと、第 のコンテン"ソを第 の表示画面に表示する

第 の表示ステップと、ユーザによる入力操作を受け付け可能なタッチパネルで構成

された第2の表示画面に第2のコンテン"ソを表示する第2の表示ステップと、第3のコ

ンテン"ソを取得する第2のコンテン"ソ取得ステップと、所定の条件に某づいて、

( )第2の表示画面において第2のコンテン"ソを消去して第3のコンテン"ソを表示

( )第 の表示画面において第 と第2のコンテン"ソを分割表示すると共に第2の表

示画面に第3のコンテン"ソを表示

( )第2の表示画面において第2と第3のコンテン"ソを分割表示



の何れかを実行する表示制御ステップと、を含れ方法である。

００4 7 このような方法によれば、第3のコンテンソを取得した際に、所定の条件に某づいて

、それまで第 の表示画面に表示されていた第 のコンテシソと、第2の表示画面に

表示されていた第2のコンテシソの表示を中止することなく両者を例えば第 の表示

画面に分割表示し且つ第2の表示画面に第3のコンテシソを表示したり、或いは第

の表示画面に第 のコンテシソを表示し且つ第2の表示画面に第2と第3のコンテン

ツを分割表示したりすることが可能となる。このような表示制御が実行された場合には

、ユーザは第3のコンテンソを閲覧しつつも第 、第2のコンテシソも継続して閲覧で

き、所望のコンテシソを見逃すことがなくなる。

００48 上記表示方法は、入力操作で選択対象となる選択情報が第3のコンテシソに含ま

れているか否かを判断する選択情報判断ステップを更に含れ方法であり得る。第3の

コンテンソに該選択情報が含まれると半り断される場合に、表示制御ステップにおいて

、第2の表示画面に第3のコンテシソを単独、又は第2のコンテシソと共に分割表示し

、第3のコンテシソに該選択情報が含まれないと判断される場合に、表示制御ステッ

プにおいて、第 の表示画面に第3のコンテンソを単独、又は第 のコンテシソと共に

分割表示する。

００49 また、本発明の主たる観点に係る連係動作実行プログラムは、上記連係動作実行

方法をコンピュータに実行させるためのプログラムである。

図面の簡単な説明

００5０ 図 本発明の第 の実施形態におけるデジタル放送受信システムの概略的な構成

を示した図である。

図2 本発明の第 の実施形態における携帯電話機 ００の外観を詳細に示した図で

ある。

図3 本発明の第 の実施形態における携帯電話機 ００のハードウェア構成を示した

ブロック図である。

図4 本発明の第 の実施形態における携帯電話機 ００の放送受信時の動作を示し

たフローチヤートである。

図5 本発明の第 の実施形態において、携帯電話機 ００が放送受信時に画像キヤ



2 の表示例の遷移を示した図である。

図6 本発明の第 の実施形態において、他のコンテシソとしてキャプチャ画像および

検索結果画像の代わりに着信画面を表示する例を示した図である。

図7 本発明の第 の実施形態において、他のコンテシソとしてキャプチャ画像および

検索結果画像の代わりにWeb コンテン、ソを表示する例を示した図である。

図8 本発明の第2 の実施形態における表示システムの構成および動作を示した図

である。

図9 本発明の第2 の実施形態における表示システムの動作を示したシーケンス図で

ある。

発明を実施するための最良の形態

００5 1 以下、本発明の実施の形態を図面に某づき説明する。

実施例 1

００5 2 まず、本発明の第 の実施形態にっいて説明する。図 は、本実施形態におけるデ

、ジタル放送受信システムの概略的な構成を示した図である。

００5 3 同図に示すよぅに、本実施形態の表示システムは、携帯電話機 ００と、放送局2００

と、Web ザーバ4 ００、検索ザーバ 5 ００とからなる。放送局2００は、例えば地上デジタ

ル放送の規格である S ( n eg a ed e v ces D g a B oadcas ng Te es a

) を利用して、据え置き型のテレビ受像機以外にも、携帯電話機 ００のよぅな携帯機

器に対する地上デジタル放送ザ一ビス (ヮンセグ放送 ) を提供する。放送局2 ００は、

所定周波数の電波を搬送波として、当該搬送波に、放送番組の映像信号および音

声信号の他、番組関連情報、ニュース、天気予報等のデータ放送信号や字幕放送

信号等を例えばO (O hogona equenc D v s on Mu p ex ng :直交波周波

数分割多重 ) 等の方式で変調して多重化し、放送信号として放送する。データ放送

信号は、記述言語として例えば を用いて作成されており、番組に関連するWeb

ザイトの (Un o m Reso u ce oc a o )へのリンク 吉報等も含まれている。ここで番

組に関連するWeb ザイトとは、番組提供者のWeb ザイトの他、番組のスポンザーのW

。bザイト、番組に関連する商品を購入するためのW。bザイト等である。データ放送信



号は例えば PG (E ec on c og am G u de) 等の情報を含むものであっても良い。

００5 4 このWeb ザイトは、携帯電話機 ００とインターネット3００等のネットワークを介して接

続されたWeb ザーバ4００により提供される。Web ザーバ4００は、当該Web ザイトを構

成する各Web ぺ一ジや各種画像データ等のコンテシソを格納するデータベース4 ０

を有している。

００5 5 携帯電話機 ００は、上記放送局2００から放送信号を受信して、番組放送やデータ

放送のコンテシソを表示し、またデータ放送のコンテシソにリンクされたWeb ザイト上

のコンテシソを上記Web ザーバ4００から取得して表示する。

００5 6 図2は、携帯電話機 ００の外観を詳細に示した図である。同図に示すよぅに、携帯

電話機 ００は、第 の笛体 と第2の笛体 2 とがヒンジ部3を介して回動可能 (開閉可

能 ) に接続された、いわゆる折りたたみ式の携帯電話機である。

００5 7 第 の笛体 の内面には、通話中の受話音声信号や放送番組の音声信号を出力

するスピーヵ4 と、例えばS ( upe Tw s e d Nema c qu d C s a )液品または

(Th n m T ans s o qu d C s a )液品からなる第 の表示部 が設けられて

いる。第 の表示部 には、放送局2００から受信した放送信号のぅち、放送番組のコ

ンテシソ(以下、番組コンテシソと称する) 番組コンテシソの映像信号や、通話機能、

メール機能等の各種メニュー画面等が表示される。

００5 8 また第2の笛体 2の内面には、通話中のユーザの送話用音声を集音するマイクロフ

オン5 と、液品表示部兼タッチパネルとして機能する第2の表示部 2が設けられてい

