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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　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ツを取得
可能なコンテンツ取得手段と、
　第１の表示手段と、
　タッチパネルを備えた第２の表示手段と、
　前記コンテンツ取得手段により取得されたコンテンツを前記第１の表示手段又は前記第
２の表示手段に出力する表示制御手段と、
　前記コンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコンテンツか否かを判断する判断
手段と、
を有し、
　前記第１の表示手段、前記第２の表示手段のそれぞれに第１、第２のコンテンツが表示
されている状態で前記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、
　前記表示制御手段は、
　　前記判断手段により前記第３のコンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコン
テンツと判断されたとき、前記第２の表示手段において該第３のコンテンツを単独で又は
前記第２のコンテンツと共に表示し、
　　前記判断手段により前記第３のコンテンツがユーザによる操作を受け付けられないコ
ンテンツと判断されたとき、前記第１の表示手段において該第３のコンテンツを単独で又
は前記第１のコンテンツと共に表示することを特徴とする電子機器。
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【請求項２】
　前記判断手段は、前記コンテンツにユーザ操作で選択対象となる選択情報が含まれてい
るか否かに応じて、該コンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコンテンツか否か
を判断することを特徴とする、請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記コンテンツ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、
　前記表示制御手段は、前記コンテンツ取得手段が前記第３のコンテンツを取得した場合
に、前記表示形態指定手段でユーザが指定した条件に基づいて各コンテンツを表示するこ
とを特徴とする、請求項１又は請求項２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第３のコンテンツは、前記第１又は前記第２のコンテンツに関連した関連情報を有
するコンテンツであることを特徴とする、請求項１から請求項３の何れか一項に記載の電
子機器。
【請求項５】
　前記第１の表示手段に表示された前記第１のコンテンツのうち少なくとも１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有し、
　前記表示制御手段は、前記記録されたキャプチャ画像を前記第３のコンテンツとして表
示することを特徴とする、請求項１から請求項４の何れか一項に記載の電子機器。
【請求項６】
　前記キャプチャ画像に基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サーバに送信し、該検
索用データに応じた検索結果を該検索サーバから受信する通信手段と、
を更に有し、
　前記表示制御手段は、前記受信された検索結果を前記第３のコンテンツとして表示する
ことを特徴とする、請求項５に記載の電子機器。
【請求項７】
　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域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域指定操作入力手段を更に有し、
　前記検索用データ作成手段は、前記領域指定操作入力手段によって抽出された対象領域
画像を用いて前記検索用データを作成することを特徴とする、請求項６に記載の電子機器
。
【請求項８】
　前記領域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
（１）ユーザの指又はスタイラスにより囲まれた領域に含まれる画像
（２）ユーザの指又はスタイラスにより接触された点を中心として表示された所定の大き
さの枠内に含まれる画像
の何れかの画像を前記対象領域画像として抽出することを特徴とする、請求項７に記載の
電子機器。
【請求項９】
　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着信があった場合又は前記呼
出信号を発信する場合に、該着信又は発信を示す画像データを前記第２のコンテンツに代
わって前記第３のコンテンツとして前記第２の表示手段に表示させるとともに、前記第１
の表示手段に前記第１及び該第２のコンテンツを分割させてそれぞれ表示させることを特
徴とする、請求項６から請求項８の何れか一項に記載の電子機器。
【請求項１０】
　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又は前記電子メールデータ
を送信する場合に該受信又は送信を示す画像データを前記第２のコンテンツに代わって前
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記第３のコンテンツとして前記第２の表示手段に表示させるとともに、前記第１の表示手
段に前記第１及び該第２のコンテンツを分割させてそれぞれ表示させることを特徴とする
、請求項６から請求項８の何れか一項に記載の電子機器。
【請求項１１】
　前記表示制御手段は、前記第２の表示手段に対するユーザ操作に基づいて、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のコンテンツに代わって前記
第３のコンテンツとして前記第２の表示手段に表示させるとともに、前記第１の表示手段
に前記第１及び該第２のコンテンツを分割させてそれぞれ表示させることを特徴とする、
請求項１０に記載の電子機器。
【請求項１２】
　前記第２のコンテンツには、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、
　前記表示制御手段は、前記第２の表示手段上でユーザから前記ハイパーリンク情報に対
する操作が入力された場合に、該ハイパーリンク情報に対応する前記外部コンテンツを前
記第２のコンテンツに代わって前記第３のコンテンツとして前記第２の表示手段に表示さ
せるとともに、前記第１の表示手段に前記第１及び該第２のコンテンツを分割させてそれ
ぞれ表示させることを特徴とする、請求項１から請求項１１の何れか一項に記載の電子機
器。
【請求項１３】
　前記第２のコンテンツには、前記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ユー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、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
ンテンツに代わって前記第３のコンテンツとして前記第２の表示手段に表示させるととも
に、前記第１の表示手段に前記第１及び該第２のコンテンツを分割させてそれぞれ表示さ
せることを特徴とする、請求項１から請求項１１の何れか一項に記載の電子機器。
【請求項１４】
　前記表示制御手段は、前記第３のコンテンツを表示させるにあたり、前記第１の表示手
段に表示された前記第１のコンテンツと、前記第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し、該関連性があると判断された場合に、該第２のコンテンツに代
わって該第３のコンテンツを該第２の表示手段に表示させるとともに、該第１の表示手段
に該第１及び該第２のコンテンツを分割させてそれぞれ表示させ、該関連性がないと判断
された場合に、該第２のコンテンツに代わって該第３のコンテンツを該第２の表示手段に
表示させるとともに、該第１の表示手段に表示された該第１のコンテンツの表示を維持さ
せることを特徴とする、請求項１から請求項１１の何れか一項に記載の電子機器。
【請求項１５】
　前記表示制御手段は、前記第２の表示手段に前記第３のコンテンツを表示させるにあた
り、前記第１の表示手段に前記第１及び前記第２のコンテンツをそれぞれ分割表示させる
か、又は、該第１の表示手段に該第１のコンテンツを表示させて該第２のコンテンツを表
示させないかをユーザに選択させるための画面を該第１の表示手段又は該第２の表示手段
に表示させるよう制御することを特徴とする、請求項１４に記載の電子機器。
【請求項１６】
