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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ表示部と、
　前記画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテンツ管理部と、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御部と、
　前記コンテンツ表示制御部の指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを前記コ
ンテンツ管理部で管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択部と、
を具備し、
　前記コンテンツ管理部は、前記画面に表示可能な複数のコンテンツをマトリックス状に
配置して管理し、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答して、前
記画面を上下方向にａ個の小画面に分割し、
　前記表示コンテンツ選択部は、前記マトリックス上で上下方向に連続して配置されたａ
個のコンテンツを、ａ個の小画面に並列して表示するコンテンツとして選択し、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記小画面に対してユーザーがピンチイン操作を行なっ
たことに応答して、前記小画面を縮退させて、ａ2行×ａ列の最小画面を配置した画面レ
イアウトに遷移させる、
表示装置。
【請求項２】
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ表示部と、
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　前記画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテンツ管理部と、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御部と、
　前記コンテンツ表示制御部の指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを前記コ
ンテンツ管理部で管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択部と、
を具備し、
　前記コンテンツ管理部は、前記画面に表示可能な複数のコンテンツをマトリックス状に
配置して管理し、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答して、前
記画面を上下方向にａ個の小画面に分割し、
　前記表示コンテンツ選択部は、前記マトリックス上で上下方向に連続して配置されたａ
個のコンテンツを、ａ個の小画面に並列して表示するコンテンツとして選択し、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記小画面に対してユーザーがピンチアウト又はタップ
操作を行なったことに応答して、前記小画面を拡大して、左右方向にａ分の１の領域を縦
画レイアウトの前記画面に全画面表示に遷移させる、
表示装置。
【請求項３】
　前記表示コンテンツ選択部は、前記画面に対するユーザーの上下方向又は左右方向の操
作に応答して前記マトリックス上を上下方向又は左右方向に探索して、前記小画面に表示
するコンテンツを切り替える、
請求項１又は２のいずれかに記載の表示装置。
【請求項４】
　前記コンテンツ表示制御部は、前記最小画面に対してユーザーがピンチアウト又はタッ
プ操作を行なったことに応答して、上下方向にａ個の小画面を配置した画面レイアウトに
遷移させる、
請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記コンテンツ表示制御部は、前記小画面を拡大表示した前記画面に対してユーザーが
ピンチイン操作を行なったことに応答して、上下方向にａ個の小画面を配置した画面レイ
アウトに遷移させる、
請求項２に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ表示制御部は、前記全画面表示した前記画面に対してユーザーがドラッ
グ又はフリック操作を行なったことに応答して、前記画面に表示するａ分の１の領域をド
ラッグ又はフリックした方向に移動させる、
請求項２に記載の表示装置。
【請求項７】
　テレビ放送されるコンテンツを受信するコンテンツ受信部をさらに備え、
　前記コンテンツ管理部は、チャンネル番号に基づいて受信した各コンテンツを管理し、
　前記表示コンテンツ選択部は、チャンネル番号の昇り順又は降り順に従って、上下方向
に配置したａ個の小画面の各々に表示するコンテンツを選択する、
請求項１又は２のいずれかに記載の表示装置。
【請求項８】
　前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して上下方向にフリック操作を
行なったことに応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのチャンネル番
号を順次繰り上げ又は繰り下げる、
請求項７に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して左右方向にフリック操作を
行なったことに応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのチャンネル番
号をそれぞれａ個ずつ繰り上げ又は繰り下げる、
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請求項７に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが特定の小画面を選択した後に左右方向にフリ
ック操作を行なったことに応答して、前記特定の小画面に表示するコンテンツのチャンネ
ル番号をフリック操作した回数に応じて繰り上げ又は繰り下げる、
請求項７に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記表示コンテンツ選択部は、２以上の小画面で表示するコンテンツのチャンネル番号
が重複しないように、コンテンツの選択を行なう、
請求項１０に記載の表示装置。
【請求項１２】
　ＶＯＤ配信されるコンテンツを受信するコンテンツ受信部をさらに備え、
　前記コンテンツ管理部は、コンテンツをカテゴリー毎のチャンネル番号に基づいて管理
し、
　前記表示コンテンツ選択部は、上下方向に配置したａ個の小画面の各々に表示するコン
テンツのカテゴリー及びチャンネル番号を選択する、
請求項１又は２のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して上下方向にフリック操作を
行なったことに応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのカテゴリーを
順次切り替える、
請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが特定の小画面を選択した後に左右方向にフリ
ック操作を行なったことに応答して、前記特定の小画面に表示するコンテンツのカテゴリ
ーを同一にしたまま、チャンネル番号をフリック操作した回数に応じて繰り上げ又は繰り
下げる、
請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１５】
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテ
ンツ管理ステップと、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御ステップと、
　前記コンテンツ表示制御ステップの指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを
前記コンテンツ管理ステップで管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択ステ
ップと、
を有し、
　前記コンテンツ管理ステップでは、前記画面に表示可能な複数のコンテンツをマトリッ
クス状に配置して管理し、
　前記コンテンツ表示制御ステップでは、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答
して、前記画面を上下方向にａ個の小画面に分割し、
　前記表示コンテンツ選択ステップでは、前記マトリックス上で上下方向に連続して配置
されたａ個のコンテンツを、ａ個の小画面に並列して表示するコンテンツとして選択し、
　前記コンテンツ表示制御ステップでは、前記小画面に対してユーザーがピンチイン操作
を行なったことに応答して、前記小画面を縮退させて、ａ2行×ａ列の最小画面を配置し
た画面レイアウトに遷移させる、
表示方法。
【請求項１６】
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテ
ンツ管理ステップと、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御ステップと、



(4) JP 6382721 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

　前記コンテンツ表示制御ステップの指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを
前記コンテンツ管理ステップで管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択ステ
ップと、
を有し、
　前記コンテンツ管理ステップでは、前記画面に表示可能な複数のコンテンツをマトリッ
クス状に配置して管理し、
　前記コンテンツ表示制御ステップでは、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答
して、前記画面を上下方向にａ個の小画面に分割し、
　前記表示コンテンツ選択ステップでは、前記マトリックス上で上下方向に連続して配置
されたａ個のコンテンツを、ａ個の小画面に並列して表示するコンテンツとして選択し、
　前記コンテンツ表示制御ステップでは、前記小画面に対してユーザーがピンチアウト又
はタップ操作を行なったことに応答して、前記小画面を拡大して、左右方向にａ分の１の
領域を縦画レイアウトの前記画面に全画面表示に遷移させる、
表示方法。
【請求項１７】
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテ
ンツ管理部、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御部、
　前記コンテンツ表示制御部の指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを前記コ
ンテンツ管理部で管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択部、
としてコンピューターを機能させるようにコンピューター可読形式で記述され、
　前記コンテンツ管理部は、前記画面に表示可能な複数のコンテンツをマトリックス状に
配置して管理し、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答して、前
記画面を上下方向にａ個の小画面に分割し、
　前記表示コンテンツ選択部は、前記マトリックス上で上下方向に連続して配置されたａ