る。第2の表示部 2には、放送局2００から受信した放送信号のぅちデータ放送や字

幕放送のコンテシソ(以下、データ放送コンテシソと称する) や、ダイアルや電子メー

ル作成に必要なナンバーキーや十字キ一等の操作入力用画像が表示され、ユーザ

は例えば指先やスタイラスによって当該第2の表示部 2 にタッチすることで携帯電話

機 ００の操作が可能となっている。

００5 9 図3 は、携帯電話機 ００のハードウェア構成を示したブロック図である。

００6０ 同図において、電話用アンテナ2 は、例えば内藏アンテナであり、通話やパケット

通信のための電波の送受信を行ぅ。通信部2 2は、当該電話用アンテナ2 により送受

信される電波の周波数変換や変調および復調を行ぅ。なお、パケット通信において送



受信されるデータは、電子メールデータ、プログラムデータ、上記Web ザーバ4 ００の

データベース4 ０等に格納された画像ノテキストデータ、その他の各種データである

００6 1 マイクロフオン5 は、 (アナログ デジタル) コンバータや増幅器等を有し、ユ

ーザから入力された送話用のアナログ音声データをデジタル音声データヘ変換して

C P (Cen a ocess ng Un ) 2 4 へ送る。C P 24へ送られたデジタル音声データ

は、符号化された後、通信部2 2および電話用アンテナ2 を介して送信される。

００6 2 放送用アンテナ は、上記放送局2００から放送される放送信号を受信し、復調部

へ出力する。復調部 は、当該受信された放送信号を復調して、デコーダ3 3へ

出力する。デコーダ は、復調された放送信号を復号し、番組コンテシソの映像信

号および音声信号と、データ放送コンテシソの映像信号とに分離する。

００6 3 番組コンテ 、ンソの映像信号は コンバータ3 4 へ、番組コンテシソの音声信号

は コンバータ へ、そしてデータ放送コンテシソの映像信号は コンバー

タ へそれぞれデジタル信号として出力され、各 コンバータにおいてそれぞ

れアナログ信号に変換される。そして、番組コンテシソの映像信号は第 の表示部

へ、番組コンテンソの音声信号はスピーヵ4 へ、データ放送コンテシソの映像信号は

第2の表示部 2へそれぞれ出力され、表示処理および音声出力処理がなされる。

００6 4 第 の表示部 は、携帯電話機 ００が放送信号を受信していない場合には、例え

ば各種メニュー画面や着信画面、通話画面、メール作成画面、メール送信 受信画

面、電話帳画面、ゲーム画面等の各種画面を表示することが可能となっている。

００6 5 また、第2の表示部 2 は、上述したよぅに、タッチパネルとしても機能する。携帯電

話機 ００が放送信号を受信していない場合には、第2の表示部 2 は、ナンバーキー

や十字キ一等の操作入力用画像を表示し、第2の表示部 2上をユーザが指先また

はスタイラスによりタッチした場合には、そのタッチした位置を検知して、その位置に

存在する操作入力用画像に対して予め定められた処理を実行するための指令を P

24へ送る。携帯電話機 ００が放送信号を受信している場合でも、第2の表示部 2

ほ、上記データ放送コンテスソの映像信号とともに、例えばチャンネル調整ボ久ノや

音呈調整ボタン等の操作入力用画像を表示することが可能である。



００6 6 スピーヵ4 は、上記番組コンテシソの音声信号の他、通話時の受話音声や着信音、

音楽データ等の各種音声信号を出力することが可能である。

００6 7 画像キャプチャ部2 3 は、ユーザの操作に某づいて、デコーダ3 3でデコードされた

番組コンテシソの映像信号から画像をキャプチャし、R (Random Access Memo

) 2 5やフラッシュメモり2 7へ記録する処理を行ぅ。記録したキャプチャ画像は、上記通

信部2 2を介してインターネット3００上で画像検索を行ぅ際に用いられる。この画像キ

ャプチャ処理および画像検索処理の詳細については後述する。

００6 8 表示制御部3 7は、上記デコーダ3 3 によりデコードされた映像信号や各種メニュー

画面、各種画像コンテンソ等、第 の表示部 および第2の表示部 2 に表示するた

めの画像データの生成処理を担ぅ。また、表示制御部3 7は、例えば上記画像キャプ

チャ部2 3 において画像のキャプチャ処理が行われた場合に、上記第2の表示部 2

に、データ放送コンテシソの映像信号に代わって当該キャプチャ画像を表示させるよ

ぅ制御するとともに、第 の表示部 に、上記 コンバータ3 5から出力され第2の

表示部 2で表示されていたデータ放送コンテシソの映像信号を、番組コンテシソの

映像信号とともに分割表示させるよぅに制御する等、必要に応じて第 の表示部 と

第2の表示部 2 に表示されるコンテシソの切替を制御する。この表示制御処理の詳

細についても後述する。

００6 9 バッテリ3 8 は、例えばリチウムイオンバッテリ等であり、携帯電話機 ００の各部へ電

力を供給する。

００7０ C 24は、通話における音声データの符号化および復号化処理や、パケット通信

処理、放送受信処理、表示制御処理等において携帯電話機 ００の各部と信号をや
り取りして携帯電話機 ００を統括的に制御する。R は、C P 2 4 の作業領城と

して用いられ、フラッシュメモり2 7や O (Read O n Memo ) 2 6から各種データを

読み出して一時的に格納する揮発性のメモりである。 O 26は、 P 2 4 が各部を

制御するための制御プログラムや各種の初期設定データ等を記憶する不揮発性のメ

モりである。当該 O 26を設けずに、制御プログラム等を上記フラッシュメモり2 7 に

格納するよぅにしても構わない。

００7 1 フラッシュメモり2 7は、画像データ、電子メールデータ、電話帳データ、映像データ



、音声 (楽曲) データ等の各種データや、O S (Ope a ng s e m ) や、通話やパケット

通信、放送受信および再生等に必要な各種アプリケーション等のプログラムデータを

記憶する不揮発性のメモりである。また上述したよぅに、データ放送は で記述さ

れているため、フラッシュメモり2 7 には、アプリケーションとして ブラウザが格納さ

れ、またデータ放送に含まれる によってリンクされたWeb ぺ一ジを閲覧するため

の ( pe Tex Ma kup Language) ブラウザも格納される。この ブラウザ

と ブラウザは別個のアプリケーションとして存在していてもよいが、両ブラウザ

の機能を併せ持ったアプリケーションとして存在していても構わない。携帯電話機 ０

0 は、このフラッシュメモり2 7の代わりに、またはフラッシュメモり2 7 に加えて、 (

a D sk D ve)を有していても構わない。