　前記第１のコンテンツは放送局が放送するテレビ番組放送であり、前記第２のコンテン
ツ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、請求項１
から請求項１５の何れか一項に記載の電子機器。
【請求項１７】
　前記電子機器本体に対する前記第１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、前記コンテンツ取得手段が前記第３のコンテンツを取得した場合
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ツを表示することを特
徴とする、請求項１から請求項１６の何れか一項に記載の電子機器。



(4) JP 5186373 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

【請求項１８】
　第１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１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ンツを取
得可能なコンテンツ取得手段と、
　　第１の表示手段と、
　　前記第２の電子機器とデータ通信する第１の通信手段と、
　を備え、
　　前記第１の通信手段は、前記コンテンツ取得手段が第１、第２のコンテンツを取得す
ると、該第２のコンテンツを前記第２の電子機器に送信し、
　前記第２の電子機器は、
　　前記第１の通信手段が送信した前記第２のコンテンツを受信する第２の通信手段と、
　　タッチパネルを備えた第２の表示手段と、
　を備え、
　前記第１の電子機器は、
　　前記コンテンツ取得手段により取得されたコンテンツを前記第１の表示手段又は前記
第１の通信手段によるデータ通信を介して前記第２の表示手段に出力する表示制御手段と
、
　　前記コンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコンテンツか否かを判断する判
断手段と、
　を有し、
　　前記第１の表示手段、前記第２の表示手段のそれぞれに前記第１、前記第２のコンテ
ンツが表示されている状態で前記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、
　　前記表示制御手段は、
　　　前記判断手段により前記第３のコンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコ
ンテンツと判断されたとき、前記第２の表示手段において該第３のコンテンツを単独で又
は前記第２のコンテンツと共に表示し、
　　前記判断手段により前記第３のコンテンツがユーザによる操作を受け付けられないコ
ンテンツと判断されたとき、前記第１の表示手段において該第３のコンテンツを単独で又
は前記第１のコンテンツと共に表示することを特徴とする表示システム。
【請求項１９】
　前記判断手段は、前記コンテンツにユーザ操作で選択対象となる選択情報が含まれてい
るか否かに応じて、該コンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコンテンツか否か
を判断することを特徴とする、請求項１８に記載の表示システム。
【請求項２０】
　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１および第２の
コンテンツを取得する第一のコンテンツ取得ステップと、
　前記第１のコンテンツを第１の表示画面に表示する第一の表示ステップと、
　タッチパネルで構成された第２の表示画面に前記第２のコンテンツを表示する第二の表
示ステップと、
　前記第１の表示画面、前記第２の表示画面のそれぞれに前記第１、前記第２のコンテン
ツが表示されている状態で第３のコンテンツを取得する第二のコンテンツ取得ステップと
、
　前記第３のコンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコンテンツか否かを判断す
る判断ステップと、
　前記第３のコンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコンテンツと判断されたと
きには、前記第２の表示画面上に該第３のコンテンツを単独で又は前記第２のコンテンツ
と共に表示し、該判断手段により該第３のコンテンツがユーザによる操作を受け付けられ
ないコンテンツと判断されたときには、前記第１の表示画面上に該第３のコンテンツを単
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独で又は前記第１のコンテンツと共に表示する第三の表示ステップと、
を含む表示方法。
【請求項２１】
　前記コンテンツがユーザによる操作を受け付け可能なコンテンツか否かは、該コンテン
ツにユーザ操作で選択対象となる選択情報が含まれているか否かに応じて判断することを
特徴とする、請求項２０に記載の表示方法。
【請求項２２】
　請求項２０又は請求項２１に記載の表示方法をコンピュータに実行させるための表示プ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【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、表示システム、表示方法
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
上デジタル放送サービス（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ンツと、ＢＭＬ（Broadcast Markup Language）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ンツ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、電話の着信、
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ンツおよびデータ放送のコン
テンツ以外の他のコンテンツ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ンツまたはデータ放送のコンテンツ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ンツを見逃してしまうこととなり、両コ
ンテンツを上記他のコンテンツ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ンツとデータ放送のコンテンツとを表示する技術に関連して、
特開平１１－２４３５１２号公報（段落［００２４］－［００２６］、図１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（テロップ）等の文字情報を表示させる技術が開示
されている。
【０００５】
　また特開２０００－３２４４１６号公報（段落［００２１］、図１、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
テレビ放送のうち、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転送して当該静止画表示用端末の液晶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晶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上の各種サービス
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ＢＰ社、ＩＴプロ、国内ニュース"［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"、［online］、２００５年１０月５日
、インターネット<ＵＲＬ：http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20051005/22227
9/>）には、従来の携帯電話機の操作入力部としてのメカ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
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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ツを表示させ、他方の表示画面に操作入力用のキーおよびデータ放
送のコンテンツ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ンツおよびデ
ータ放送のコンテンツを２画面にそれぞれ表示させた場合に、更に他のコンテンツを表示