個のコンテンツを、ａ個の小画面に並列して表示するコンテンツとして選択し、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記小画面に対してユーザーがピンチイン操作を行なっ
たことに応答して、前記小画面を縮退させて、ａ2行×ａ列の最小画面を配置した画面レ
イアウトに遷移させる、
コンピューター・プログラム。
【請求項１８】
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテ
ンツ管理部、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御部、
　前記コンテンツ表示制御部の指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを前記コ
ンテンツ管理部で管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択部、
としてコンピューターを機能させるようにコンピューター可読形式で記述され、
　前記コンテンツ管理部は、前記画面に表示可能な複数のコンテンツをマトリックス状に
配置して管理し、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答して、前
記画面を上下方向にａ個の小画面に分割し、
　前記表示コンテンツ選択部は、前記マトリックス上で上下方向に連続して配置されたａ
個のコンテンツを、ａ個の小画面に並列して表示するコンテンツとして選択し、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記小画面に対してユーザーがピンチアウト又はタップ
操作を行なったことに応答して、前記小画面を拡大して、左右方向にａ分の１の領域を縦
画レイアウトの前記画面に全画面表示に遷移させる、
コンピューター・プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本明細書で開示する技術は、複数の映像を並列して表示する表示装置及び表示方法、並
びにコンピューター・プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ハイビジョンＴＶを始めとした映像表示装置が広範に普及している。映像表示装
置の中には、複数のテレビ放送受信チューナーを搭載する、インターネットなどでネット
配信される動画のデコーダーを用いる、ブルーレイ・ディスク再生装置を取り付けている
など、複数の映像ソースを持つ製品があり、２以上の動画コンテンツを並列表示する能力
を備えている。
【０００３】
　複数の映像を並列表示する方法として、従来、表示画面内で特定の映像を表示する親画
面の中に子画面で別の映像を表示するＰＩＰ（Ｐｉｃｔｕｒｅ　ｉｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）
や、表示画面内で特定の映像の外側に子画面で別の映像を表示するＰＡＰ（Ｐｉｃｔｕｒ
ｅ　ａｎｄ　Ｐｉｃｔｕｒｅ）が知られている（例えば、特許文献１を参照のこと）。
【０００４】
　ＰＩＰ機能によれば、例えば図２７に示すように、画面にＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃ
ｏｍｐｕｔｅｒ）からの入力画像２７０１を表示中に、小ウィンドウでテレビ番組２７０
２を視聴することができる。また、ＰＡＰ機能によれば、例えば図２８に示すように、ブ
ルーレイ・ディスク再生装置などからの外部映像２８０１と、テレビ番組２８０２をそれ
ぞれ小ウィンドウで表示する。各小ウィンドウを画面内で自在に移動させることができる
。
【０００５】
　しかしながら、ＰＩＰの場合、子画面が重畳されることにより、親画面の表示情報に一
部が欠如する（隠れてしまう）という問題がある。また、ＰＡＰの場合、限られた表示面
積内に親画面と子画面を並べて表示することにより、表示可能領域内の有効利用率が低下
するという問題がある。親画面と子画面がともに、表示画面と同じアスペクト比を持つと
すると、親画面と子画面を重なりなく並べて表示すれば、必ず無効な黒が表示される領域
が生じてしまう。
【０００６】
　昨今はディスプレイの大画面化が進んでいるが、ＰＩＰ機能やＰＡＰ機能により複数の
映像コンテンツを並列表示しようとすると、結局、情報の欠如や表示可能領域の利用効率
の低下を免れない。
【０００７】
　また、大画面を横置き及び縦置きに自在に替えることができる表示装置、若しくは、画
面を回転自在に取り付ける取り付け装置について提案がなされている（例えば、特許文献
２～４を参照のこと）。
【０００８】
　デジタルカメラで撮影した縦長の写真鑑賞、Ａ４版など縦長の原稿を表示する場合には
、表示装置の画面を縦画レイアウトに設置すればよい。しかしながら、放送番組や映画な
ど、現在利用されている映像コンテンツのほとんどは横長映像である。大画面を横置きに
することで横長映像を好適に視聴することができるが、縦画レイアウトにすると、映像の
一部しか表示できない（図２９を参照のこと）、あるいは縦長画面の横幅サイズに合うよ
うに映像を縮小表示しなければならない（図３０を参照のこと）。前者の場合は情報が欠
如し、後者の場合は原画像よりも解像度が劣化するとともに、表示可能領域の利用効率が
低くなる。
【０００９】
　また、ＰＩＰ、ＰＡＰのいずれであれ、親画面及び子画面にそれぞれ並列して表示する
映像を、ユーザーがリモコンなどを用いて画面毎に切り換え操作しなければならず、ユー
ザーにとって煩わしい。また、親画面と子画面にそれぞれ表示する映像に連動性はなく、
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一方の画面をチャンネル切り替えしたことに応じて、他方の画面のチャンネルも連動して
切り替わるということはない。ユーザーは、画面毎にどの映像コンテンツを表示するか選
局しなければならず、考えるのが面倒である。
【００１０】
　また、親画面、子画面といった具合に、規定の画面の分割パターンでしか映像を並列し
て表示することができない。言い換えれば、映像を任意のサイズやアスペクト比で表示す
るという柔軟性はない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特許第３５２６０５６号公報
【特許文献２】特開平１１－２４５７７号公報
【特許文献３】特開２００３－１５７０１６号公報
【特許文献４】特開２０１１－１７７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本明細書で開示する技術の目的は、情報の欠如や表示可能領域の効率を低下させること
なく、複数の映像を並列して表示することができる、優れた表示装置及び表示方法、並び
にコンピューター・プログラムを提供することにある。
【００１３】
　本明細書で開示する技術のさらなる目的は、複数の画面に並列に表示している各映像を
、効率的なユーザー操作により切り替えることができる、優れた表示装置及び表示方法、
並びにコンピューター・プログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本願は、上記課題を参酌してなされたものであり、請求項１に記載の技術は、
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ表示部と、
　前記画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテンツ管理部と、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御部と、
　前記コンテンツ表示制御部の指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを前記コ
ンテンツ管理部で管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択部と、
を具備する表示装置である。
【００１５】
　本願の請求項２に記載の技術によれば、請求項１に記載の表示装置の前記コンテンツ表
示制御部は、前記画面の回転位置に応じて、前記画面に並列して表示するコンテンツの数
を制御するように構成されている。
【００１６】
　本願の請求項３に記載の技術によれば、請求項１に記載の表示装置の前記画面はｘ：１
＝ａ：ｘ（但し、ａは２以上の整数）がほぼ成立するアスペクト比ｘ：１を有している。
そして、前記コンテンツ表示制御部は、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答し
て、前記画面を上下方向にａ個の小画面に分割して、各小画面にコンテンツを並列して表
示するように構成されている。
【００１７】
　本願の請求項４に記載の技術によれば、請求項１に記載の表示装置の前記画面は１６：
９のアスペクト比を有している。そして、前記コンテンツ表示部は、前記画面が縦画レイ
アウトになったことに応答して、前記画面を上下方向に３個の小画面に分割して、各小画
面にコンテンツを並列して表示するように構成されている。
【００１８】
　本願の請求項５に記載の技術によれば、請求項３に記載の表示装置の前記表示コンテン
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ツ選択部は、前記画面に対するユーザーの操作に応答して、前記小画面に表示するコンテ
ンツを切り替えるように構成されている。
【００１９】
　本願の請求項６に記載の技術によれば、請求項３に記載の表示装置の前記コンテンツ表
示制御部は、前記小画面に対してユーザーがピンチイン操作を行なったことに応答して、
前記小画面を縮退させて、ａ2行×ａ列の最小画面を配置した画面レイアウトに遷移させ
るように構成されている。
【００２０】
　本願の請求項７に記載の技術によれば、請求項６に記載の表示装置の前記コンテンツ表
示制御部は、前記最小画面に対してユーザーがピンチアウト又はタップ操作を行なったこ
とに応答して、上下方向にａ個の小画面を配置した画面レイアウトに遷移させるように構
成されている。
【００２１】
　本願の請求項８に記載の技術によれば、請求項３に記載の表示装置の前記コンテンツ表
示制御部は、前記小画面に対してユーザーがピンチアウト又はタップ操作を行なったこと
に応答して、前記小画面を拡大して、左右方向にａ分の１の領域を縦画レイアウトの前記
画面に全画面表示に遷移させるように構成されている。
【００２２】
　本願の請求項９に記載の技術によれば、請求項８に記載の表示装置の前記コンテンツ表
示制御部は、前記小画面を拡大表示した前記画面に対してユーザーがピンチイン操作を行
なったことに応答して、上下方向にａ個の小画面を配置した画面レイアウトに遷移させる
ように構成されている。
【００２３】
　本願の請求項１０に記載の技術によれば、請求項８に記載の表示装置の前記コンテンツ
表示制御部は、前記全画面表示した前記画面に対してユーザーがドラッグ又はフリック操
作を行なったことに応答して、前記画面に表示するａ分の１の領域をドラッグ又はフリッ
ク下方向に移動させるように構成されている。
【００２４】
　本願の請求項１１に記載の技術によれば、請求項３に記載の表示装置は、テレビ放送さ
れるコンテンツを受信するコンテンツ受信部をさらに備えている。そして、前記コンテン
ツ管理部は、チャンネル番号に基づいて受信した各コンテンツを管理し、前記表示コンテ
ンツ選択部は、チャンネル番号の昇り順又は降り順に従って、上下方向に配置したａ個の
小画面の各々に表示するコンテンツを選択するように構成されている。
【００２５】
　本願の請求項１２に記載の技術によれば、請求項１１に記載の表示装置の前記表示コン
テンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して上下方向にフリック操作を行なったことに