００7 2 なお、上記受信した放送信号のぅち、上記デコーダ3 3 により復号ィヒされる前のデジ

タル映像 音声信号は、例えば第2 の表示部 2 に対する操作入力等に某づいて、

上記フラッシュメモり2 7 に記録することも可能となっている。記録された映像 音声信

号は、例えば第2 の表示部 2 に対する操作入力に某づいてデコーダ3 3 に渡され、

再生することが可能である。

００7 3 次に、以上のよぅに構成された携帯電話機 ００の、特に放送受信時の動作につい

て説明する。図4 は、当該携帯電話機 ００の放送受信時の動作を示したフローチヤ

ートである。同図においては、携帯電話機 ００が放送受信時に、ユーザが上記画像

キヤプチヤ処理および画像検索処理を指示した場合について説明する。図5 は、放

送受信時に画像キヤプチヤ処理および画像検索処理を行ぅ場合の第 の表示部

および第2 の表示部 2 の表示例の遷移を示した図である。

００7 4 まず、携帯電話機 ００の 24は、上記放送用アンテナ3 により放送信号を受

信すると(ステッ 4 ) 、上記復調部 3 2 による復調処理、デコーダ3 3 によるデコード

処理等を経て、図5 (a) に示すよぅに、第 の表示部 に番組コンテシソを表示させ、

第2 の表示部 2 にデータ放送コンテシソを表示させる (ステッ 42)。また、第2 の表

示部 2 の、上記データ放送コンテシソの表示領城の下部には、第 の表示部 に

表示されている番組コンテンソのチヤンネルを切り替えるためのチヤンネル調整ボタ

ン 3や、スピーヵ4から出力される番組コンテシソの音声の音呈を調整するための音



呈調整ボタン 4 、第 の表示部 に表示されている番組コンテシソの画像を上記画

像キヤプチヤ部23によりキヤプチヤするための画像キヤプチヤボタン 5、通話や電子

メール等の携帯電話機 ００のメニュー画面を第2の表示部 2に表示させるためのメ

ニューボタン 6も表示される。

００7 5 続いて、CP 24は、上記画像キヤプチヤボタン 5がユーザにより押下されたか否

かを確認し(ステッ 43) 、押下されたと判断した場合 ( es)には、画像キヤプチヤ部

23により画像キヤプチヤ処理を実行し、表示制御部3 7と協働して、図5 (b) に示すよ

ぅに、第 の表示部 に、番組コンテシソとデータ放送コンテシソとを例えば上下に

分割させて表示させるとともに、第2の表示部 2に、上記データ放送コンテシソに代

わってキヤプチヤ画像を表示させる (ステップ44) 。また、CP 24は、キヤプチヤ画像

とともに、当該キヤプチヤ画像を某にした画像検索機能を呼び出すための検索ボタン

7と、キヤプチヤ画像の表示および画像検索処理を終了させるための終了ボタン 8

も第2の表示部 2に表示させる。

００76 なお、画像キヤプチヤボタン 5が押下された場合、CP 24は、後で別のキヤプチ

ヤ画像によって再検索が可能なよぅに、その押下された時の前後の数秒間のフレー

ムもキヤプチヤしてR 25等に保持しておく。

００7 7 次に、CP 24は、ユーザにより上記検索ボタン 7が押下されることで画像検索機

能が呼び出されたか否かを確認する (ステッ ) 。検索ボタン 7が押下された場合

には、CP 24は、上記キヤプチヤ画像から画像検索の対象とする領城をユーザに

指定させる (ステッ 46) 。具体的には、例えばユーザが指先またはスタイラスにより

キヤプチヤ画像上で囲んだ領城を対象領城画像として抽出する。または、ユーザが

指先またはスタイラスによりキヤプチヤ画像上でタッチした点を中心に所定範囲の枠

を生成して、当該枠内の画像を対象領城画像として抽出する。

００78 続いて、CP 24は、抽出された対象領城画像を画像検索対象として用いるか否か

をユーザに確認した上で、当該対象領城画像に対して画像認識処理を施し、その画

像の特徴点データを抽出し、当該特徴点データを検索用データとして通信部22を介

してインターネット3００上の検索ザーバ 5００に送信する (ステッ ) 。なお、CP 2

4は、対象領城画像が抽出された場合には、ユーザに確認せずに、上記特徴点デ一



タの抽出処理およびその特徴点データの検索ザーバへの送信処理を即座に実行す

るよぅにしても構わない。

００7 9 検索ザーバは、携帯電話機 ００から受信した特徴点データと、予め保持していた

特徴点データとのパターンマッチング処理を行って、上記対象領城画像に含まれる

人物、動物、物等に関する情報を含むWeb ザイトの 等のデータを検索結果とし

て携帯電話機 ００へ送信する。例えば、上記対象領城画像が、キヤプチヤ画像から

ある人物 (番組出演者) を抽出した画像である場合には、検索ザーバは、当該番組

出演者が運営するWeb ザイトや、当該番組出演者が出演している映画やドラマ等の

(D g a Ve sa e D sk) を商品として購入するためのWeb ザイト等の 一覧

を検索結果として携帯電話機 ００へ送信する。

００8０ CP 24は、通信部2 2により検索結果を受信し(ステップ48) 、図5 (c) に示すよぅに

、当該検索結果を第2の表示部 2にキヤプチヤ画像に代えて表示する (ステップ49)

。このとき、CP 24は、検索結果画像の下部に、検索に用いたキヤプチヤ画像とは

別のキヤプチヤ画像によって再度画像検索を行ぅための再検索ボタン 9を上記検索

ボタン 7 に代わって表示させる。

００8 1 なお、携帯電話機 ００において特徴点データを抽出するのではなく、対象領城画

像 自体を検索ザーバヘ送信して、特徴点データの抽出処理を検索ザーバヘ行わせ

るよぅにしても構わない。

００8 2 当該検索結果に含まれる に対してュ一ザがクリックする等の操作を行った場

合には、C P 24は、通信部2 2によりインターネット3００を介して当該 にリンクづ

けされたWeb ぺ一ジまたは画像データやテキストデータ等の所定のデータを取得し

、当該Web ぺ一ジまたは所定のデータを第2の表示部 2の検索結果画像に代わっ
て表示させる。

００8 3 続いて、CP 24は、上記再検索ボタン 9がュ一ザにより押下されることで再検索

が指示されたか否かを確認し(ステップ5０) 、再検索が指示された場合 ( es)には、

上記ステッ 4 6に戻って検索対象領城の指定処理およびそれ以降の処理を行ぅ。

００8 4 ステッ 5０において再検索が指示されない場合 ( ) には、ュ一ザにより上記終了
ボタン 8 が押下されることで検索結果の閲覧処理の終了が指示されたか否かを確認



し(ステッ 5 ) 、終了が指示された場合 ( es) には、検索結果画像の表示を中止し

て、上記ステッ 4 2と同様に第 の表示部 に番組コンテシソを表示させ、第2の表

示部 2にデータ放送コンテシソを表示させる (ステップ52)