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ンツ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ンツとデータ放送のコンテンツ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ンツとデータ放送
のコンテンツのいずれの表示も続行させながら、他のコンテンツ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ンツを取得可能なコンテンツ取
得手段と、取得された第１のコンテンツを表示可能な第１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のコンテンツを表
示可能な第２の表示手段と、第１、第２の表示手段の各々に第１、第２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２のコンテンツを消去して第３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３のコンテンツを表示
（３）第２の表示手段において第２と第３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のコンテンツを取得した際に、表示制御手段が所定の条
件に基づいて、それまで第１の表示手段に表示されていた第１のコンテンツと、第２の表
示手段に表示されていた第２のコンテンツの表示を中止することなく両者を例えば第１の
表示手段に分割表示し且つ第２の表示手段に第３のコンテンツを表示したり、或いは第１
の表示手段に第１のコンテンツを表示し且つ第２の表示手段に第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のコンテンツを閲覧しつつも第１、第２のコンテンツも継続して閲覧でき、所望
のコンテンツ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、ＰＤＡ（Personal Digit
al Assistants）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ＴＶ放送等の放送ネットワーク、キャリアの通信網、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。附言するに放送ネットワークには、例えばいわゆるワンセグ
放送を含む地上デジタル放送、ＢＳ（Broadcasting Satellite）デジタル放送、ＣＳ（Co
mmunication Satellite）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
テンツとは、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、又はそれらの組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、例えばコンテンツを画面上で分割させて表
示させる場合や、ＰｉＰ（Picture in Picture）によってコンテンツを重畳表示させる場
合等が含まれる。
【００１２】
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　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のコンテンツに含まれてい
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のコンテンツ
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のコンテンツを単独、又は第２のコンテンツと共に分割表示し、第３のコンテンツに
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１の表示手段において
第３のコンテンツを単独、又は第１のコンテンツ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のコンテンツに含まれる場合には、当該コンテンツ
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行い、当該第３のコンテンツ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ページや画像データ、テキストデータ等へのハイパ
ーリンク情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、コンテンツ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、コンテンツ取得手段が第３のコン
テンツを取得した場合に、表示形態指定手段でユーザが指定した条件に基づいて各コンテ
ンツを表示する。
【００１５】
　ここで、第３のコンテンツは、例えば第１又は第２のコンテンツに関連した関連情報を
有するコンテンツである。例として、第３のコンテンツは、第１のコンテンツから抽出さ
れた画像データや、第２のコンテンツと関連付けられた画像／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／テキストデータ、電話の着信を示す画
像データ、電話をかける際に必要な数字キー等の画像データ、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１の表示手段に表示された第１のコンテンツのうち少なくとも１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、第２の表示手段が
、選択情報判断手段の判断に従って、記録されたキャプチャ画像を第３のコンテンツとし
て表示する構成としても良い。
【００１７】
　更に、上記電子機器は、キャプチャ画像に基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サーバに送信
し、検索用データに応じた検索結果を当該検索サ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、受信された検索結果を第３の
コンテンツとして表示する構成としても良い。
【００１８】
　この構成によれば、第１の表示手段に表示された第１のコンテンツのキャプチャ画像を
基に当該キャプチャ画像の関連情報を検索する場合でも、当該キャプチャ画像およびその
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１と第２のコンテンツも何れか
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１と第２のコンテン
ツをユーザが継続して閲覧することができる。この場合、キャプチャ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１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、キャプチャ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サイトの一覧や、キャプチャ画像に含まれる物を商品とし
て購入するためのＷｅｂサイトの画面、キャプチャ画像に含まれる人物や物に関連するコ
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ンテンツを購入または取得するためのＷｅｂサイトの画面等である。また検索用データと
は、キャプチャ画像そのもののデータや、当該キャプチャ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ＨＤＤやフラッシュメモリ
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、表示されたキャプチャ画像中から所定範囲の対象領域画像を指
定して抽出するための入力操作を受け付ける領域指定操作入力手段を更に具備し、検索用
データ作成手段が、領域指定操作入力手段によって抽出された対象領域画像を用いて検索
用データを作成する構成としても良い。
【００２１】
　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小さい場合に、当該キャプチャ画像中から所定範囲の対象領域
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、領域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