応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのチャンネル番号を順次繰り上
げ又は繰り下げるように構成されている。
【００２６】
　本願の請求項１３に記載の技術によれば、請求項１１に記載の表示装置の前記表示コン
テンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して左右方向にフリック操作を行なったことに
応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのチャンネル番号をそれぞれａ
個ずつ繰り上げ又は繰り下げるように構成されている。
【００２７】
　本願の請求項１４に記載の技術によれば、請求項１１に記載の表示装置の前記表示コン
テンツ選択部は、ユーザーが特定の小画面を選択した後に左右方向にフリック操作を行な
ったことに応答して、前記特定の小画面に表示するコンテンツのチャンネル番号をフリッ
ク操作した回数に応じて繰り上げ又は繰り下げるように構成されている。
【００２８】
　本願の請求項１５に記載の技術によれば、請求項１４に記載の表示装置の前記表示コン
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テンツ選択部は、２以上の小画面で表示するコンテンツのチャンネル番号が重複しないよ
うに、コンテンツの選択を行なうように構成されている。
【００２９】
　本願の請求項１６に記載の技術によれば、請求項３に記載の表示装置は、ＶＯＤ配信さ
れるコンテンツを受信するコンテンツ受信部をさらに備えている。そして、前記コンテン
ツ管理部は、コンテンツをカテゴリー毎のチャンネル番号に基づいて管理し、前記表示コ
ンテンツ選択部は、上下方向に配置したａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのカテ
ゴリー及びチャンネル番号を選択するように構成されている。
【００３０】
　本願の請求項１７に記載の技術によれば、請求項１６に記載の表示装置の前記表示コン
テンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して上下方向にフリック操作を行なったことに
応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのカテゴリーを順次切り替える
ように構成されている。
【００３１】
　本願の請求項１８に記載の技術によれば、請求項１６に記載の表示装置の前記表示コン
テンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して上下方向にフリック操作を行なったことに
応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのカテゴリーを順次切り替える
ように構成されている。
【００３２】
　また、本願の請求項１９に記載の技術は、
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテ
ンツ管理ステップと、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御ステップと、
　前記コンテンツ表示制御ステップの指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを
前記コンテンツ管理ステップで管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択ステ
ップと、
を有する表示方法である。
【００３３】
　また、本願の請求項２０に記載の技術は、
　所定のアスペクト比からなる画面を持つ画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテ
ンツ管理部、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御部、
　前記コンテンツ表示制御部の指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを前記コ
ンテンツ管理部で管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択部、
としてコンピューターを機能させるようにコンピューター可読形式手記述されたコンピュ
ーター・プログラムである。
【００３４】
　本願の請求項２０に係るコンピューター・プログラムは、コンピューター上で所定の処
理を実現するようにコンピューター可読形式で記述されたコンピューター・プログラムを
定義したものである。換言すれば、本願の請求項２０に係るコンピューター・プログラム
をコンピューターにインストールすることによって、コンピューター上では協働的作用が
発揮され、本願の請求項１に係る表示装置と同様の作用効果を得ることができる。
【発明の効果】
【００３５】
　本明細書で開示する技術によれば、アスペクト比が１６：９の大画面を縦画レイアウト
にしたときに、大画面を上下方向に３つの小画面に分割してそれぞれに別の映像を割り当
てることで、情報の欠如や表示可能領域の効率を低下させることなく、複数の映像を並列
して表示することができる、優れた表示装置及び表示方法、並びにコンピューター・プロ
グラムを提供することができる。
【００３６】
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　また、本明細書で開示する技術によれば、複数の画面に並列に表示している各映像を、
効率的なユーザー操作により切り替えることができる、優れた表示装置及び表示方法、並
びにコンピューター・プログラムを提供することができる。
【００３７】
　本明細書で開示する技術のさらに他の目的、特徴や利点は、後述する実施形態や添付す
る図面に基づくより詳細な説明によって明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、大画面を有する情報処理装置１００の使用形態の一例（Ｗａｌｌ：横画
レイアウト）を示した図である。
【図２】図２は、大画面を有する情報処理装置１００の使用形態の一例（Ｗａｌｌ：縦画
レイアウト）を示した図である。
【図３】図３は、大画面を有する情報処理装置１００の使用形態の他の例（Ｔａｂｌｅｔ
ｏｐ）を示した図である。
【図４】図４は、テーブルトップ状態の表示画面の利用形態を示した図である。
【図５】図５は、情報処理装置１００の機能的構成を模式的に示した図である。
【図６】図６は、入力インターフェース部１１０の内部構成を示した図である。
【図７】図７は、出力インターフェース部１３０の内部構成を示した図である。
【図８】図８は、縦画レイアウトの大画面の上下方向に１６：９映像を３つ並列して表示
した様子を示した図である。
【図９】図９は、縦画レイアウトを複数段に分割するための黄金比となるアスペクト比を
説明するための図である。
【図１０】図１０は、３つの映像を並列して表示した縦画レイアウトの大画面上でのユー
ザー操作を例示した図である。
【図１１】図１１は、３つの映像を並列して表示した縦画レイアウトの大画面上でのユー
ザー操作を例示した図である。
【図１２】図１２は、取り込んだ多数の映像コンテンツをマトリックス状に配置して、縦
画レイアウトの３段の画面への表示出力を管理する仕組みを説明するための図である。
【図１３】図１３は、取り込んだ多数の映像コンテンツをマトリックス状に配置して、縦
画レイアウトの３段の画面への表示出力を管理する仕組みを説明するための図である。
【図１４】図１４は、取り込んだ多数の映像コンテンツをマトリックス状に配置して、縦
画レイアウトの３段の画面への表示出力を管理する仕組みを説明するための図である。
【図１５】図１５は、情報処理装置１００本体の回転に伴う画面遷移例を示した図である
。
【図１６】図１６は、大画面を縦画レイアウトにした状態でのユーザー操作による画面遷
移例を示した図である。
【図１７】図１７は、大画面を縦画レイアウトにした状態でのユーザー操作による画面遷
移例を示した図である。
【図１８】図１８は、大画面を縦画レイアウトにした状態でのユーザー操作による画面遷
移例を示した図である。
【図１９】図１９は、縦画レイアウトの３段表示をテレビ放送の選局に利用した画面遷移
例を示した図である。
【図２０】図２０は、縦画レイアウトの３段表示をテレビ放送の選局に利用した画面遷移
例を示した図である。
【図２１】図２１は、縦画レイアウトの３段表示をテレビ放送の選局に利用した画面遷移
例を示した図である。
【図２２】図２２は、縦画レイアウトの３段表示をテレビ放送の選局に利用した画面遷移
例を示した図である。
【図２３】図２３は、縦画レイアウトの３段表示をＶＯＤ配信サービスに利用した画面遷
移例を示した図である。
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【図２４】図２４は、縦画レイアウトの３段表示をＶＯＤ配信サービスに利用した画面遷
移例を示した図である。
【図２５】図２５は、縦画レイアウトの３段表示をＶＯＤ配信サービスに利用した画面遷
移例を示した図である。
【図２６】図２６は、情報処理装置１００において、大画面の回転位置に応じてコンテン
ツの表示を制御するための機能的構成を模式的に示した図である。
【図２７】図２７は、ＰＩＰ機能を利用した画面構成例を示した図である。
【図２８】図２８は、ＰＡＰ機能を利用した画面構成例を示した図である。
【図２９】図２９は、縦画レイアウトにした画面上に横長映像の一部を表示した例を示し
た図である。
【図３０】図３０は、縦画レイアウトにした画面上に画面幅に収まるように横長映像を縮
小表示した例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下、図面を参照しながら本明細書で開示する技術の実施形態について詳細に説明する
。
【００４０】
Ａ．システム構成
　本実施形態に係る情報処理装置１００は、大画面を有するが、主な使用形態として、図
１に示すように壁に掛ける「Ｗａｌｌ」、並びに、図２に示すように卓上に設置する「Ｔ
ａｂｌｅｔｏｐ」が想定される。
【００４１】
　図１に示す「Ｗａｌｌ」状態では、情報処理装置１００は、例えば回転・取り付け機構
部２００によって壁面上で回転可能且つ着脱可能な状態で取り付けられている。図示の例
では、大画面が横画レイアウトとなる姿勢に回転位置が設定されている。
【００４２】
　回転・取り付け機構部２００は情報処理装置１００と外部との電気的接点を兼ねており
、この回転・取り付け機構部２００を介して情報処理装置１００に電源ケーブルやネット
ワーク・ケーブル（いずれも図示しない）が接続されているものとし、情報処理装置１０
０は、商用ＡＣ電源から駆動電力を受電できるとともに、インターネット上の各種サーバ
ーにもアクセスすることができる。
【００４３】
　情報処理装置１００は、カメラや距離センサー、近接センサー、並びにタッチ・センサ
ーを備えており、画面に正対しているユーザーの位置（距離、方位）を把握することがで
きる。また、情報処理装置１００は、ユーザーの位置に応じた最適なインタラクションを
自動選択するようになっている。例えば、情報処理装置１００は、ユーザーの位置に応じ
て、大画面に表示する情報の密度など、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ）表示を自動で選択し又は調整する。また、情報処理装置１００は、画面へ
のタッチ、近接、手などを用いたジェスチャー、リモコンなどによる直接操作や、ユーザ
ー状態による間接操作など、複数の入力手段の中から、ユーザーの位置若しくはユーザー
までの距離に応じて最適な入力手段を自動で選択することができる。