００85 以上の動作により、第 の表示部 に番組コンテシソが表示され、第2の表示部 2

にデータ放送コンテシソが表示されている場合に、上記キヤプチヤ画像や検索結果

画像等の他のコンテシソを表示する必要が生じた場合でも、データ放送コンテシソを

第 の表示部 に番組コンテシソとともに分割表示させて表示を続行させることで、

番組コンテシソまたはデータ放送コンテシソのいずれかをユーザが見逃すことを防ぐ

ことができる。

００86 なお、他のコンテシソとして第2の表示部 2に表示されるコンテシソは上記キヤプチ

ヤ画像や検索結果画像に限られない。図6および図7は、

００87 図6 (a) に示すように、第 の表示部 に番組コンテン"ソが表示され、第2の表示部

2にデータ放送コンテン"ソが表示されている状態で、電話の若信があった場合には

CP 24は、同図 (b) に示すように、第 の表示部 に、番組コンテン"ソとデータ放

送コンテン"ソとを分割表示させるとともに、第2の表示部 2に、データ放送コンテンツ

に代えて当該着信を示す着信画面を表示させる。このとき、当該着信画面の下部に

は例えば通話ボタン6 および保留ボタン6 2が表示され、ユーザが通話ボタン6 を

押下することで通話状態となり、保留ボタン6 2を押下することで保留状態となる。また

、通話状態または保留状態になった場合には、例えば電話を切るための切ボタン(

図示せず) が表示され、当該切ボタンをユーザが押下することで通話が終了した場合

には、CP 24は、着信前の状態、すなわち第2の表示部 2にデータ放送コンテンツ

が表示された状態に戻す。

００88 また図7 (a) に示すように、第 の表示部 に番組コンテン"ソが表示され、第2の表

示部 2にデータ放送コノ ノ ノノが表示されている状態で、例えばユーザが第2の表

示部 2上でデータ放送コンテン"ソ中のリンク情報 ( )を押下 (クリック)操作した

場合には、CP 24は、同図 (b) に示すように、第 の表示部 に、番組コンテン"ソと

データ放送コンテン"ソとを分割表示させるとともに、当該リンク 吉報に対応するWeb



ぺ一ジを通信部22により取得し、第2の表示部 2に、当該Web ぺ一ジをデータ放送

コンテンツに代わって表示させる。

００89 また、データ放送コンテンツ中には、Web ぺ一ジへのリンク 吉報だけでなく、例えば

「 a o:」、「e o :」、「med a :」といった携帯電話機 ００が備える特定のアプリケーショ

ンを起動させるためのアプリ起動コマンドが含まれる場合もある。「ma o:」とは、電子

メールソフト(メーラー) を起動させるためのコマンドであり、「e o:」とは、通話 (ダイア

ル) アプリケーションを起動させるためのコマンドであり、「med a :」とは、メディア関連ア

プリケーションを起動させるためのコマンドである。したがって、CP 24は、このような

アプリ起動コマンドに対してユーザから押下操作があった場合にも、第 の表示部

に、番組コンテンツとデータ放送コンテンツとを分割表示させるとともに、第2の表示

部 2に、当該アプリ起動コマンドに対応する各アプリケーションの起動画面をデータ

放送コンテンツに代わって表示させる。また、このようなコマンドには PGコンテンツ

を表示させるものもあり得る。

００9０ メ一うや通話アプリケーション、メディア関連アプリケーション等のアプリを起動する

コマンドが選択された場合、例えば Sやミドルウェア等のように、アプリよりも下位階

層のプログラムが、各表示部にコンテンツを表示するアプリにこでは アプリ) に対

してそれらのコンテンツの表示場所、表示領城、表示内容の少なくとも つを変更す

る指示を出す。また、それと同時に、上記コマンドで起動したアプリに対しても何れの

場所や領城にどのようなザイズでコンテンツを表示するかを指示する。各アプリは指

示を受け取ると、当該指示に応じた形態でコンテンツを表示する。 Sやミドルウェア

等がアプリに与える設定値を変えることで、様々な表示形態が可能である。これらの

設定値は例えばユーザ・オペレーションにより変更 自在である。

００9 1 例えば以下のような表示形態も考えられる。すなわち第 の表示部 に番組コンテ

ンツ、第2の表示部 2にデータ放送コンテンツを表示中に、他のコンテンツを迫加し

て表示する際に、例えば第 の表示部 の表示形態を変更せず、第2の表示部 2

でデータ放送コンテンツと他のコンテンツとを分割表示する。この表示形態は、例え

ばデータ放送コンテンツおよび他のコンテンツの両方がユーザ・オペレーション可能

なコンテンツの場合に極めて有益である。



００92 上記表示形態について、 Sやミドルウェア等のプログラムが、例えば他のコンテン

ソがユーザ・オペレーション可能なコンテシソ(例えばハイパーリンク情報や各種起動

コマンド情報等を含むコンテシソ)であると判断した場合に、データ放送コンテシソと

他のコンテシソを第2の表示部 2で分割表示する。また、 Sやミドルウェアの設定に

よっては、例えば第 の表示部 に番組コンテシソとデータ放送コンテシソを分割表

示し、第2の表示部 2に他のコンテシソを単独で表示するようにしても良い。また、他

のコンテンソがユーザ・オペレーションを受け付けないコンテ 、ンソであると半り断した場

合には、例えば第 の表示部 において番組コンテシソと他のコンテシソを分割表

示、或いは番組コンテンツを消去して他のコンテシソを単独で表示し、第2の表示部

2の表示形態を変更しないようにしても良い。

００93 また、他のコンテシソを表示させるにあたり、他のコンテンソを番組コンテシソ又は

データ放送コンテシソと共に分割表示させるか、或いは番組コンテシソ又はデータ放

送コンテシソの表示の何れかを消去して他のコンテシソを表示させるかをユーザが選

択できるようにしても良い。

００94 また、第 の表示部 に番組コンテシソ、第2の表示部 2にデータ放送コンテンツ

を表示中に、例えばチヤンネル切替や、データ放送コンテシソのリンク選択等のユー

ザ・オペレーションを受け付けたとき、第 の表示部 にはチヤンネル切替操作に対

応した番組コンテンソが表示され、第2の表示部 2にはリンク先のコンテシソが表示

される。すなわち同一タイプのコンテシソが継続して表示され、何れの表示部でもコ

ンテシソの分割表示が行われない。具体的には、同一アプリ内の延長線上にある乃リ

アプリを表示するように選択操作等が行われた場合に、上記のように同一タイプのコ

ンテシソが継続して表示される。また、別の実施の形態では、例えば第2の表示部 2

でリンク先が選択されたとき、当該第2の表示部 2でリンク元とリンク先の両コンテン

ソを分割表示するようにしても良い。具体的には、アプリにおいて予め定められた別

の機能のコンテシソが起動した場合、例えば アプリにおいて PG機能が立ち上

がった場合等に、従前から実行されていたアプリと PGに対応したアプリとが第2の

表示部 2で分剖表示されるといった形態が挙げられる。

００95 図6および図7に挙げた例以外にも、第 の表示部 に番組コンテシソが表示され



、第2の表示部 2にデータ放送コンテシソが表示された状態で、例えば携帯電話機

００が電子メールやメッセンジヤ一を受信した場合、ユーザがメール作成画面を立ち

上げるための操作を行った場合、ユーザが電話をかけるための操作 (電話帳を開くた

めの操作を含む)を行った場合、ユーザがゲーム等の各種アプリケーションを起動す

るための操作を行った場合、 Sからアラートメッセージ (例えば電池不足やメモり不

足等) が発せられた場合等にも、 P 24は、第 の表示部 に、番組コンテシソと

データ放送コンテンツとを分割表示させるとともに、第2の表示部 2に、それらに対

応するコンテシソ(メール受信画面、メール作成画面、ダイアル画面、アプリケーショ

ン起動画面、アラートメッセージ画面等)をデータ放送コンテシソに代わって表示させ
る。なお、アラートメッセージは一般にダイアログボックス等で表示されるが、この場合

、当該ボックスでコンテンツの一部が隠れてしまう。本実施形態の構成を採用した場