表示手段上でユーザの指またはスタイラスにより囲まれた領域に含まれる画像を対象領域
画像として抽出するようにしても良い。
【００２３】
　これにより、ユーザは指またはスタイラスによりキャプチャ画像の一部を囲む操作をす
るだけで容易に対象領域画像を抽出させることができる。
【００２４】
　また、領域指定操作入力手段は、キャプチャ画像が表示された第２の表示手段上でユー
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うにしても構わない。
【００２５】
　これにより、ユーザは指またはスライラスによりキャプチャ画像の一点に触れるだけで
、容易に対象領域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着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１の表示手段に第１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。
【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１の表示手段に
おいて第２のコンテンツおよび第１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。
【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１の表示手段に第１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１の表示手段において第２のコンテンツおよび第１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。
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【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ユーザ操作に基づいて、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１の表示手段に第１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。
【００３１】
　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１の表示手段におい
て第１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】
　上記電子機器において、第２のコンテンツには、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ク
情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１の表示手段に第１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情報に対応する外部コンテンツを
表示する場合でも、第１の表示手段において第１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。
【００３４】
　上記電子機器において、第２のコンテンツには、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１の表示手段に第１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情報を基に各種アプリケーショ
ンを起動させる場合にも、第１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
１の表示手段に表示された第１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１および第２のコンテンツを第１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１の表示手段に表示された第１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１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１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１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、第２の
コンテンツの表示を中止して第１のコンテンツと第３のコンテンツとを第１および第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１のコンテンツおよび第２のコンテンツ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１のコンテンツに対して画像解析処理等を施して第２のコンテンツとの関連性を判断す
るようにしても良い。
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【００３８】
　また、この場合、表示制御手段は、第２の表示手段に第３のコンテンツを表示させるに
あたり、第１の表示手段に第１および第２のコンテンツをそれぞれ分割表示させるか、ま
たは、第１の表示手段に第１のコンテンツを表示させて第２のコンテンツを表示させない
かをユーザに選択させるための画面を第１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のコンテンツの表示／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１のコンテンツは放送局が放送するテレビ番組放送であり、第２のコ
ンテンツ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。
【００４１】
　また、上記電子機器は、電子機器本体に対する第１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、コンテンツ取得手段が第３のコ
ンテンツを取得した場合に、検知手段による検知結果が満たす条件に応じて各コンテンツ
を表示する。
【００４２】
　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ンツ、又はローカ
ルに置かれたコンテンツを取得可能なコンテンツ取得手段と、少なくとも１つがタッチパ
ネルとして構成された、該コンテンツを表示可能な複数の表示手段と、何れの表示手段に
もコンテンツが表示されている状態でコンテンツ取得手段が新たにコンテンツを取得する
と、該新たなコンテンツ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
ンテンツの全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
示すべきコンテンツ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。
【００４３】
　本発明の他の観点に係る表示システムは、第１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１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ンツを取得可能なコンテンツ取得手段と、取得された第１
のコンテンツを表示可能な第１の表示手段と、第２の電子機器とデータ通信する第１の通
信手段とを備え、第１の通信手段が、コンテンツ取得手段が第２のコンテンツを取得する
と、当該第２のコンテンツを第２の電子機器に送信する。また、第２の電子機器は、第１
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１の通信手段が送信した第２の
コンテンツを受信する第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のコンテンツを表示する第２の表示手段とを備える
。第１の電子機器は、第１、第２の表示手段の各々に第１、第２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、所定の条件に応
じて、第１の表示手段の制御、および第１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、
（１）第２の表示手段において第２のコンテンツを消去して第３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前記第２の
表示手段に前記第３のコンテンツを表示