【００４４】
　また、情報処理装置１００は、１台以上のカメラも備えている。図示の例では、横画レ
イアウトにした状態で、下端縁のほぼ中央にカメラが設置されている。この状態では、カ
メラは、光軸が左右方向を向いており、大画面に正対しているユーザーの姿を撮影するこ
とができる。カメラの撮像画像を処理することで、ユーザーの位置を測定できる他、人物
、物体、機器などさまざまな物体の認識を行なうことができる。また、カメラの撮影画像
からユーザーの顔や手などを認識した結果に基づいて、ジェスチャー入力を行なうことも
できる。また、情報処理装置１００は、超近距離通信部も備えており、超近距離まで接近
したユーザーが所持するタブレット端末やモバイル端末などの機器との間でデータ送受信
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を行なうこともできる。
【００４５】
　大画面のアスペクト比は、テレビ製品の市場で標準となっている１６：９を想定してい
る。したがって、図１に示すように大画面が横画レイアウトとなるように、壁に掛けた情
報処理装置１００の回転位置を設定した状態では、全画面を用いて、ほぼムービーで描写
する世界観そのままに１６：９の横長映像を表示することができる。
【００４６】
　情報処理装置１００を回転・取り付け機構部２００に取り付け、壁に掛けた状態のまま
で回転させると、図２に示すように大画面が縦画レイアウトとなる姿勢にすることができ
る。情報処理装置１００本体と一体となって、カメラの位置が、画面の右端縁のほぼ中央
に移動する。
【００４７】
　一方、図３に示す「Ｔａｂｌｅｔｏｐ」状態では、情報処理装置１００は卓上に平置き
にされている。図１並びに図２に示した使用形態では回転・取り付け機構部２００が電気
的接点を兼ねているのに対し（前述）、図３に示すように卓上に設置された状態では、情
報処理装置１００への電気的接点が見当たらない。そこで、図示のＴａｂｌｅｔｏｐ状態
では、情報処理装置１００は、図示しない内蔵バッテリーにより無電源で動作可能に構成
してもよい。また、情報処理装置１００が例えば無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）の移動局機能に相当する無線通信部を備えるとともに、回転・取り付け機
構部２００が無線ＬＡＮのアクセスポイント機能に相当する無線通信部を備えるようにす
れば、情報処理装置１００は、Ｔａｂｌｅｔｏｐ状態においても、アクセスポイントとし
ての回転・取り付け機構部２００との無線通信を通じてインターネット上の各種サーバー
にアクセスすることができる。
【００４８】
　情報処理装置１００は、大画面の４つの側縁部の各々に、ユーザーの存在又は状態を検
出する近接センサーを備えている。上述と同様に、大画面に接近したユーザーをカメラで
撮影して人物認識してもよい。また、超近距離通信部は、存在を検出したユーザーがモバ
イル端末などの機器を所持しているか否かを検出したり、ユーザーが所持するモバイル端
末からのデータ送受信要求を検出したりする。
【００４９】
　情報処理装置１００は、近接センサーなどでユーザーの存在を検出すると、その検出結
果をＵＩ制御に利用する。ユーザーの存在の有無だけでなく、ユーザーの胴体や両手足、
頭の位置などを検出するようにすれば、より詳細なＵＩ制御に利用することもできる。ま
た、情報処理装置１００は、超近距離通信部も備えており、超近距離まで接近したユーザ
ーが所持する機器との間でデータ送受信を行なうこともできる。
【００５０】
　情報処理装置１００の画面を大型化すれば、Ｔａｂｌｅｔｏｐ状態では、複数のユーザ
ーが同時にタッチ入力するだけのスペースの余裕が生じる。また、複数のユーザーが大画
面越しに向き合い、画面の表示を見ながら会話やディスカッションを行なうことができる
（図４を参照のこと）。
【００５１】
　図５には、情報処理装置１００の機能的構成を模式的に示している。情報処理装置１０
０は、外部からの情報信号を入力する入力インターフェース部１１０と、入力された情報
信号に基づいて表示画面の制御などのための演算処理を行なう演算部１２０と、演算結果
に基づいて外部への情報出力を行なう出力インターフェース部１３０と、ハード・ディス
ク・ドライブ（ＨＤＤ）などからなる大容量の記憶部１４０と、外部ネットワークと接続
する通信部１５０と、駆動電力を扱う電源部１６０と、テレビ・チューナー部１７０と、
映像入力インターフェース部（ＩＦ）１８０を備え、バス１９０を介して相互接続されて
いる。記憶部１４０には、演算部１２０で実行する各種処理アルゴリズムや、演算部１２
０で演算処理に使用する各種データベースが格納されている。
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【００５２】
　演算部１２０の主な機能は、入力インターフェース部１１０によるユーザー検出結果、
画面のタッチ検出結果、及びユーザーが所持するモバイル端末などの機器からの受信デー
タに基づくＵＩ画面の生成処理などの演算処理と、演算結果の出力インターフェース部１
３０への出力である。演算部１２０は、例えば記憶部１４０にインストールされているア
プリケーション・プログラムをロードし、実行することで、アプリケーション毎の演算処
理を実現することができる。
【００５３】
　通信部１５０は、情報処理装置１００を、ＬＡＮやインターネットなどの外部ネットワ
ークに接続する。外部ネットワークとの接続形態は、有線、無線を問わない。例えば外部
ネットワーク上の配信サーバー（図示しない）から配信される映像ストリームを、通信部
１５０を介して受信し、演算部１２０でデコードして、出力インターフェース部１３０を
通じて再生出力することができる。
【００５４】
　また、情報処理装置１００は、通信部１５０を通じて、ユーザーが所持するスマートフ
ォンなどのモバイル端末や、タブレット端末などの他の機器と通信することができる。情
報処理装置１００、モバイル端末、タブレット端末の３種類の装置の組み合わせにより、
いわゆる「３スクリーン」を構成することができる。情報処理装置１００は、他の２スク
リーンよりも大画面上で、３スクリーンを連携させるＵＩを提供することができる。
【００５５】
　例えば、ユーザーが画面上でタッチ操作する、あるいは所持端末を情報処理装置１００
に接近させるなどのアクションを行なっているバックグランドで、情報処理装置１００と
対応する所持端末との間で、動画、静止画、テキスト・コンテンツなどのデータ送受信が
行なわれる。さらに外部ネットワーク上にはクラウド・サーバーなどが設置されており、
３スクリーンは、クラウド・サーバーの演算能力を利用するなど、情報処理装置１００を
通じてクラウド・コンピューティングの恩恵を受けることができる。
【００５６】
　テレビ・チューナー部１７０は、各放送局から地上波又は衛星波として送信されるディ
ジタル放送信号を選局受信する。演算部１２０は、受信した放送波をデコードして、出力
インターフェース部１３０を通じて再生出力する。
【００５７】
　映像入力インターフェース部１８０は、外部のブルーレイ・ディスク（ＢＤ）再生装置
などを、例えばＨＤＭＩ（登録商標）（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）で接続して、ブルーレイ・ディスクから再生された映像
信号を入力する。演算部１２０は、入力した映像信号をデコードして、出力インターフェ
ース部１３０を通じて再生出力する。
【００５８】
　入力インターフェース部１１０の主な機能は、ユーザーの存在の検出、検出したユーザ
ーによる画面すなわちタッチパネルへのタッチ操作の検出、ユーザーが所持するモバイル
端末などの機器の検出並びに機器からの送信データの受信処理である。図６には、入力イ
ンターフェース部１１０の内部構成を示している。
【００５９】
　リモコン受信部５０１は、リモコンやモバイル端末からのリモコン信号を受信する。信
号解析部５０２は、受信したリモコン信号を復調、復号処理して、リモコン・コマンドを
得る。
【００６０】
　カメラ部５０３はＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｍｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　
Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）やＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
）などの撮像素子を備え、単眼式、又は、２眼式若しくはアクティブ型のうち一方又は両
方を採用する。また、カメラ部５０３は、パンやチルト、ズームなどのカメラ制御部を備
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えている。カメラ部５０３は、パンやチルト、ズームなどのカメラ情報を演算部１２０に
通知するとともに、演算部１２０からのカメラ制御情報に従ってカメラ部５０３のパン、
チルト、ズームを制御できるものとする。
【００６１】
　画像認識部５０４は、カメラ部５０３による撮影画像を認識処理する。具体的には、背
景差分によりユーザーの顔や手の動きを検出してジェスチャー認識したり、撮影画像に含
まれるユーザーの顔や手などの物体を認識したり、ユーザーまでの距離を認識したりする
。
【００６２】
　画像認識部５０４は、画像認識処理に際して、カメラ部５０３によるカメラによる撮影
画像上でテンプレート画像をスキャンさせて、パターン・マッチングを行なうことにより
、顔などの認識対象となる物体を検出する。
【００６３】
　マイク部５０５は、音やユーザーが発する会話を音声入力する。音声認識部５０６は、
マイク部５０５から入力された音声信号を音声認識する。
【００６４】
　距離センサー５０７は、例えばＰＳＤ（Ｐｏｓｉｔｉｏｎ　Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　Ｄｅ
ｔｅｃｔｏｒ）などからなり、ユーザーやその他の物体から返ってくる信号を検出する。
信号解析部５０８は、その検出信号を解析して、ユーザーや物体までの距離を測定する。
ＰＤＳセンサー以外に、焦電センサーや簡易カメラなどを距離センサー５０７に用いるこ
とができる。距離センサー５０７は、情報処理装置１００から例えば５～１０メートルの
半径内にユーザーが存在するかどうかを常時監視している。このため、距離センサー５０
７には、消費電力の小さなセンサー素子を用いることが好ましい。
【００６５】
　タッチ検出部５０９は、画面に重畳されたタッチ・センサーなどからなり、画面にユー
ザーの指先が触れた場所から検出信号を出力する。信号解析部５１０は、タッチ検出部５
０９の検出信号を解析して、位置情報を得る。
【００６６】
　近接センサー５１１は、大画面の４つの側縁部の各々に設置され、例えば静電容量式に
よりユーザーの身体が画面に近接したことを検出する。信号解析部５１２は、近接センサ
ー５１１の検出信号を解析する。
【００６７】
　超近距離通信部５１３は、例えばＮＦＣ（Ｎｅａｒ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ）により、ユーザーが所持するモバイル端末などの機器からの非接触通信信号を
受信する。信号解析部５１４は、超近距離通信部５１３の受信信号を復調、復号処理して
、受信データを得る。
【００６８】
　３軸センサー部５１５は、ジャイロなどで構成され、情報処理装置１００のｘｙｚ各軸
回りの姿勢を検出する。ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ
）受信部５１６は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信する。信号解析部５１７は、３軸センサ