合、視聴中のコンテシソが第 の表示部 に分割表示され、第2の表示部 2にアラ

ートメッセージ画面が単独で表示される。この結果、ユーザには、コンテシソの視聴を

妨げられず継続できるメリットが享受される。また、こういったアラートメッセージに対し

てはユーザのアクションが必要なため、タッチパネルである第2の表示部 2に表示さ

せることは有効である。

００96 ところで、放送局2００から放送される番組コンテシソとデータ放送コンテン"ソとは、

互いに関連性を有する場合 (連動する場合 ) と関連性を有しない場合とがある。関連

性を有する場合とは、例えば番組コンテシソとしてスポーツの試合の中継番組が放

送されている場合に、データ放送コンテン"ソとしてその試合に出場しているスポーツ

選手のプロフィール情報が放送される場合等である。また関連性を有しない場合とは

、例えば、番組コンテシソとしてドラマ番組が放送されている場合に、データ放送コン

テシソとして天気予報や二ュ一ス等が放送される場合等である。

００97 ユーザは、番組コンテスソとデータ放送コンテシソとが関連性を有する場合には、

他のコンテシソの表示の必要が生じても番組コンテシソおよびデータ放送コンテンツ

の表示がいずれも続行されることを望むであろうが、両者が関連性を有しない場合に

ほ、例えばデータ放送コンテンツの表示が中断されることを許容する場合もあると考

えられる。



００98 そこて、CP 24は、番組コンテン"ソとテータ放迭コンテン"ソとの関庫性を判断して

、両者に関庫性かないと判断した場合には、第 の表示部 において番組コンテン

"ソの表示をそのまま続行させるとともに、第2の表示部 2においては、テータ放迭コ

ンテン"ソの表示を中止し、代わりに他のコンテン"ソを表示させるようにしてもよい。この

処理は、例えは、放迭局2００側か番組コンテン"ソとテータ放迭コンテン"ソとの関庫，性

を示すフラクを例えはテータ放迭コンテンツに含ませて両者を放迭している場合に

は、当咳フラクをCP 24か確甜することて行ってもよい。また、そのようなフラクか存

在しない場合ても、例えはCP 24か番組コンテン"ソの映像に対して画像甜職処理

を施して、予め記盾したテータヘ一スと昭合してその映像か示す人物、物等をテキス

ト清報として甜識し、一方てテータ放迭コンテン"ソからテキスト清報を抽出して、両者

のマノチンクを取ることて、関庫性を判断してもよい。

００99 この処理により、ユーザは、番組コンテン"ソとテータ放迭コンテン"ソとの関庫性かな

い場合には、第2の表示部 2において他のコンテン"ソを閲覧てきるとともに、第 の

表示部 において番組コンテン"ソの大画面ての視聴を続行することかてきる。

０1００ すなわち本実施形態によれは、番組コンテンツとテータ放迭コンテン"ソか互いに関

庫性のある場合にはその両方の表示を維持することにより、それらを同時に鑑賞した

いユーザの要望を満たすことかてきる。一方て両コンテン"ソの関庫性かない場合に

はその一方の表示を中断し、残りの一方と新たなコンテンツとをそれそれの表示部に

表示させることにより、それらの視甜，性を向上させる効果を得ることか可能となる。

０1０1 なお、第2の表示部 2に他のコンテン"ソを表示するにあたり、番組コンテン"ソとテー

タ放迭コンテン"ソとを第 の表示部 に分割表示するか、それとも第 の表示部 に

はそのまま番組コンテン"ソを表示させ、第2の表示部 2においてはテータ放迭コンテ

ンツの表示を中止して代わりに他のコンテンツを表示するかを、ユーザ・オペレーンョ

ンにより予め指定させるようにしても構わない。この場合、表示中のコンテンソの関庫

性を判断する必要かなくなり、CP 24の処理負担軽減か期待される。

実加引

０1０2 吹に、本発明の第2の実施形態について挽明する。上記第 の実施形態において

は、2つの表示部を有する携帯電話機 ００において番組コンテンソ、テータ放迭コン



テシソおよびその他のコンテシソの表示を切り替える場合について説明したが、本実

施形態においては、当該表示の切替処理を、それぞれ表示部を有する2つの機器に

おいて行ぅ。なお、本実施形態において、上記第 の実施形態と同様の構成および

機能を有する箇所については同一の符号を付し、説明を省略または簡略化する。

０1０3 図8 は、本実施形態における表示システムの構成および動作を説明した図である。

同図に示すよぅに、本実施形態の表示システムは、第 の電子機器としてのデジタル

テレビ受像機 (以下、デジタル と称する) 5００と、当該デジタル 5 を遠隔操

作するためのりモートコントローラ6００(以下、りモコン6００と称する) とからなる。デジ

タル 5００は第 の表示部8 を有し、りモコン6００は第2の表示部8 2を有する。

０1０4 デジタル S００は、上記第 の実施形態において上記図3で示した携帯電話機

００の放送受信機能と略同様の構成を有する。すなわち、図示しないが、デジタル

5００は、放送用アンテナ、復調部、デコーダ等を有し、受信した放送信号のぅち番

組コンテシソの映像信号を第 の表示部8 へ表示することが可能である。すなわち、

当該第 の表示部8 は、上記第 の実施形態における携帯電話機 ００の第 の表

示部 と同様の機能を果たす。また、デジタル 5００は、インターネット3００等のネ

ットワークヘ接続するための通信部や、 P や山女 、 O 、フラッシュメモりの他、

第 の表示部8 およびりモコン6００の第2の表示部8 2 の表示を制御する表示制御

部等も有している。

０1０5 更に、デジタル 5００は、上記ネットワーク接続のための通信部とは別に、りモコ

ン6００との通信手段も有する。当該通信手段は、例えば o e R ( ome Ra d o eq

e nc ) 等の赤外線通信手段や、1 8０2 1等の無線 ( oca A ea Ne wo k) B

e o o (登録商標 ) 等の無線通信機能である。もちろん、例えば ケーブルや

S (Un v。sa 。a Bus) ケーブル等によりりモコン6００と有線接続されるものであっ
てもよい。

０1０6 リモコン6００の第2の表示部 は、図8 (a) に示すよぅに、上記第 の実施形態にお

ける携帯電話機 ００の第2の表示部 2と同様に、上記放送信号のぅちデータ放送コ

ンテシソを表示するとともに、タッチパネルとしても機能する。第2の表示部8 2 には、

上記第 の実施形態における携帯電話機 ００の第2の表示部 2と同様、デジタル



5００の第 の表示部8 に表示された番組コンテンツのチヤンネルや音呈を調整す

るチヤンネル調整ボタン 3および音呈調整ボタン 4 、当該番組コンテンツのフレー

ム画像をキヤプチヤする画像キヤプチヤボタン 5 、デジタル 5 の各種メニュー

画面を表示するメニューボタン 6 が表示され、更に、第 の表示部8 または第2の表

示部 において数字を入力したり、また上記チヤンネル調整ボタン 3 と同様にチヤ

ンネル調整を行なったりするためのナンバーキー8 3も表示される。りモコン6００は、

デジタル 5００との上記無線通信機能を有しており、第2の表示部8 2上で上記各

ボタンやキ一に対してユーザ操作があると、当該ボタンやキ一に対応する操作入力

信号が当該無線通信機能によりデジタル 5００の P へ伝えられ、デジタル 5

００を遠隔制御することが可能となっている。

０1０7 次に、以上のように構成されたデジタル 5００およびりモコン6００の動作について

説明する。図9は、当該動作を示したシーケンス図である。同図においても、上記第

実施形態における図4 と同様、デジタル 5００が放送受信時に、ユーザがりモコン6

００により上記画像キヤプチヤ処理および画像検索処理を指示した場合について説

明する。

０1０8 同図に示すように、まず、デジタル 5００が放送信号を受信すると(ステッ 、

デジタル 5００の P は、図8 (a) に示すように、第 の表示部8 に番組コンテン
、ソを表示させるとともに(ステッ 、データ放送コンテンツの表示信号をりモコン6