（３）第２の表示手段において第２と第３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ことを特徴とする。
【００４４】
　ここで第１の電子機器とは例えばテレビジョン、ＰＣ（Personal Computer）等の据え
置き型の電子機器であり、第２の電子機器とは、リモートコントローラ、携帯電話機、ゲ
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ーム機器、ＰＤＡ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
ンツを取得した際に、表示制御手段が所定の条件に基づいて、それまで第１の表示手段に
表示されていた第１のコンテンツと、第２の表示手段に表示されていた第２のコンテンツ
の表示を中止することなく両者を例えば第１の表示手段に分割表示し且つ第２の表示手段
に第３のコンテンツを表示したり、或いは第１の表示手段に第１のコンテンツを表示し且
つ第２の表示手段に第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のコンテンツを閲覧しつつも第１
、第２のコンテンツも継続して閲覧でき、所望のコンテンツ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１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のコンテンツ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のコンテンツ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のコンテンツを単独、又は第２のコンテンツと共
に分割表示し、第３のコンテンツ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１の表示手段において第３のコンテンツを単独、又は第１のコンテンツと共
に分割表示するよう第１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ツの表示方法は、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１および第２のコンテンツを取得する第１の
コンテンツ取得ステップと、第１のコンテンツを第１の表示画面に表示する第１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のコンテンツを表示する第２の表示ステップと、第３のコンテンツを取得する
第２のコンテンツ取得ステップと、所定の条件に基づいて、
（１）第２の表示画面において第２のコンテンツを消去して第３のコンテンツを表示
（２）第１の表示画面において第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
画面に第３のコンテンツを表示
（３）第２の表示画面において第２と第３のコンテンツを分割表示
の何れかを実行する表示制御ステップと、を含む方法である。
【００４７】
　このような方法によれば、第３のコンテンツを取得した際に、所定の条件に基づいて、
それまで第１の表示画面に表示されていた第１のコンテンツと、第２の表示画面に表示さ
れていた第２のコンテンツの表示を中止することなく両者を例えば第１の表示画面に分割
表示し且つ第２の表示画面に第３のコンテンツを表示したり、或いは第１の表示画面に第
１のコンテンツを表示し且つ第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
テンツを閲覧しつつも第１、第２のコンテンツも継続して閲覧でき、所望のコンテンツを
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のコンテンツに含まれてい
るか否かを判断する選択情報判断ステップを更に含む方法であり得る。第３のコンテンツ
に該選択情報が含まれると判断される場合に、表示制御ステップにおいて、第２の表示画
面に第３のコンテンツを単独、又は第２のコンテンツと共に分割表示し、第３のコンテン
ツ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１の表
示画面に第３のコンテンツを単独、又は第１のコンテンツ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１】本発明の第１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
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した図である。
【図２】本発明の第１の実施形態における携帯電話機１００の外観を詳細に示した図であ
る。
【図３】本発明の第１の実施形態における携帯電話機１００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１の実施形態における携帯電話機１００の放送受信時の動作を示した
フローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態において、携帯電話機１００が放送受信時に画像キャプ
チャ処理および画像検索処理を行う場合の第１の表示部１１および第２の表示部１２の表
示例の遷移を示した図である。
【図６】本発明の第１の実施形態において、他のコンテンツ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１の実施形態において、他のコンテンツ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コンテンツ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】
【００５１】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。
【実施例１】
【００５２】
　まず、本発明の第１の実施形態について説明する。図１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。
【００５３】
　同図に示すように、本実施形態の表示システムは、携帯電話機１００と、放送局２００
と、Ｗｅｂサーバ４００、検索サーバ５００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ＩＳＤＢ－Ｔ（Integrated Services Digital Broadcasting-Ter
restrial）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１００のような
携帯機器に対する地上デジタル放送サービス（ワンセグ放送）を提供する。放送局２００
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ＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing：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ＢＭＬを用いて作成されており、番組に関連するＷｅｂサイトのＵＲＬ（Unifor
m Resource locator）へのリンク情報等も含まれている。ここで番組に関連するＷｅｂサ
イトとは、番組提供者のＷｅｂサイトの他、番組のスポンサーのＷｅｂサイト、番組に関
連する商品を購入するためのＷｅｂサイト等である。データ放送信号は例えばＥＰＧ（El
ectronic Program Guide）等の情報を含むものであっても良い。
【００５４】
　このＷｅｂサイトは、携帯電話機１００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サーバ４００により提供される。Ｗｅｂサーバ４００は、当該Ｗｅ
ｂサイトを構成する各Ｗｅｂページや各種画像データ等のコンテンツを格納するデータベ
ース４１０を有している。
【００５５】
　携帯電話機１００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
送のコンテンツを表示し、またデータ放送のコンテンツにリンクされたＷｅｂサイト上の
コンテンツを上記Ｗｅｂサーバ４００から取得して表示する。
【００５６】
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　図２は、携帯電話機１００の外観を詳細に示した図である。同図に示すように、携帯電
話機１００は、第１の筐体１と第２の筐体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。
【００５７】