ー部５１５並びにＧＰＳ受信部５１６からの信号を解析して、情報処理装置１００の位置
情報や姿勢情報を得る。
【００６９】
　入力インターフェース統合部５２０は、上記の情報信号の入力を統合して演算部１２０
に渡す。また、入力インターフェース統合部５２０は、各信号解析部５０８、５１０、５
１２、５１４、５１７の解析結果を統合して、情報処理装置１００の周囲にいるユーザー
の位置情報を取得して演算部１２０に渡す。
【００７０】
　出力インターフェース部１３０の主な機能は、演算部１２０の演算結果に基づく画面上
へのコンテンツやＵＩの表示と、ユーザーが所持する機器へのデータ送信である。図７に
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【００７１】
　出力インターフェース統合部６１０は、演算部１２０による演算結果に基づく情報出力
を統合して扱う。
【００７２】
　出力インターフェース統合部６１０は、コンテンツ表示部６０１に対して、通信部１５
０で受信した配信コンテンツや、テレビ・チューナー部１７０で受信したＴＶ放送コンテ
ンツ、ブルーレイ・ディスクなどの記録メディアから再生したコンテンツの、動画又は静
止画コンテンツの表示部６０３、スピーカー部６０４への画像及び音声出力を指示する。
【００７３】
　また、出力インターフェース統合部６１０は、ＧＵＩ表示部６０２に対してＧＵＩの表
示部６０３への表示を指示する。
【００７４】
　表示部６０３は、例えば液晶表示ディスプレイなどからなる画面を持つ。画面サイズが
例えば５０インチ程度の大画面であり、テレビ製品の市場で標準となっている１６：９の
アスペクト比を想定している。
【００７５】
　また、出力インターフェース統合部６１０は、超近距離通信部５１３に対して、ユーザ
ーが所持するモバイル端末などの機器への、非接触通信によるデータ送信を指示する。
【００７６】
Ｂ．映像コンテンツの並列表示
　本実施形態に係る情報処理装置１００は、配信サーバーと接続可能な通信部１５０や、
テレビ・チューナー部１７０、映像インターフェース部１８０を備えており、ネット動画
やテレビ放送など複数の映像コンテンツをデコードして再生する能力を備えている。
【００７７】
　また、表示部６０３は、例えば５０インチ程度の大画面であり、複数の映像コンテンツ
を並列して同時表示するのに十分な表示面積を持つ。
【００７８】
　ところが、従来のＰＩＰ機能やＰＡＰ機能を用いて並列表示を行なうと、情報の一部が
欠如する、あるいは表示可能領域の利用効率がよくない、という問題がある（前述）。ま
た、図２に示したように大画面を縦置きに設置したときには、横長映像の一部しか表示で
きない（図２９を参照のこと）、あるいは縦長画面の横幅サイズに合うように映像を縮小
表示しなければならない（図３０を参照のこと）。
【００７９】
　本実施形態では、情報処理装置１００が備える大画面のアスペクト比は、ハイビジョン
映像相当の１６：９を想定している。大画面を縦置きにして縦画レイアウトで使用する場
合には、大画面を上下方向に３つの小画面に分割すると、分割した後の小画面のアスペク
ト比は、９：１６／３＝１６：９．４８となる。したがって、元の１６：９の映像コンテ
ンツに対して、インチ比率９／１６＝５６．２５％（面積比率で（９／１６）2＝３１．
６４％）となる。すなわち、図８に示すように約３分の１のサイズの１６：９映像を上下
方向に３つ表示すれば、利用可能な表示領域を効率的に使用することになる。大画面の縦
画レイアウトを利用して、３段の映像コンテンツ表示枠を構成しようとすると、横画レイ
アウトにおける１６：９は黄金比ということができる。
【００８０】
　図９に示すように、画面並びに扱う映像コンテンツのアスペクト比が１：Ｘの場合、縦
画レイアウトで上下方向にａ段に画面を分割する際の黄金比である、と一般化することが
できる。この場合、下式（１）が成り立つ。
【００８１】
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【数１】

【００８２】
　上式（１）において、ａは整数でなければならない。ａ＝２すなわち縦画レイアウトを
２段に分割するのであれば、ｘ＝１．４１４…すなわち黄金比は概ね７：５である。また
、ａ＝３すなわち縦画レイアウトを３段に分割するのであれば、ｘ＝１．７３２…すなわ
ち黄金比は図８に示したように１６：９（ハイビジョン）である。また、ａ＝４すなわち
縦画レイアウトを４段に分割するのであれば、ｘ＝２．０００…すなわち黄金比は２：１
である。また、ａ＝５すなわち縦画レイアウトを５段に分割するのであれば、ｘ＝２．２
３６…すなわち黄金比は１２：５（シネスコ）である。
【００８３】
【数２】

【００８４】
　図８には、大画面を縦置きにして縦画レイアウトで使用する場合に、アスペクト比が１
６：９の映像コンテンツ＃１～＃３を垂直方向に並んだ各小画面に並列して表示する様子
を示している。例えば、異なる放送局から同時受信する放送コンテンツ、記録メディアか
らの再生コンテンツ、ネットワーク上のストリーミング動画など、３種類のコンテンツ＃
１～＃３を上下方向に並べて同時に表示することができる。
【００８５】
　複数（図８に示す例では３つ）の映像コンテンツを並列して表示した縦画レイアウトの
大画面上での、コンテンツの切り替えなどの指示は、基本的にはタッチパネル操作により
行なうが、リモコンの十字キーや、ジェスチャー入力により行なうようにしてもよい。
【００８６】
　図１０並びに図１１には、複数の映像コンテンツを並列に表示した縦画レイアウトの画
面上での基本的なユーザー操作を例示している。
【００８７】
　図１０に示すように、画面に指先を付けたまま上下方向にドラッグ又はフリック操作す
ると、並列に表示する映像コンテンツが上下方向に移動する。コンピューターのＧＵＩ画
面上で画面が上下方向にスクロールする操作に類似する。上下方向のドラッグ又はフリッ
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ク操作は、リモコン上での上下ボタンの操作に置き換えることもできる（以下、同様）。
【００８８】
　また、図１１に示すように、ユーザーが３段のうちいずれかの場所で指先により左右方
向にドラッグ又はフリック操作すると、その段で画面が左右方向にスクロールする。左右
方向へのドラッグ又はフリック操作により、特定の１段だけでなく、３段すべてをスクロ
ールさせるという操作方法も考えられる。左右方向のドラッグ又はフリック操作は、リモ
コン上での左右ボタンの操作に置き換えることもできる（以下、同様）。
【００８９】
　ユーザーが、ドラッグではなく、画面をはじく（若しくは、指先素早く動かす）フリッ
ク操作を行なうと、縦画レイアウトの大画面に表示されている映像コンテンツは、上下方
向又は左右方向に、高速でスクロールする。
【００９０】
　また、ユーザーによるタッチパネル上での上下方向又は左右方向のドラッグやフリック
操作を、リモコンの十字キーの入力や、ユーザーのジェスチャー操作に置き換えることが
できる。
【００９１】
　大画面の縦画レイアウトを利用した３段の映像コンテンツ表示枠を用いることで、３つ
の画面を一括してザッピングしたり、特定の１段のみを変更したりすることができる。ま
た、中央の画面に表示する映像コンテンツに応じて、上下の画面にその関連情報を表示し
たりすることもできる。
【００９２】
　情報処理装置１００内では、通信部１５０や、テレビ・チューナー部１７０、映像イン
ターフェース部１８０などを介して取り込んだ多数のコンテンツを、例えば図１２に示す
ようにマトリックス状に配置して管理している。例えば、テレビ放送やネット動画など、
映像ソースが同じ又は類似する映像コンテンツをマトリックスの上下方向に配置したり、
共通のキーワードを持つなどカテゴリーが同じ又は類似する映像コンテンツを左右方向に
配置したりすることができる。
【００９３】
　図８に示した画面表示例は、図１２に示すように、マトリックス上で太線により囲った
、上下方向に連続して配置された３つのコンテンツを縦画レイアウトに展開したことに相
当する。また、図１０に示した３画面の一括ザッピングは、図１３に示すように、太線で
囲う３つのコンテンツを１画面分だけ上方に移動させたことに相当する。また、図１１に
示した、３段の映像コンテンツのうちの特定の一段のみの変更は、図１４に示すように、
マトリックス上で該当する行全体の移動に相当する。
【００９４】
　図１５～図１８には、情報処理装置１００における、大画面の回転操作や、ユーザーに
よる画面操作に応じた画面遷移例を示している。
【００９５】
　図１５上段に示すように、情報処理装置１００本体を横置きして、大画面の横画レイア
ウトに１つの映像コンテンツのみを表示する状態を初期状態とする。
【００９６】
　ここで、情報処理装置１００本体が回転・取り付け部２００を介して回転し、縦置きに
変化ことが検出されると、図１５下段に示すように、大画面の縦画レイアウトを利用して
、約３分の１のサイズの１６：９映像を上下方向に３つ表示する状態に遷移する。また、
情報処理装置１００本体が回転して、横置きになったことが検出されると、大画面の横画
レイアウトに１つの映像コンテンツのみを表示する初期状態に戻る。
【００９７】
　また、大画面の縦画レイアウトを利用して、約３分の１のサイズの１６：９映像が上下
方向に３つ表示された状態で、３段の小画面のうちいずれかに対してユーザーがピンチイ
ン操作を行なうと、小画面が縮退して、９行×３列で最小画面を配置した画面レイアウト
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に遷移する。図１６では、図中で左側に示すように、３段の小画面の真ん中の小画面に対
してピンチイン操作が行なわれると、図中右側に示すように、この小画面に表示中の映像
コンテンツ＃２をほぼ中央に配置した９行×３列で最小画面を配置した画面レイアウトに
遷移している。
【００９８】
　大画面内に９行×３列で配置した合計２７個の最小画面の各々は、オリジナルの映像に
比べて解像度が劣化し、情報量は低下する。しかしながら、ユーザーは、現在自分が利用
することができる映像コンテンツ（例えば、他局でどのようなテレビ番組が放映中か）を
９行×３列の画面から確認することができる。また、ユーザーは、どのようにドラッグ若
しくはフリック操作すれば、見たい映像コンテンツに辿り着けるかを、９行×３列の画面
から理解することができる。
【００９９】
　また、図１６中で右側に示すように、９行×３列で最小画面を配置した状態で、ユーザ
ーがいずれか１つの小画面に対してピンチアウト操作又はタップ操作を行なうと、操作さ
れた小画面を中央に配置した３段の小画面の状態に遷移する。図１６に示す例では、映像
コンテンツ＃２を表示中の小画面に対してピンチアウト操作又はタップ操作が行なわれ、
映像コンテンツ＃１、＃２、＃３を上下方向に３段表示する状態に遷移している。
【０１００】
　また、大画面の縦画レイアウトを利用して、約３分の１のサイズの１６：９映像が上下
方向に３つ表示された状態で、３段の小画面のうちいずれかに対してユーザーがピンチア
ウト操作又はタップ操作を行なうと、操作された小画面が拡大して、全画面表示される。
図１７では、図中右側に示すように、３段表示された映像コンテンツ＃１、＃２、＃３の
うち映像コンテンツ＃２を表示する中央の小画面に対してピンチアウト操作又はタップ操
作が行なわれると、図中右側に示すように、映像コンテンツ＃２が拡大して全画面表示さ
れる。オリジナルの映像コンテンツ＃２の解像度が十分繊細でない場合には、全画面表示
する際に超解像技術を導入するようにしてもよい。
【０１０１】
　図１７左に示すように、大画面を縦画レイアウトのまま、１６：９の映像コンテンツ＃