００へ送信する (ステッ 93)。りモコン6００は、データ放送コンテンツの表示信号を受

信すると(ステップ94) 、当該データ放送コンテンツを第2の表示部8 2へ表示させる (

０1０9 続いて、りモコン6００の第2の表示部 上で画像キヤプチヤボタン 5 が押下された

場合 (ステッ 96の es)には、りモコン6００は、当該キヤプチヤボタン 5の入力信号

をデジタル 5００へ送信する (ステッ 97)。当該入力信号を受信したデジタル

5００は、画像をキヤプチヤし(ステッ 98)、当該キヤプチヤ画像を表示するための表

示信号をりモコン6００へ送信する (ステッ 99)
０11０ そして、図8 (b) に示すように、デジタル 5００ほ、第 の表示部8 に、番組コンテ

、ンソとデータ放送コンテスソとを分割表示させ (ステッ ００) 、りモコン6００は、第2



の表示部 に、データ放送コンテンツに代わってキヤプチヤ画像を表示させる (ステ

０111 その後は、上記第 実施形態の場合と同様に、りモコン6００の第2の表示部 上で

のュ一ザ操作に某づいて、りモコン6００が当該操作入力信号をデジタル 5００へ

送信し、当該操作入力信号に某づいてデジタル が処理を行ぅことで、キャプチャ
画像から領城指定画像を抽出したり、デジタル V5００が検索ザーバから取得した画

像検索結果の画像をりモコン6００の第2の表示部 に表示させたり、再検索を実施

０112 以上の動作により、デジタル 5００とりモコン6００を用いて番組コンテシソおよび

データ放送コンテシソを視聴する場合においても、両コンテスソの表示を続行させな

がら他のコンテスソを表示することが可能となる。なお、第2の実施形態においても第

の実施形態と同様に、例えばコンテンツの内容 (例えばユーザ・オペレーション可能

か等)やユーザによる設定次第で、様々な形態でコンテシソを表示させることが可能

である。

０113 なお、第 の実施形態において説明したのと同様に、本実施形態において他のコン

テシソとしてデータ放送コンテシソの代わりにりモコン6００の第2の表示部 に表示

されるコンテシソはキヤプチヤ画像に限られず、着信画面やWeb コンテシソ、メール

受信画面、メール作成画面、各種アプリケーションの起動画面等、あらゆるコンテンソ

を表示させることが可能である。

０114 また、第2の実施形態の理解をより深めるため、他のユースケースについても説明

する。このユースケースによれば、デジタル 5００、りモコン6００の代替構成として、

カラオケボックス等にあるカラオケ端末、当該カラオケ端末を操作するためのカラオケ

用りモコンが採用される。カラオケ用りモコンのモニタ上には、通常、曲検索画面が表

示される。また、カラオケ用りモコンの非操作状態が所定時間継続すると、カラオケ用

りモコンのモニタの表示は、例えば所定のマークアップランゲージ等で記述されたフ

ードやドリンクのメニュー画面や新着曲情報画面等に遷移する。ユーザは例えばメニ

ュー画面上をぺンタッチやフインガータップすることで所望のフードやドリンクを注文

することができる。また、メニュー画面には、例えば曲検索画面に復帰するため、或い



はメニュー画面と曲検索画面を分割表示するための検索用アイコン等が含まれる。こ

のユースケースでは、カラオケ演奏画面 (映像や歌詞) 、メニュー画面、曲検索画面

が番組コンテシソ、データ放送コンテシソ、キヤプチヤ画像に代替する。

０115 例えばカラオケ端末側ではカラオケ演奏画面、カラオケ用りモコン側ではメニュー

画面が表示されているとする。この場合に例えば検索用アイコンが選択されると、カラ

オケ用りモコンのモニタでは、

( )メニュー画面から曲検索画面に切替表示

( )メニュー画面と曲検索画面を分割表示

の何れかが行われる。( ) の場合、ユーザは曲を検索しつつもメニュー画面を見て所

望のフードやドリンクを選ぶことができる。なお、( ) の場合、カラオケ端末側でカラオ

ケ演奏画面とメニュー画面とを分割表示するようにしても良い。この場合、例えばりモ

コン操作者を含かカラオケボックス内の利用者全員が演奏中のカラオケ曲の映像や

歌詞を楽しむことができると同時に、メニュー画面を見てフードやメニューを選ぶこと

ができる。りモコン操作者に至っては更に所望の曲を検索することもできる。

０116 本発明は上述の実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱し

ない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。

０117 上記第 の実施形態においては、電子機器として携帯電話機 ００を適用した例を

説明したが、携帯電話機以外にも、例えば携帯型ゲーム機やP 、ノート型 C等、

放送受信機能および2つの表示部を有していればどのような電子機器を適用しても

構わない。

０118 上記第2の実施形態においては、第2の電子機器としてリモコン6００を適用した例

を示したが、例えば携帯電話機やP 等の他の電子機器をりモコンとして機能させ

るようにしても構わない。

０119 上述の各実施形態においては、データ放送コンテシソの表示を第 および第2の表

示部で切り替えるようにしていたが、データ放送コンテシソの代わりに例えば字幕放

送コンテシソ等の他のコンテシソの表示を切り替えるようにしても構わない。

０12０ 上述の各実施形態においてはワンセグ放送におけるコンテシソの処理を説明した

が、通常の地上デジタル放送や S Sデジタル放送におけるコンテシソの処理に



本発明を適用してももちろん構わない。また、放送局から放送波によって放送される

コンテシソのみならず、例えばインターネットを介したいわゆる P ( n e ne o oco )