　第１の筐体１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
ーカ４と、例えばＳＴＮ（Super Twisted Nematic Liquid Crystal）液晶またはＴＦＴ（
Thin Film Transistor liquid crystal）液晶からなる第１の表示部１１が設けられてい
る。第１の表示部１１には、放送局２００から受信した放送信号のうち、放送番組のコン
テンツ（以下、番組コンテンツと称する）番組コンテンツの映像信号や、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。
【００５８】
　また第２の筐体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ォン
５と、液晶表示部兼タッチパネルとして機能する第２の表示部１２が設けられている。第
２の表示部１２には、放送局２００から受信した放送信号のうちデータ放送や字幕放送の
コンテンツ（以下、データ放送コンテンツと称する）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ー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１２にタッチすることで携帯電話機１００の操作が可能
となっている。
【００５９】
　図３は、携帯電話機１００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２１は、例えば内蔵アンテナであり、通話やパケット通
信のための電波の送受信を行う。通信部２２は、当該電話用アンテナ２１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う。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サーバ４００のデータベ
ース４１０等に格納された画像／テキストデータ、その他の各種データである。
【００６１】
　マイクロフォン５は、Ａ／Ｄ（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へ変換してＣＰＵ
（Central Processing Unit）２４へ送る。ＣＰＵ２４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２２および電話用アンテナ２１を介して送信される。
【００６２】
　放送用アンテナ３１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３
２へ出力する。復調部３２は、当該受信された放送信号を復調して、デコーダ３３へ出力
する。デコーダ３３は、復調された放送信号を復号し、番組コンテンツの映像信号および
音声信号と、データ放送コンテンツの映像信号とに分離する。
【００６３】
　番組コンテンツの映像信号はＤ／Ａコンバータ３４へ、番組コンテンツの音声信号はＤ
／Ａコンバータ３６へ、そしてデータ放送コンテンツの映像信号はＤ／Ａコンバータ３５
へそれぞれデジタル信号として出力され、各Ｄ／Ａ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、番組コンテンツの映像信号は第１の表示部１１へ、番組コン
テンツの音声信号はスピーカ４へ、データ放送コンテンツの映像信号は第２の表示部１２
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。
【００６４】
　第１の表示部１１は、携帯電話機１００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。
【００６５】
　また、第２の表示部１２は、上述したように、タッチパネルとしても機能する。携帯電
話機１００が放送信号を受信していない場合には、第２の表示部１２は、ナンバーキーや
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十字キー等の操作入力用画像を表示し、第２の表示部１２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ＣＰＵ２４へ送る。携
帯電話機１００が放送信号を受信している場合でも、第２の表示部１２は、上記データ放
送コンテンツの映像信号とともに、例えばチャンネル調整ボタンや音量調整ボタン等の操
作入力用画像を表示することが可能である。
【００６６】
　スピーカ４は、上記番組コンテンツの音声信号の他、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。
【００６７】
　画像キャプチャ部２３は、ユーザの操作に基づいて、デコーダ３３でデコードされた番
組コンテンツの映像信号から画像をキャプチャし、ＲＡＭ（Random Access Memory）２５
やフラッシュメモリ２７へ記録する処理を行う。記録したキャプチャ画像は、上記通信部
２２を介してインターネット３００上で画像検索を行う際に用いられる。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。
【００６８】
　表示制御部３７は、上記デコーダ３３によりデコードされた映像信号や各種メニュー画
面、各種画像コンテンツ等、第１の表示部１１および第２の表示部１２に表示するための
画像データの生成処理を担う。また、表示制御部３７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１２に、データ放
送コンテンツ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う制御するととも
に、第１の表示部１１に、上記Ｄ／Ａコンバータ３５から出力され第２の表示部１２で表
示されていたデータ放送コンテンツの映像信号を、番組コンテンツの映像信号とともに分
割表示させるように制御する等、必要に応じて第１の表示部１１と第２の表示部１２に表
示されるコンテンツの切替を制御する。この表示制御処理の詳細についても後述する。
【００６９】
　バッテリ３８は、例えばリチウムイオンバッテリ等であり、携帯電話機１００の各部へ
電力を供給する。
【００７０】
　ＣＰＵ２４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１００の各部と信号をやり取りし
て携帯電話機１００を統括的に制御する。ＲＡＭ２５は、ＣＰＵ２４の作業領域として用
いられ、フラッシュメモリ２７やＲＯＭ（Read Only Memory）２６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リである。ＲＯＭ２６は、ＣＰＵ２４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リである
。当該ＲＯＭ２６を設けずに、制御プログラム等を上記フラッシュメモリ２７に格納する
ようにしても構わない。
【００７１】
　フラッシュメモリ２７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、ＯＳ（Operating System）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リである。また上述したように、データ放送はＢＭＬで記述されてい
るため、フラッシュメモリ２７には、アプリケーションとしてＢＭＬブラウザが格納され
、またデータ放送に含まれるＵＲＬによってリンクされたＷｅｂページを閲覧するための
ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）ブラウザも格納される。このＢＭＬブラウザと
ＨＴＭＬ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１００は
、このフラッシュメモリ２７の代わりに、またはフラッシュメモリ２７に加えて、ＨＤＤ
（Hard Disk Drive）を有していても構わない。
【００７２】
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　なお、上記受信した放送信号のうち、上記デコーダ３３により復号化される前のデジタ
ル映像／音声信号は、例えば第２の表示部１２に対する操作入力等に基づいて、上記フラ
ッシュメモリ２７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１２に対する操作入力に基づいてデコーダ３３に渡され、再生すること
が可能である。
【００７３】
　次に、以上のように構成された携帯電話機１００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１００の放送受信時の動作を示したフローチャートであ