２を全画面表示すると、左右方向にほぼ３分の１の領域しか表示されず、情報の欠如が生
じてしまう。そこで、図１８に示すように、ユーザーは、大画面上で、右方向にドラッグ
又はフリック操作して、表示領域をオリジナルの映像コンテンツ＃２の右側に移動させた
り、左方向にドラッグ又はフリック操作して、表示する３分の１の領域をオリジナルの映
像コンテンツ＃２の左側に移動させたりして、所望する人物などの映像を表示させるよう
にすればよい。また、図１７左に示すように全画面表示されている映像コンテンツ＃２に
対してピンチイン操作を行なうと、図１７右に示す元の小画面に遷移する。
【０１０２】
　図８に示したような縦画レイアウトに横長の映像コンテンツを複数段表示するという画
面構成は、各映像コンテンツの情報量は低下するが、効率よくザッピングすることができ
るという特徴がある。また、画面の１６：９という黄金比を利用して、縦画レイアウトに
３段の映像コンテンツを配置すると、表示可能領域を高い効率で利用することができる。
【０１０３】
　図１９～図２２には、縦画レイアウトの３段表示をテレビ放送の選局に利用した画面遷
移例を示している。但し、以下では、テレビ放送として１ｃｈ～１２ｃｈがあり、情報処
理装置１００のテレビ・チューナー部１７０が概ね１０チャンネル程度の受信環境にある
ことを想定している。縦画レイアウトに３段の映像コンテンツを配置すると、受信可能な
すべてのチャンネルを効率的に閲覧することができる。
【０１０４】
　図１９には、上下方向のフリック操作（若しくは、リモコンの上下ボタンの操作）によ
り３段の小画面の表示を切り替え操作する画面遷移例を示している。図示の例では、段毎
に１ｃｈから１２ｃｈまでの各テレビ放送が、左から右に向かってチャンネル番号の昇り
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順（又は、降り順：以下同様）に、仮想的に配置されていることを想定している。また、
任意の選局の組み合わせは不可とする。
【０１０５】
　まず、上から順に各段に１ｃｈ、２ｃｈ、３ｃｈのテレビ放送が上下方向に並んで表示
されている。ここで、ユーザーが上方向のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで
上ボタンを１回押す）と、各段の小画面がそれぞれ１つずつ右側に移動して、チャンネル
番号が１ずつ繰り上がり、２ｃｈ、３ｃｈ、４ｃｈのテレビ放送を３段で並列表示する画
面に遷移する。
【０１０６】
　さらに、ユーザーが上方向のフリック操作を１回行なうと、各段の小画面がそれぞれ１
つずつ右側に移動して、チャンネル番号が１ずつ繰り上がり、３ｃｈ、４ｃｈ、５ｃｈの
テレビ放送を３段で並列表示する画面に遷移する。また、下方向のフリック操作を１回行
なう（又は、リモコンで下ボタンを１回押す）と、各段の小画面がそれぞれ１つずつ左側
に移動して、チャンネル番号が１ずつ繰り下がり、２ｃｈ、３ｃｈ、４ｃｈのテレビ放送
を３段で並列表示する画面に遷移する。
【０１０７】
　図１９に示す画面遷移例によれば、ユーザーは、チャンネル番号が連続する３局のテレ
ビ放送を常に閲覧することができる。また、１回の上下フリック操作又は上下ボタンの操
作により各小画面では１局分しか映像の表示切り替えが行なわれず、画面遷移の速度が緩
やかなので、ユーザーは見落とすことなく、各局の映像を閲覧することができる。
【０１０８】
　図２０には、左右方向のフリック操作（若しくは、リモコンの左右ボタンの操作）によ
り３段の小画面の表示を切り替え操作する画面遷移例を示している。図示の例では、最上
段の小画面で（３Ｎ＋１）ｃｈ、中段の小画面で（３Ｎ＋２）ｃｈ、最下段の小画面で３
（Ｎ＋１）ｃｈの各テレビ放送が、左から右に向かってチャンネル番号の昇り順に、仮想
的に配置されていることを想定している（但し、Ｎは０～３の整数とする）。また、図示
の例でも、任意の選局の組み合わせは不可とする。
【０１０９】
　まず、１ｃｈ、２ｃｈ、３ｃｈの順で、各局のテレビ放送が上下方向に並んで表示され
ている。ここで、ユーザーが右方向のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで上ボ
タンを１回押す）と、各段の小画面がそれぞれ１つずつ右側に移動して、チャンネル番号
が３ずつ繰り上がり、４ｃｈ、５ｃｈ、６ｃｈのテレビ放送を３段で並列表示する画面に
遷移する。
【０１１０】
　さらに、ユーザーが右方向のフリック操作を１回行なうと、各段の小画面がそれぞれ１
つずつ右側に移動して、チャンネル番号が３ずつ繰り上がり、７ｃｈ、８ｃｈ、９ｃｈの
テレビ放送を３段で並列表示する画面に遷移する。また、左方向のフリック操作を１回行
なう（又は、リモコンで左ボタンを１回押す）と、各段の小画面がそれぞれ１つずつ左側
に移動して、チャンネル番号が３ずつ繰り下がり、４ｃｈ、５ｃｈ、６ｃｈのテレビ放送
を３段で並列表示する画面に遷移する。
【０１１１】
　図２０に示す画面遷移例によれば、ユーザーは、チャンネル番号が連続する３局のテレ
ビ放送を常に閲覧することができる。また、１回の左右フリック操作又は左右ボタンの操
作により３チャンネル分のテレビ放送の表示を切り替えるので、ユーザーは効率よくザッ
ピングしてテレビ放送の映像を閲覧することができる。
【０１１２】
　図２１には、上下方向のフリック操作（若しくは、リモコンの上下ボタンの操作）によ
り３段の小画面の表示を切り替え操作する画面遷移例を示している。図示の例では、１ｃ
ｈから１２ｃｈまでの各テレビ放送が、上から下に向かってチャンネル番号の昇り順に仮
想的に配置されていることを想定している。また、図１９に示した例とは相違し、任意の
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選局の組み合わせを許容する。
【０１１３】
　まず、ユーザーのチャンネル切り替え操作などに応じて、各小画面には上から順に２ｃ
ｈ、４ｃｈ、６ｃｈのテレビ放送が表示されている。ここで、ユーザーが上方向のフリッ
ク操作を１回行なう（又は、リモコンで上ボタンを１回押す）と、小画面の映像が１段ず
つ上に移動する画面遷移を起こす。すなわち、最上段の小画面の２ｃｈのテレビ放送の表
示が消滅するとともに、中段及び最下段の小画面に表示していた４ｃｈ、６ｃｈの表示が
それぞれ１段ずつ繰り上がる。また、空きとなった最下段には、直前に表示していたテレ
ビ放送のチャンネル番号を１だけ繰り上げた７ｃｈのテレビ放送の表示で埋める。
【０１１４】
　さらに、上方向のフリック操作を１回行なうと、同様に、小画面の映像が１段ずつ上に
移動する画面遷移を起こす。すなわち、最上段の小画面の４ｃｈのテレビ放送の表示が消
滅するとともに、中段及び最下段の小画面に表示していた６ｃｈ、７ｃｈの表示がそれぞ
れ１段ずつ繰り上がる。空きとなった最下段には、直前に表示していたテレビ放送のチャ
ンネル番号を１だけ繰り上げた８ｃｈのテレビ放送の表示で埋める。
【０１１５】
　また、下方向のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで下ボタンを１回押す）と
、今度は、小画面が１段ずつ下に移動する画面遷移を起こす。すなわち、最下段の小画面
の８ｃｈのテレビ放送の表示が消滅するとともに、最上段及び中段の小画面に表示してい
た６ｃｈ、７ｃｈの表示がそれぞれ１段ずつ繰り下がる。空きとなった最上段には、直前
に表示していたテレビ放送のチャンネル番号を１だけ繰り下げた５ｃｈのテレビ放送の表
示で埋める。
【０１１６】
　図２１に示す画面遷移例によれば、ユーザーは、チャンネル番号が連続する３局のテレ
ビ放送を常に閲覧することができる。また、１回の上下フリック操作又は上下ボタンの操
作によりチャンネル番号を１つずつシーケンシャルに切り替わる。画面遷移の速度が緩や
かなので、ユーザーは見落とすことなく、各局の映像を閲覧することができる。また、図
１９に示した例とは相違し、任意の選局の組み合わせが許容される。
【０１１７】
　図２２には、段毎に左右方向のフリック操作（若しくは、リモコンの左右ボタンの操作
）により、各段の小画面を遷移させる例を示している。段毎に１ｃｈから１２ｃｈまでの
各テレビ放送が、左から右に向かってチャンネル番号の昇り順に、仮想的に配置されてい
ることを想定している。また、図示の例でも、任意の選局の組み合わせを許容する。
【０１１８】
　まず、ユーザーのチャンネル切り替え操作などに応じて、各小画面には上から順に１ｃ
ｈ、２ｃｈ、３ｃｈのテレビ放送が表示されている。ここで、ユーザーが最下段の小画面
をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し右方向のフリック操作を１
回行なう（又は、リモコンで右ボタンを１回押す）。すると、最下段の小画面のみ、チャ
ンネル番号が１だけ繰り上がり、４ｃｈのテレビ放送を表示する画面に遷移する。ユーザ
ーにとっては、最下段の小画面のみが右方に１チャンネルだけ移動したように観察される
。
【０１１９】
　続いて、中段の小画面をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し左
方向のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで左ボタンを１回押す）。すると、中
段の小画面のみ、画面が遷移する。ここで、チャンネル番号を、フリック操作数に相当す
る１だけしか繰り下げないと、中段の小画面で１ｃｈのテレビ放送の表示に切り替わるこ
とになり、最上段の小画面で現在表示中の映像と重複してしまう（すなわち、段毎に独立
してチャンネル切り替え操作を行なう場合の弊害が生じる）。そこで、他の段と表示チャ
ンネルが重複する場合には、さらにチャンネル番号を１だけ繰り下げて、１２ｃｈのテレ
ビ放送の表示に切り替える。ユーザーにとっては、中段の小画面のみが左方に移動したよ
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うに観察される。
【０１２０】
　続いて、最上段の小画面をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し
左方向のフリック操作を１回行なう。すると、最上段の小画面のみ、画面が遷移する。こ
こで、チャンネル番号を、フリック操作数に相当する１だけしか繰り下げないと、最上段
の小画面で１２ｃｈのテレビ放送の表示に切り替わることになり、中段の小画面で現在表
示中の映像と重複するという弊害が生じる。そこで、他の段と表示チャンネルが重複する
場合には、さらにチャンネル番号を１だけ繰り下げて、１１ｃｈのテレビ放送の表示に切
り替える。ユーザーにとっては、最上段の小画面のみが左方に移動したように観察される
。
【０１２１】
　図２２に示す画面遷移例によれば、ユーザーは、３段に並んだ小画面毎に独立してチャ
ンネル切り替え操作を行ない、好きな任意の組み合わせで３局のテレビ放送を常に閲覧す
ることができる。また、小画面毎に独立してチャンネル切り替え操作を行なっても、同じ
局のテレビ放送が２画面以上で重複して表示することがないように、遷移先のチャンネル
番号を自動制御するので、ユーザーは効率よくザッピングすることができる。
【０１２２】
　また、図２３～図２５には、縦画レイアウトの３段表示をＶＯＤ（Ｖｉｄｅｏ　Ｏｎ　
Ｄｅｍａｎｄ）配信サービスに利用した画面遷移例を示している。但し、以下では、ＶＯ
Ｄ配信されるコンテンツはＡ～Ｚのカテゴリーに分類され、且つ、カテゴリー毎に２０～
３０ｃｈあるというＶＯＤ受信環境を想定している。例えば、カテゴリーＡはニュース、
カテゴリーＢは天気、カテゴリーＣはドラマ、などである。
【０１２３】
　縦画レイアウトの３段表示をＶＯＤ配信サービスに利用する場合、基本的に、上下のフ