放送において送信されるコンテシソの処理に本発明を適用してもよい。更に、放送波

とインターネットのいずれを介した放送においても、携帯電話機 ００またはデジタル

5００が受信しているコンテン、ソのみならず、携帯電話機 ００またはデジタル 5

００が例えばフラッシュメモり2 7等に記録 (録画) したコンテン、ソを後から再生する際の

処理に本発明を適用しても構わない。

０12 1 上述の各実施形態においては、番組コンテシソとデータ放送コンテン、ソとを分割表

示する例を示したが、例えば放送受信時の初期状態として第 および第2のコンテン

ソとして両者を第 の表示部に分割表示させるとともに、第2の表示部には例えば字

幕放送コンテシソ等のコンテシソを第3のコンテシソとして表示させておき、更に上記

キヤプチヤ画像等の第4のコンテシソを表示する必要が生じた場合に、第 の表示部

において第 ～第3のコンテシソの3者を3分割表示して第2の表示部において第4の

コンテシソを表示したり、第 の表示部において第 および第2のコンテシソを2分割

表示し、第2の表示部において第3および第4のコンテシソを2分割表示するといった

ように、様々な表示形態を採ることが可能である。

０122 上述の各実施形態においては、携帯電話機 ００またはデジタル 5００がキヤプ

チヤ画像を某にインターネットを介して検索ザーバに画像検索処理を行わせる例を

示したが、携帯電話機 ００またはデジタル 5００の各フラッシュメモりや 等の

記憶装置に記憶されているデータから画像検索処理を行うようにしても構わない。更

には、各表示部に表示する全てのコンテシソがオフラインから取得するものであって

も良い。

０123 また、例えば携帯電話機 ００の代替として携帯型ゲーム機を採用した実施形態の

場合に、例えば第 の表示部にゲーム画面 (例えば料理画像 ) 、第2の表示部にレシ

ピテキスト(操作用ボタン付き) が表示されるとする。また、携帯型ゲーム機が音声入

力可能に構成されるものとする。ここで、ユーザ・オペレーションにより携帯側ゲーム

機の他の機能が呼び出される場合、例えば料理画像とレシピテキストが第 の表示部

で分割表示され、当該機能に対応するコンテンソが第2の表示部に表示される。この



場合、ユーザは、呼び出したコンテンソを閲覧しつつも料理画像とレシピを見て、音

声入力により操作を継続して料理を行うことができる。

０124 上述の各実施形態においては、キヤプチヤ画像やWeb ぺ一ジ、各種アプリケーショ

ンの起動画面等の他のコンテン"ソを表示させるにあたり、番組コンテン"ソとデータ放

送コンテン"ソとの関連性の有無によりデータ放送コンテン"ソの表示有無を決定する例

を示したが、当該関連性の有無以外にも、例えば第2の表示部に表示されているデ

ータ放送コンテン"ソが、 におけるトップページか、それともトップページよりも階

層が深いぺ一ジかによってデータ放送コンテン"ソの表示有無を決定するようにしても

よい。すなわち、 がトップページおよびそれ以外のぺ一ジがッリ一状に構成さ

れている場合において、ユーザが第2の表示部において のトップページよりも

階層の深いぺ一ジが表示されている場合には、そのぺ一ジを第 の表示部において

番組コンテンソとともに分割表示させて他のコンテンツを第2の表示部に表示させ、
。第2の表示部において のトップページが表示されている場合には、当該トッフ

ぺ一ジの表示を中止して当該トップページに代わって他のコンテンツを表示させ、第

の表示部において番組コンテン"ソの表示をそのまま続行させるようにする。このよう

に処理するのは、データ放送のトップページはユーザにとってそれほど重要でない

場合が多いため、第 のコンテン"ソと分割表示までして表示させる必要はないと考え

られるが、トップページよりも階層の深いぺ一ジが表示されている場合には、ユーザ

が意図してそのぺ一ジを閲覧している場合が多いと考えられるため、その場合には、

そのぺ一ジを第 のコンテン"ソと分割表示させて、他のコンテン"ソが表示されても表

示が続行されるようにする。

０125 また、他のコンテン"ソが例えばメニューボックスやダイアログボックス等の場合、第

の表示部 は第2の表示部の何れかに重畳表示させても良い。

０126 また、別の実施の形態において、例えば第 の表示部 が回伝二軸ヒンジ構造で

携帯電話機本体に支持されており、当該本体に対して9０度回動自在に構成される

ものとする。この実施形態について図5 を参照して説明する。なお、携帯電話機

本体には当該本体に対する第 の表示部 の向きを検知する周知の検知手段が備

えられる。



０127 例えば第 の表示部 が本体に対して通常向き (例えば図5 (c) の状態 ) にある場

合、 S 等のプログラムは第 の表示部 の向きを検知して、各コンテシソの表示形

態を図5 (c) に示されるものと同じにする。これに対して第 の表示部 を本体に対し

て通常向きから9０度回動させた場合、 S 等のプログラムは第 の表示部 の向き

を検知して、例えば第 の表示部 に番組コンテシソを単独で表示すると共に、第2

の表示部 2においてデータ放送コンテシソを単独、或いはデータ放送コンテシソと

画像検索結果を分割表示する。すなわちこの実施形態では、携帯電話機本体に対

する第 の表示部 の向きに応じてコンテシソの表示形態が変更する。表示形態の

設定は例えばユーザ・オペレーションにより変更 自在である。

０128 また、上記表示形態の変更は、携帯電話機本体に対する第 の表示部 の向きに

連動したものに限らない。例えば携帯電話機に加速度センザが内藏される場合、 P

24がそのセンザ出力を監視することで、携帯電話機が縦向きか(本体の長手方向

が天地に沿うか) 、或いは横向きか (本体の長手方向が天地と直交する方向か) を検

知することができる。この場合、 S等のプログラムは、その検知結果に従って各コン

テシソの表示形態を変更するようにしても良い。

０129 以上のように、本発明によれば、テレビ番組放送のコンテスソと、データ放送のコン

テシソのいずれの表示も続行させながら、他のコンテシソを表示させることができる。



言吉求の範囲

ネットワーク経由又は機器内部から取得、或いは機器内部で生成したコンテン"ソを

取得可能なコンテン"ソ取得手段と、

前記取得された第 のコンテン"ソを表示可能な第 の表示手段と、

ュ一ザによる入力操作を受け付け可能なタッチパネルとして構成され、前記取得さ

れた第2のコンテン"ソを表示可能な第2の表示手段と、

前記第 、第2の表示手段の各々に前記第 、第2のコンテン"ソが表示されている状

態で前記コンテン"ソ取得手段が第3のコンテン"ソを取得した場合に、所定の条件に

某づいて、

( )前記第2の表示手段において前記第2のコンテン"ソを消去して前記第3のコンテ

ン"ソを表示

( )前記第 の表示手段において前記第 と第2のコンテン"ソを分割表示すると共に

前記第2の表示手段に前記第3のコンテン"ソを表示

(3) 前記第2の表示手段において前記第2と第3のコンテン"ソを分割表示

の何れかを実行する表示制御手段と、を具備すること、を特徴とする電子機器。

2 請求項 に記載の電子機器であって、

入力操作で選択対象となる選択情報が前記第3のコンテン"ソに含まれているか否

かを判断する選択情報判断手段を更に備え、

前記第3のコンテン"ソに該選択情報が含まれると判断される場合に、前記表示制御

手段は、前記第2の表示手段において前記第3のコンテン"ソを単独、又は前記第2の

コンテン"ソと共に分割表示し、

前記第3のコンテン"ソに該選択情報が含まれないと判断される場合に、前記表示制

御手段は、前記第 の表示手段において前記第3のコンテン"ソを単独、又は前記第

のコンテン"ソと共に分割表示すること、を特徴とする電子機器。

3 請求項 又は請求項2の何れかに記載の電子機器であって、

コンテン"ソの表示形態をュ一ザが指定するための表示形態指定手段を更に備え、

前記表示制御手段は、前記コンテン"ソ取得手段が第3のコンテン"ソを取得した場合

に、前記表示形態指定手段でュ一ザが指定した条件に某づいて各コンテン"ソを表



示すること、を特徴とする電子機器。

4 請求項 から請求項3の何れかに記載の電子機器であって、

前記第3のコンテシソは、前記第 又は第2のコンテシソに関連した関連情報を有

するコンテシソであること、を特徴とする電子機器。

5 請求項2に記載の電子機器であって、

前記第 の表示手段に表示された第 のコンテシソのぅち少なくとも フレームの画

像をキャプチャ画像として記録する記録手段を更に具備し、

前記第2の表示手段は、前記選択情報判断手段の判断に従って、前記記録された

キャプチャ画像を前記第3のコンテシソとして表示すること、を特徴とする電子機器。

6 請求項5に記載の電子機器であって、

前記キャプチャ画像に墓づいて検索用データを作成する検索用データ作成手段と

前記作成された検索用データを所定のネットワークを介して検索ザーバに送信し、

前記検索用データに応じた検索結果を当該検索ザーバから受信する通信手段と、を

更に具備し、

前記第2の表示手段は、前記選択情報判断手段の判断に従って、前記受信された

検索結果を前記第3のコンテシソとして表示すること、を特徴とする電子機器。

7 請求項6に記載の電子機器であって、

前記表示されたキャプチャ画像中から所定範囲の対象領城画像を指定して抽出す
るための入力操作を受け付ける領城指定操作入力手段を更に具備し、

前記検索用データ作成手段は、前記領城指定操作入力手段によって抽出された

対象領城画像を用いて検索用データを作成すること、を特徴とする電子機器。

8 請求項7に記載の電子機器であって、

前記領城指定操作入力手段は、前記キャプチャ画像が表示された前記第2の表示

手段上で前記ュ一ザの指またはスタイラスにより囲まれた領城に含まれる画像を前記

対象領城画像として抽出すること、を特徴とする電子機器。

9 請求項7に記載の電子機器であって、