る。同図においては、携帯電話機１００が放送受信時に、ユーザが上記画像キャプチャ処
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ャ
プチャ処理および画像検索処理を行う場合の第１の表示部１１および第２の表示部１２の
表示例の遷移を示した図である。
【００７４】
　まず、携帯電話機１００のＣＰＵ２４は、上記放送用アンテナ３１により放送信号を受
信すると（ステップ４１）、上記復調部３２による復調処理、デコーダ３３によるデコー
ド処理等を経て、図５（ａ）に示すように、第１の表示部１１に番組コンテンツを表示さ
せ、第２の表示部１２にデータ放送コンテンツを表示させる（ステップ４２）。また、第
２の表示部１２の、上記データ放送コンテンツの表示領域の下部には、第１の表示部１１
に表示されている番組コンテンツのチャンネルを切り替えるためのチャンネル調整ボタン
１３や、スピーカ４から出力される番組コンテンツの音声の音量を調整するための音量調
整ボタン１４、第１の表示部１１に表示されている番組コンテンツの画像を上記画像キャ
プチャ部２３によりキャプチャするための画像キャプチャボタン１５、通話や電子メール
等の携帯電話機１００のメニュー画面を第２の表示部１２に表示させるためのメニューボ
タン１６も表示される。
【００７５】
　続いて、ＣＰＵ２４は、上記画像キャプチャボタン１５がユーザにより押下されたか否
かを確認し（ステップ４３）、押下されたと判断した場合（Ｙｅｓ）には、画像キャプチ
ャ部２３により画像キャプチャ処理を実行し、表示制御部３７と協働して、図５（ｂ）に
示すように、第１の表示部１１に、番組コンテンツとデータ放送コンテンツとを例えば上
下に分割させて表示させるとともに、第２の表示部１２に、上記データ放送コンテンツに
代わってキャプチャ画像を表示させる（ステップ４４）。また、ＣＰＵ２４は、キャプチ
ャ画像とともに、当該キャプチャ画像を基にした画像検索機能を呼び出すための検索ボタ
ン１７と、キャプチャ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１８
も第２の表示部１２に表示させる。
【００７６】
　なお、画像キャプチャボタン１５が押下された場合、ＣＰＵ２４は、後で別のキャプチ
ャ画像によって再検索が可能なように、その押下された時の前後の数秒間のフレームもキ
ャプチャしてＲＡＭ２５等に保持しておく。
【００７７】
　次に、ＣＰＵ２４は、ユーザにより上記検索ボタン１７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（ステップ４５）。検索ボタン１７が押下された場合
には、ＣＰＵ２４は、上記キャプチャ画像から画像検索の対象とする領域をユーザに指定
させる（ステップ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ャ
プチャ画像上で囲んだ領域を対象領域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ャプチャ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域画像として抽出する。
【００７８】
　続いて、ＣＰＵ２４は、抽出された対象領域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、当該対象領域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
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ネット３００上の検索サーバ５００に送信する（ステップ４７）。なお、ＣＰＵ２４は、
対象領域画像が抽出された場合には、ユーザに確認せずに、上記特徴点データの抽出処理
およびその特徴点データの検索サーバへの送信処理を即座に実行するようにしても構わな
い。
【００７９】
　検索サーバは、携帯電話機１００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、上記対象領域画像に含まれる人物、動物
、物等に関する情報を含むＷｅｂサイトのＵＲＬ等のデータを検索結果として携帯電話機
１００へ送信する。例えば、上記対象領域画像が、キャプチャ画像からある人物（番組出
演者）を抽出した画像である場合には、検索サーバは、当該番組出演者が運営するＷｅｂ
サイトや、当該番組出演者が出演している映画やドラマ等のＤＶＤ（Digital Versatile 
Disk）を商品として購入するためのＷｅｂサイト等のＵＲＬ一覧を検索結果として携帯電
話機１００へ送信する。
【００８０】
　ＣＰＵ２４は、通信部２２により検索結果を受信し（ステップ４８）、図５（ｃ）に示
すように、当該検索結果を第２の表示部１２にキャプチャ画像に代えて表示する（ステッ
プ４９）。このとき、ＣＰＵ２４は、検索結果画像の下部に、検索に用いたキャプチャ画
像とは別のキャプチャ画像によって再度画像検索を行うための再検索ボタン１９を上記検
索ボタン１７に代わって表示させる。
【００８１】
　なお、携帯電話機１００において特徴点データを抽出するのではなく、対象領域画像自
体を検索サーバへ送信して、特徴点データの抽出処理を検索サーバへ行わせるようにして
も構わない。
【００８２】
　当該検索結果に含まれるＵＲＬに対してユーザがクリックする等の操作を行った場合に
は、ＣＰＵ２４は、通信部２２によりインターネット３００を介して当該ＵＲＬにリンク
づけされたＷｅｂペー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ページまたは所定のデータを第２の表示部１２の検索結果画像に代わって表示
させる。
【００８３】
　続いて、ＣＰＵ２４は、上記再検索ボタン１９がユー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（Ｙｅｓ）には
、上記ステップ４６に戻って検索対象領域の指定処理およびそれ以降の処理を行う。
【００８４】
　ステップ５０において再検索が指示されない場合（Ｎｏ）には、ユーザにより上記終了
ボタン１８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（
ステップ５１）、終了が指示された場合（Ｙｅｓ）には、検索結果画像の表示を中止して
、上記ステップ４２と同様に第１の表示部１１に番組コンテンツを表示させ、第２の表示
部１２にデータ放送コンテンツを表示させる（ステップ５２）。
【００８５】
　以上の動作により、第１の表示部１１に番組コンテンツが表示され、第２の表示部１２
にデータ放送コンテンツが表示されている場合に、上記キャプチャ画像や検索結果画像等
の他のコンテンツを表示する必要が生じた場合でも、データ放送コンテンツを第１の表示
部１１に番組コンテンツとともに分割表示させて表示を続行させることで、番組コンテン
ツまたはデータ放送コンテンツ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、他のコンテンツとして第２の表示部１２に表示されるコンテンツは上記キャプチ
ャ画像や検索結果画像に限られない。図６および図７は、他のコンテンツとしてキャプチ
ャ画像および検索結果画像以外のコンテンツを表示する例を示した図である。
【００８７】
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　図６（ａ）に示すように、第１の表示部１１に番組コンテンツが表示され、第２の表示
部１２にデータ放送コンテンツが表示されている状態で、電話の着信があった場合には、
ＣＰＵ２４は、同図（ｂ）に示すように、第１の表示部１１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１２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６１および保留ボタン６２が表示され、ユーザが通話ボタン６１を押下す
ることで通話状態となり、保留ボタン６２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、ＣＰＵ２４
は、着信前の状態、すなわち第２の表示部１２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１の表示部１１に番組コンテンツが表示され、第２の
表示部１２にデータ放送コンテンツが表示されている状態で、例えばユーザが第２の表示
部１２上でデータ放送コンテンツ中のリンク情報（ＵＲＬ）を押下（クリック）操作した
場合には、ＣＰＵ２４は、同図（ｂ）に示すように、第１の表示部１１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、当該リンク情報に対応するＷｅ