リック操作（又は、リモコンの上下ボタンの操作）により小画面に表示するカテゴリーを
切り替えるとともに、左右のフリック操作（又は、リモコンの左右ボタンの操作）により
小画面に表示するチャンネルを切り替える。縦画レイアウトに３段の映像コンテンツを配
置すると、受信可能なすべてのチャンネルを効率的に閲覧することができる。
【０１２４】
　図２３には、上下方向のフリック操作（若しくは、リモコンの上下ボタンの操作）によ
り３段の小画面の表示を切り替え操作する画面遷移例を示している。図示の例では、Ａ～
Ｚのカテゴリーが上から下に向かって配置されるとともに、各カテゴリーのコンテンツが
左から右に向かってチャンネル番号の昇り順に仮想的に配置されていることを想定してい
る。
【０１２５】
　まず、ユーザーのチャンネル切り替え操作などに応じて、各小画面には上から順にＡ－
１ｃｈ、Ｂ－１ｃｈ、Ｃ－１ｃｈのテレビ放送が表示されている。ここで、ユーザーが上
方向のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで上ボタンを１回押す）と、小画面の
映像が１段ずつ上に移動する画面遷移を起こす。すなわち、最上段の小画面のＡ－１ｃｈ
のテレビ放送の表示が消滅するとともに、中段及び最下段の小画面に表示していたＢ－１
ｃｈ、Ｃ－１ｃｈの表示がそれぞれ１段ずつ繰り上がる。空きとなった最下段には、直前
に表示していた映像コンテンツのカテゴリーを１だけ繰り上げるとともに同じチャンネル
番号のＤ－１ｃｈの配信コンテンツの表示で埋める。
【０１２６】
　さらに、ユーザーが上方向のフリック操作を１回行なうと、同様に、最上段の小画面の
Ａ－１ｃｈのテレビ放送の表示が消滅するとともに、中段及び最下段の小画面に表示して
いたＣ－１ｃｈ、Ｄ－１ｃｈの表示がそれぞれ１段ずつ繰り上がる。空きとなった最下段
には、直前に表示していた映像コンテンツのカテゴリーを１だけ繰り上げるとともに同じ
チャンネル番号のＥ－１ｃｈの配信コンテンツの表示で埋める。
【０１２７】
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　また、下方向のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで下ボタンを１回押す）と
、今度は、小画面が１段ずつ下に移動する画面遷移を起こす。すなわち、最下段の小画面
のＥ－１ｃｈのテレビ放送の表示が消滅するとともに、最上段及び中段の小画面に表示し
ていたＣ－１ｃｈ、Ｄ－１ｃｈの表示がそれぞれ１段ずつ繰り下がる。また、空きとなっ
た最上段には、直前に表示していた映像コンテンツのカテゴリーを１だけ繰り上げるとと
もに同じチャンネル番号のＢ－１ｃｈの配信コンテンツの表示で埋める。
【０１２８】
　図２３に示す画面遷移例によれば、ユーザーは、１回の上下フリック操作又は上下ボタ
ンの操作により、３段の小画面に表示するコンテンツのカテゴリーが１つずつシーケンシ
ャルに切り替わる。また、１回の上下フリック操作又は上下ボタンの操作により１つずつ
しかカテゴリーの切り替えが行なわれず、画面遷移の速度が緩やかなので、ユーザーは見
落とすことなく、各カテゴリーの映像を閲覧することができる。また、任意のカテゴリー
の組み合わせは不可である。
【０１２９】
　図２４には、段毎の左右方向のフリック操作（若しくは、リモコンの左右ボタンの操作
）により、各段の小画面を遷移させる例を示している。図示の例では、Ａ～Ｚのカテゴリ
ーが上から下に向かって配置されるとともに、各カテゴリーのコンテンツが左から右に向
かってチャンネル番号の昇り順に仮想的に配置されていることを想定している。また、図
示の例でも、任意のカテゴリーの組み合わせを不可とする。
【０１３０】
　まず、ユーザーのチャンネル切り替え操作などに応じて、各小画面には上から順にＡ－
１ｃｈ、Ｂ－１ｃｈ、Ｃ－１ｃｈのＶＯＤコンテンツが表示されている。ここで、ユーザ
ーが最下段の小画面をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し右方向
のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで右ボタンを１回押す）。すると、最下段
の小画面のみ、チャンネル番号が１だけ繰り上がり、Ｃ－２ｃｈのＶＯＤコンテンツを表
示する画面に遷移する。ユーザーにとっては、最下段の小画面のみが右方に１チャンネル
だけ移動したように観察される。
【０１３１】
　続いて、中段の小画面をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し左
方向のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで左ボタンを１回押す）。すると、中
段の小画面のみ、チャンネル番号が１だけ繰り下がる。ここで、チャンネル番号１は先頭
なので、１つ繰り下がると最後尾のＢ－２０ｃｈのＶＯＤコンテンツを表示する画面に遷
移する。ユーザーにとっては、中段の小画面のみが右方に１チャンネルだけ移動したよう
に観察される。なお、各段で表示するカテゴリーが相違するので、段毎に独立してチャン
ネル切り替え操作を行なう場合の弊害は生じない。
【０１３２】
　続いて、最上段の小画面をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し
左方向のフリック操作を１回行なう。すると、最上段の小画面のみ、画面が遷移する。こ
こで、チャンネル番号１は先頭なので、１つ繰り下がると最後尾のＡ－３０ｃｈのＶＯＤ
コンテンツを表示する画面に遷移する。ユーザーにとっては、最上段の小画面のみが左方
に移動したように観察される。
【０１３３】
　図２４に示す画面遷移例によれば、ユーザーは、小画面の選択と１回の左右フリック操
作又は左右ボタンの操作により、いずれか１つの段の小画面に表示中のカテゴリー内でチ
ャンネル番号を切り替えることができる。また、１回の左右フリック操作又は左右ボタン
の操作によりチャンネル番号が１つずつシーケンシャルに切り替わり、画面遷移の速度が
緩やかなので、ユーザーは見落とすことなく、カテゴリー内の映像を閲覧することができ
る。また、図２３に示した例と同様に、任意のカテゴリーの組み合わせは不可である。
【０１３４】
　図２５には、段毎の上下方向のフリック操作（若しくは、リモコンの上下ボタンの操作
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）により、各段の小画面を遷移させる例を示している。図示の例では、Ａ～Ｚのカテゴリ
ーが上から下に向かって配置されるとともに、各カテゴリーのコンテンツが左から右に向
かってチャンネル番号の昇り順に仮想的に配置されていることを想定している。また、図
示の例は、任意のカテゴリーの組み合わせを許容する。
【０１３５】
　まず、ユーザーのチャンネル切り替え操作などに応じて、各小画面には上から順にＡ－
１ｃｈ、Ｂ－１ｃｈ、Ｃ－１ｃｈのＶＯＤコンテンツが表示されている。ここで、ユーザ
ーが最下段の小画面をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し上方向
のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで上ボタンを１回押す）。すると、最下段
の小画面のみ、チャンネル番号を維持したままカテゴリーが切り替わり、Ｄ－１ｃｈのＶ
ＯＤコンテンツを表示する画面に遷移する。ユーザーにとっては、最下段の小画面のみが
右方に１チャンネルだけ移動したように観察される。
【０１３６】
　続いて、中段の小画面をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し下
方向のフリック操作を１回行なう（又は、リモコンで下ボタンを１回押す）。すると、中
段の小画面のみ、表示するコンテンツのカテゴリーが切り替わる。ここで、カテゴリーを
、フリック操作数に相当する１だけしか繰り下げないと、最上段の小画面で現在表示中の
カテゴリーＡと重複してしまう（すなわち、段毎に独立してカテゴリー切り替え操作を行
なう場合の弊害が生じる）。そこで、他の段とカテゴリーが重複する場合には、チャンネ
ル番号を維持しながら、さらにカテゴリーを１だけ繰り下げる。最上段の表示中のカテゴ
リーＡは先頭なので、もう１つ繰り下がると最後尾のカテゴリーＺの同一チャンネルＺ－
１ｃｈのＶＯＤコンテンツに切り替える。ユーザーにとっては、中段の小画面のみが右方
に１チャンネルだけ移動したように観察される。
【０１３７】
　続いて、最上段の小画面をタップ操作などにより選択した後、さらにこの小画面に対し
下方向のフリック操作を１回行なう。すると、最上段の小画面のみ、画面が遷移する。こ
こで、カテゴリーを、フリック操作数に相当する１だけしか繰り下げないと、中段の小画
面で現在表示中のカテゴリーＺと重複するという弊害が生じる。そこで、他の段とカテゴ
リーが重複する場合には、チャンネル番号を維持しながら、さらにカテゴリーを１だけ繰
り下げる。すなわち、最後尾のカテゴリーＺからもう１つ繰り下げたカテゴリーＹの同一
チャンネルＹ－１ｃｈのＶＯＤコンテンツに切り替える。ユーザーにとっては、最上段の
小画面のみが左方に移動したように観察される。
【０１３８】
　図２５に示す画面遷移例によれば、ユーザーは、小画面の選択と１回の上下フリック操
作又は上下ボタンの操作により、いずれか１つの段の小画面に表示中のカテゴリーを切り
替えることができる。また、１回の上下フリック操作又は上下ボタンの操作によりカテゴ
リーがシーケンシャルに切り替わり、画面遷移の速度が緩やかなので、ユーザーは見落と
すことなく、各カテゴリーの映像を閲覧することができる。また、小画面毎に独立してカ
テゴリーの切り替え操作を行なっても、同じカテゴリーが２画面以上で重複して表示する
ことがないように、遷移先のカテゴリーを自動制御するので、ユーザーは効率よくザッピ
ングすることができる。また、図２３に示した例とは相違し、任意のカテゴリーの組み合
わせが許容される。
【０１３９】
　図２６には、情報処理装置１００において、大画面の回転位置に応じてコンテンツの表
示を制御するための機能的構成を模式的に示している。図示の機能的構成は、例えば演算
部１２０において所定のプログラムを実行するという形態で実現することができる。
【０１４０】
　コンテンツ管理部２６０１は、通信部１５０を介して取得されるＶＯＤなどの配信コン
テンツ、テレビ・チューナー部１７０で受信する各放送局のテレビ放送コンテンツ、映像
インターフェース部１８０を介して取得されるブルーレイ・ディスクの再生コンテンツな
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ど、情報処理装置１００に入力される映像コンテンツを管理する。コンテンツ管理部２６
０１は、取得した複数の映像コンテンツを、カテゴリーや、入力ソースのチャンネル番号
などに従って、図１２に示したようにマトリックス状に配置して管理する。
【０１４１】
　表示コンテンツ選択部２６０２は、大画面へのユーザーのタッチ操作や、リモコン操作
、ジェスチャー入力などに応じて、マトリックス状に配置した複数の映像コンテンツの中
から、表示するコンテンツを選択する。表示コンテンツ選択部２６０２は、基本的に、ユ
ーザーから上下方向の移動が指示されると、マトリックス上でコンテンツを上下方向に探
索し、左右方向の移動が指示されると、マトリックス上でコンテンツを左右方向に探索す
る。また、表示コンテンツ選択部２６０２は、上下方向３段の小画面で表示するコンテン
ツが重複しないように、コンテンツの選択を行なうことが好ましい。
【０１４２】
　コンテンツ表示制御部２６０３は、情報処理装置１００の使用状態に応じて、コンテン