前記領城指定操作入力手段は、前記キャプチャ画像が表示された前記第2の表示



手段上で前記ュ一ザの指またはスタイラスにより接触された点を中心として所定の大

きさの枠を表示させ、当該枠内に含まれる画像を前記対象領城画像として抽出する

こと、を特徴とする電子機器。

０ 請求項6から請求項9の何れかに記載の電子機器であって、

前記通信手段は、電話の呼出信号の送受信が可能であり、

前記表示制御手段は、前記通信手段により前記呼出信号の若信があった場合また

は前記呼出信号を発信する場合に、当該着信または発信を示す画像データを前記

第2のコンテシソに代わって前記第3のコンテシソとして前記第2の表示手段に表示

させるとともに、前記第 の表示手段に前記第 および第2のコンテシソを分割させて

それぞれ表示させること、を特徴とする電子機器。

請求項6から請求項9の何れかに記載の電子機器であって、

前記通信手段は、電子メールデータの送受信が可能であり、

前記表示制御手段は、前記電子メールデータを受信した場合または前記電子メー

ルデータを送信する場合に当該受信または送信を示す画像データを前記第2のコン

テシソに代わって前記第3のコンテシソとして前記第2の表示手段に表示させるととも

に、前記第 の表示手段に前記第 および第2のコンテシソを分割させてそれぞれ表

示させること、を特徴とする電子機器。

2 請求項 に記載の電子機器であって、

前記表示制御手段は、前記第2の表示手段に対するュ一ザ操作に某づいて、前

記送信すべき電子メールデータを作成するための作成画面を前記第2のコンテン、ソ

に代わって前記第3のコンテシソとして前記第2の表示手段に表示させるとともに、前

記第 の表示手段に前記第 および第2のコンテシソを分割させてそれぞれ表示させ

ること、を特徴とする電子機器。

3 請求項 から請求項 2の何れかに記載の電子機器であって、

前記第2の 、コンテシソには、外部コンテンソへのハイパーリンク情報が含まれており

前記表示制御手段は、前記第2の表示手段上でュ一ザから前記ハイパーリンク 吉

報に対する操作が入力された場合に、当該ハイパーリンク情報に対応する前記外部



コンテン"ソを前記第2のコンテン"ソに代わって前記第3のコンテン"ソとして前記第2の

表示手段に表示させるとともに、前記第 の表示手段に前記第 および第2のコンテ

ン"ソを分割させてそれぞれ表示させること、を特徴とする電子機器。

4 請求項 から請求項 2の何れかに記載の電子機器であって、

前記第2のコンテン"ソには、当該電子機器において所定のアプリケーションを起動

させるための起動コマンド情報が含まれており、

前記表示制御手段は、前記第2の表示手段においてュ一ザから前記起動コマンド

情報に対する操作が入力された場合に、当該起動コマンド情報に対応する起動画

面を前記第2のコンテン"ソに代わって前記第3のコンテン"ソとして前記第2の表示手

段に表示させるとともに、前記第 の表示手段に前記第 および第2のコンテン"ソを分

割させてそれぞれ表示させること、を特徴とする電子機器。

5 請求項 から請求項 2の何れかに記載の電子機器であって、

前記表示制御手段は、前記第3のコンテン"ソを表示させるにあたり、前記第 の表

示手段に表示された前記第 のコンテン"ソと、前記第2の表示手段に表示された第2

のコンテン"ソとの関連性を判断し、前記関連性があると判断された場合に、前記第2

のコンテン"ソに代わって前記第3のコンテン"ソを前記第2の表示手段に表示させると

ともに、前記第 の表示手段に前記第 および第2のコンテン"ソを分割させてそれぞ

れ表示させ、前記関連性がないと判断された場合に、前記第2のコンテン"ソに代わっ
て前記第3のコンテン"ソを前記第2の表示手段に表示させるとともに、前記第 の表

示手段に表示された前記第 のコンテン"ソの表示を維持させること、を特徴とする電

子機器。

6 請求項 5に記載の電子機器であって、

前記表示制御手段は、前記第2の表示手段に前記第3のコンテン"ソを表示させる

にあたり、前記第 の表示手段に前記第 および第2のコンテン"ソをそれぞれ分割表

示させるか、または、前記第 の表示手段に前記第 のコンテン"ソを表示させて前記

第2のコンテン"ソを表示させないかをュ一ザに選択させるための画面を前記第 の表

示手段または第2の表示手段に表示させるよぅ制御すること、を特徴とする電子機器



7 請求項 から請求項 6の何れかに記載の電子機器であって、

前記第 のコンテシソは放送局が放送するテレビ番組放送であり、前記第2のコン

テシソは前記テレビ番組放送と共に放送されるデータ放送であること、を特徴とする

電子機器。

8 請求項 から請求項 7の何れかに記載の電子機器であって、

前記電子機器本体に対する前記第 の表示手段の向きを検知する向き検知手段

を更に備え、

前記表示制御手段は、前記コンテシソ取得手段が第3のコンテン"ソを取得した場合

に、前記検知手段による検知結果が満たす条件に応じて各コンテン"ソを表示するこ

と、を特徴とする電子機器。

9 ネットヮ一ク上のコンテシソ、又はローカルに置かれたコンテシソを取得可能なコン

テシソ取得手段と、

少なくとも つがタッチパネルとして構成された、該コンテシソを表示可能な複数の

表示手段と、

何れの前記表示手段にもコンテン"ソが表示されている状態で前記コンテン"ソ取得

手段が新たにコンテン"ソを取得すると、該新たなコンテシソがタッチパネル上で操作

可能な内容を含むか否かに応じてその表示先となる前記表示手段を設定する表示

先設定手段と、

現在の表示コンテシソおよび新たなコンテシソの全てが何れかの前記表示手段に

表示されるよぅ、該設定に応じて一画面中に分割表示すべきコンテンソを決定する分

割表示決定手段と、を具備すること、を特徴とする電子機器。

2０ 第 の電子機器と第2の電子機器とからなる表示システムであって、

前記第 の電子機器は、

ネットヮ一ク経由又は機器内部から取得、或いは機器内部で生成したコンテンソ

を取得可能なコンテシソ取得手段と、

前記取得された第 のコンテシソを表示可能な第 の表示手段と、

前記第2の電子機器とデータ通信する第 の通信手段と、を備え、

前記第 の通信手段は、前記コンテシソ取得手段が第2のコンテシソを取得すると



、当該第2のコンテシソを前記第2の電子機器に送信し、

前記第2の電子機器は、

前記第 の電子機器とデータ通信する第2の通信手段であって、前記第 の通信

手段が送信した前記第2のコンテンソを受信する第2の通信手段と、

ュ一ザによる入力操作を受け付け可能なタッチパネルとして構成され、前記受信し

た第2のコンテシソを表示する第2の表示手段と、を備え、

前記第 の電子機器は、

前記第 、第2の表示手段の各々に前記第 、第2のコンテシソが表示されている

状態で前記コンテシソ取得手段が第3のコンテシソを取得した場合に、所定の条件

に応じて、前記第 の表示手段の制御、および前記第 の通信手段によるデータ通

信を経た前記第2の電子機器の制御を行い、

( )前記第2の表示手段において前記第2のコンテシソを消去して前記第3のコンテ

スソを表示

(2)前記第 の表示手段において前記第 と第2のコンテシソを分割表示すると共に

前記第2の表示手段に前記第3のコンテシソを表示

(3) 前記第2の表示手段において前記第2と第3のコンテシソを分割表示

の何れかを実行する表示制御手段と、を具備すること、を特徴とする表示システム。

2 請求項2０に記載の表示システムであって、

前記第 の電子機器は、

入力操作で選択対象となる選択情報が前記第3のコンテシソに含まれているか否

かを判断する選択情報判断手段を更に備え、

前記第3のコンテシソに該選択情報が含まれると判断される場合に、前記表示制

御手段は、前記第2の表示手段において前記第3のコンテシソを単独、又は前記第2

のコンテシソと共に分割表示し、

前記第3のコンテシソに該選択情報が含まれないと判断される場合に、前記表示制

御手段は、前記第 の表示手段において前記第3のコンテシソを単独、又は前記第

のコンテシソと共に分割表示するよぅ前記第 および第2の表示手段を制御すること、

を特徴とする表示システム。



22 ネットワーク経由又は機器内部から取得、或いは機器内部で生成した第 および第

2のコンテシソを取得する第 のコンテシソ取得ステップと、

前記第 のコンテシソを第 の表示画面に表示する第 の表示ステップと、

ユーザによる入力操作を受け付け可能なタッチパネルで構成された第2の表示画

面に前記第2のコンテシソを表示する第2の表示ステップと、

第3のコンテシソを取得する第2のコンテシソ取得ステップと、

所定の条件に某づいて、

( )前記第2の表示画面において前記第2のコンテシソを消去して前記第3のコンテ

スソを表示

( )前記第 の表示画面において前記第 と第2のコンテシソを分割表示すると共に

前記第2の表示画面に前記第3のコンテシソを表示

(3) 前記第2の表示画面において前記第2と第3のコンテシソを分割表示

の何れかを実行する表示制御ステップと、を含む表示方法。

23 請求項22に記載の表示方法であって、

入力操作で選択対象となる選択情報が前記第3のコンテシソに含まれているか否

かを判断する選択情報判断ステップを更に含み、

前記第3のコンテシソに該選択情報が含まれると判断される場合に、前記表示制御

ステップにおいて、前記第2の表示画面に前記第3のコンテシソを単独、又は前記第

2のコンテシソと共に分割表示し、

前記第3のコンテシソに該選択情報が含まれないと判断される場合に、前記表示制

御ステップにおいて、前記第 の表示画面に前記第3のコンテシソを単独、又は前記

第 のコンテシソと共に分割表示する表示方法。

24 請求項22又は請求項23の何れかに記載の連係動作実行方法をコンピュータに実

行させるための連係動作実行プログラム。
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