ツの表示部６０３への表示を制御する。ここで言う情報処理装置１００の使用状態は、具
体的には、大画面の回転位置である。大画面の回転位置は、例えば３軸センサー５１５や
回転・取り付け機構部２００から取得することができる。コンテンツ表示制御部２６０３
は、大画面の回転位置に応じて、横画レイアウト又は縦画レイアウトのいずれかで、映像
コンテンツの表示を行なう。
【０１４３】
　情報処理装置１００が備える大画面のアスペクト比は、ハイビジョン映像相当の１６：
９を想定している。既に述べたように、大画面を上下方向に３つの小画面に分割すると、
約３分の１のサイズの１６：９映像を上下方向に３つ表示すれば、利用可能な表示領域を
効率的に使用することになる。
【０１４４】
　そこで、本実施形態では、コンテンツ表示制御部２６０３は、大画面が縦画レイアウト
に設定されていることを検出すると、大画面を上下方向に３つの小画面に分割するととも
に、各小画面に表示する３つのコンテンツを表示コンテンツ選択部２６０２に要求する。
【０１４５】
　表示コンテンツ選択部２６０２は、コンテンツ表示制御部２６０３から縦画レイアウト
の大画面に３段表示するコンテンツを要求されると、図１２に示したようなマトリックス
上を探索して、３段に表示する３つのコンテンツを選択すると、コンテンツ表示制御部２
６０３に供給する。その際、表示コンテンツ選択部２６０２は、カテゴリーやチャンネル
番号が重複しないように、３つのコンテンツを選択する。また、縦画レイアウトで映像コ
ンテンツを３段に表示した画面上で、ピンチアウト操作が行なわれたときには、コンテン
ツ表示制御部２６０３は、９行×３列で表示する２７個の映像コンテンツを表示コンテン
ツ選択部２６０２に要求する。
【０１４６】
　このように、本実施形態によれば、アスペクト比が１６：９の大画面を縦画レイアウト
にしたときに、図１５に示したように大画面を上下方向に３つの小画面に分割してそれぞ
れに別の映像を割り当てることで、情報の欠如や表示可能領域の効率を低下させることな
く、複数の映像を並列して表示することができる。
【０１４７】
　また、本実施形態によれば、例えば図１９～図２５に示したように、複数の画面に並列
に表示している各映像を、効率的なユーザー操作により切り替えることができる。
【０１４８】
　なお、本明細書の開示の技術は、以下のような構成をとることも可能である。
（１）所定のアスペクト比からなる画面を持つ表示部と、
　前記画面に表示可能なコンテンツを管理するコンテンツ管理部と、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御部と、
　前記コンテンツ表示制御部の指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを前記コ
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ンテンツ管理部で管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択部と、
を具備する表示装置。
（２）前記コンテンツ表示制御部は、前記画面の回転位置に応じて、前記画面に並列して
表示するコンテンツの数を制御する、
上記（１）に記載の表示装置。
（３）前記画面はｘ：１＝ａ：ｘ（但し、ａは２以上の整数）がほぼ成立するアスペクト
比ｘ：１を持ち、
　前記コンテンツ表示制御部は、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答して、前
記画面を上下方向にａ個の小画面に分割して、各小画面にコンテンツを並列して表示する
、
上記（１）に記載の表示装置。
（４）前記画面は１６：９のアスペクト比を持ち、
　前記コンテンツ表示部は、前記画面が縦画レイアウトになったことに応答して、前記画
面を上下方向に３個の小画面に分割して、各小画面にコンテンツを並列して表示する、
上記（１）に記載の表示装置。
（５）前記表示コンテンツ選択部は、前記画面に対するユーザーの操作に応答して、前記
小画面に表示するコンテンツを切り替える、
上記（３）に記載の表示装置。
（６）前記コンテンツ表示制御部は、前記小画面に対してユーザーがピンチイン操作を行
なったことに応答して、前記小画面を縮退させて、ａ2行×ａ列の最小画面を配置した画
面レイアウトに遷移させる、
上記（３）に記載の表示装置。
（７）前記コンテンツ表示制御部は、前記最小画面に対してユーザーがピンチアウト又は
タップ操作を行なったことに応答して、上下方向にａ個の小画面を配置した画面レイアウ
トに遷移させる、
上記（６）に記載の表示装置。
（８）前記コンテンツ表示制御部は、前記小画面に対してユーザーがピンチアウト又はタ
ップ操作を行なったことに応答して、前記小画面を拡大して、左右方向にａ分の１の領域
を縦画レイアウトの前記画面に全画面表示に遷移させる、
上記（３）に記載の表示装置。
（９）前記コンテンツ表示制御部は、前記小画面を拡大表示した前記画面に対してユーザ
ーがピンチイン操作を行なったことに応答して、上下方向にａ個の小画面を配置した画面
レイアウトに遷移させる、
上記（８）に記載の表示装置。
（１０）前記コンテンツ表示制御部は、前記全画面表示した前記画面に対してユーザーが
ドラッグ又はフリック操作を行なったことに応答して、前記画面に表示するａ分の１の領
域をドラッグ又はフリック下方向に移動させる、
上記（８）に記載の表示装置。
（１１）テレビ放送されるコンテンツを受信するコンテンツ受信部をさらに備え、
　前記コンテンツ管理部は、チャンネル番号に基づいて受信した各コンテンツを管理し、
　前記表示コンテンツ選択部は、チャンネル番号の昇り順又は降り順に従って、上下方向
に配置したａ個の小画面の各々に表示するコンテンツを選択する、
上記（３）に記載の表示装置。
（１２）前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して上下方向にフリック
操作を行なったことに応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのチャン
ネル番号を順次繰り上げ又は繰り下げる、
上記（１１）に記載の表示装置。
（１３）前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して左右方向にフリック
操作を行なったことに応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのチャン
ネル番号をそれぞれａ個ずつ繰り上げ又は繰り下げる、



(25) JP 6382721 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

上記（１１）に記載の表示装置。
（１４）前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが特定の小画面を選択した後に左右方向
にフリック操作を行なったことに応答して、前記特定の小画面に表示するコンテンツのチ
ャンネル番号をフリック操作した回数に応じて繰り上げ又は繰り下げる、
上記（１１）に記載の表示装置。
（１５）前記表示コンテンツ選択部は、２以上の小画面で表示するコンテンツのチャンネ
ル番号が重複しないように、コンテンツの選択を行なう、
上記（１４）に記載の表示装置。
（１６）ＶＯＤ配信されるコンテンツを受信するコンテンツ受信部をさらに備え、
　前記コンテンツ管理部は、コンテンツをカテゴリー毎のチャンネル番号に基づいて管理
し、
　前記表示コンテンツ選択部は、上下方向に配置したａ個の小画面の各々に表示するコン
テンツのカテゴリー及びチャンネル番号を選択する、
上記（３）に記載の表示装置。
（１７）前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが前記画面に対して上下方向にフリック
操作を行なったことに応答して、前記ａ個の小画面の各々に表示するコンテンツのカテゴ
リーを順次切り替える、
上記（１６）に記載の表示装置。
（１８）前記表示コンテンツ選択部は、ユーザーが特定の小画面を選択した後に左右方向
にフリック操作を行なったことに応答して、前記特定の小画面に表示するコンテンツのカ
テゴリーを同一にしたまま、チャンネル番号をフリック操作した回数に応じて繰り上げ又
は繰り下げる、
上記（１６）に記載の表示装置。
（１９）所定のアスペクト比からなる画面を持つ画面に表示可能なコンテンツを管理する
コンテンツ管理ステップと、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御ステップと、
　前記コンテンツ表示制御ステップの指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを
前記コンテンツ管理ステップで管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択ステ
ップと、
を有する表示方法。
（２０）所定のアスペクト比からなる画面を持つ画面に表示可能なコンテンツを管理する
コンテンツ管理部、
　前記画面の状態に応じてコンテンツの表示を制御するコンテンツ表示制御部、
　前記コンテンツ表示制御部の指示に基づいて、前記画面に表示するコンテンツを前記コ
ンテンツ管理部で管理するコンテンツから選択する表示コンテンツ選択部、
としてコンピューターを機能させるようにコンピューター可読形式手記述されたコンピュ
ーター・プログラム。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
　以上、特定の実施形態を参照しながら、本明細書で開示する技術について詳細に説明し
てきた。しかしながら、本明細書で開示する技術の要旨を逸脱しない範囲で当業者が該実
施形態の修正や代用を成し得ることは自明である。
【０１５０】
　本明細書では、本明細書で開示する技術を適用した情報処理装置１００として、大画面
を有するＴＶ受像機を想定した実施形態を中心に説明してきたが、本明細書で開示する技
術の要旨はこれに限定されるものではない。パーソナル・コンピューター、タブレットや
スマートフォンなどの多機能端末を始め、ＴＶ受像機以外のさまざまなタイプの情報処理
装置に対しても、同様に本明細書で開示する技術を適用することができる。
【０１５１】
　要するに、例示という形態により本明細書で開示する技術について説明してきたのであ
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り、本明細書の記載内容を限定的に解釈するべきではない。本明細書で開示する技術の要
旨を判断するためには、特許請求の範囲を参酌すべきである。
【符号の説明】
【０１５２】
　１００…情報処理装置
　１１０…入力インターフェース部
　１２０…演算部
　１３０…出力インターフェース部
　１４０…記憶部
　１５０…通信部
　１６０…電源部
　１７０…テレビ・チューナー部
　１８０…映像インターフェース部、１９０…バス
　２００…回転・取り付け機構部
　５０１…リモコン受信部、５０２…信号解析部
　５０３…カメラ部、５０４…画像認識部
　５０５…マイク部、５０６…音声認識部
　５０７…距離センサー、５０８…信号解析部
　５０９…タッチ検出部、５１０…信号解析部
　５１１…近接センサー、５１２…信号解析部
　５１３…超近距離通信部、５１４…信号解析部
　５１５…３軸センサー部、５１６…ＧＰＳ受信部、５１７…信号解析部
　５２０…入力インターフェース統合部
　６０１…コンテンツ表示部、６０２…ＧＵＩ表示部
　６０３…表示部、６０４…スピーカー部
　２６０１…コンテンツ管理部、２６０２…表示コンテンツ選択部
　２６０３…コンテンツ表示制御部
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