ｂページを通信部２２により取得し、第２の表示部１２に、当該Ｗｅｂページをデータ放
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ページへのリンク情報だけでなく、例えば
「mailto:」、「telto:」、「media:」といった携帯電話機１００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。「mailto:」
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、「telto:」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、「media:」
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、
ＣＰＵ２４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１の表示部１１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１２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ＥＰＧコンテンツを表示させるものもあり得る。
【００９０】
　メーラ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ＯＳ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（ここではＴＶアプリ）に対
してそれらのコンテンツの表示場所、表示領域、表示内容の少なくとも１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
領域にどのようなサ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。ＯＳ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。
【００９１】
　例えば以下のような表示形態も考えられる。すなわち第１の表示部１１に番組コンテン
ツ、第２の表示部１２にデータ放送コンテンツを表示中に、他のコンテンツを追加して表
示する際に、例えば第１の表示部１１の表示形態を変更せず、第２の表示部１２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、ＯＳやミドルウェア等のプログラムが、例えば他のコンテンツ



(18) JP 5186373 B2 2013.4.17

10

20

30

40

50

がユーザ・オペレーション可能なコンテンツ（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ンツ）であると判断した場合に、データ放送コンテンツと他のコ
ンテンツを第２の表示部１２で分割表示する。また、ＯＳやミドルウェアの設定によって
は、例えば第１の表示部１１に番組コンテンツとデータ放送コンテンツを分割表示し、第
２の表示部１２に他のコンテンツを単独で表示するようにしても良い。また、他のコンテ
ンツがユーザ・オペレーションを受け付けないコンテンツであると判断した場合には、例
えば第１の表示部１１において番組コンテンツと他のコンテンツを分割表示、或いは番組
コンテンツを消去して他のコンテンツを単独で表示し、第２の表示部１２の表示形態を変
更しないようにしても良い。
【００９３】
　また、他のコンテンツを表示させるにあたり、他のコンテンツを番組コンテンツ又はデ
ータ放送コンテンツと共に分割表示させるか、或いは番組コンテンツ又はデータ放送コン
テンツの表示の何れかを消去して他のコンテンツ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１の表示部１１に番組コンテンツ、第２の表示部１２にデータ放送コンテンツ
を表示中に、例えばチャンネル切替や、データ放送コンテンツ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１の表示部１１にはチャンネル切替操作に対応した
番組コンテンツが表示され、第２の表示部１２にはリンク先のコンテンツが表示される。
すなわち同一タイプのコンテンツが継続して表示され、何れの表示部でもコンテンツの分
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別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ンツが継続して表示
される。また、別の実施の形態では、例えば第２の表示部１２でリンク先が選択されたと
き、当該第２の表示部１２でリンク元とリンク先の両コンテンツ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ンツが起動した
場合、例えばＴＶアプリにおいてＥＰＧ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ＥＰＧに対応したアプリとが第２の表示部１２で分割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１の表示部１１に番組コンテンツが表示され、
第２の表示部１２にデータ放送コンテンツが表示された状態で、例えば携帯電話機１００
が電子メールやメッセンジャーを受信した場合、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、ＯＳからアラートメッセージ（例えば電池不足やメモリ不足等）が発せられた
場合等にも、ＣＰＵ２４は、第１の表示部１１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１２に、それらに対応するコンテンツ（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ンツ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、視聴中のコンテンツが第１
の表示部１１に分割表示され、第２の表示部１２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、コンテンツ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１２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ンツとデータ放送コンテンツとは、
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、例えば番組コンテンツ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ツ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
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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
テンツとしてドラマ番組が放送されている場合に、データ放送コンテンツとして天気予報
やニュース等が放送される場合等である。
【００９７】
　ユーザは、番組コンテンツとデータ放送コンテンツとが関連性を有する場合には、他の
コンテンツの表示の必要が生じても番組コンテンツ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は、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】
　そこで、ＣＰＵ２４は、番組コンテンツとデータ放送コンテンツとの関連性を判断して
、両者に関連性がないと判断した場合には、第１の表示部１１において番組コンテンツの
表示をそのまま続行させるとともに、第２の表示部１２においては、データ放送コンテン
ツの表示を中止し、代わりに他のコンテンツを表示させるようにしてもよい。この処理は
、例えば、放送局２００側が番組コンテンツとデータ放送コンテンツとの関連性を示すフ
ラグを例えばデータ放送コンテンツに含ませて両者を放送している場合には、当該フラグ
をＣＰＵ２４が確認することで行ってもよい。また、そのようなフラグが存在しない場合
でも、例えばＣＰＵ２４が番組コンテンツの映像に対して画像認識処理を施して、予め記
憶したデータベースと照合してその映像が示す人物、物等をテキスト情報として認識し、
一方でデータ放送コンテンツからテキスト情報を抽出して、両者のマッチングを取ること
で、関連性を判断してもよい。
【００９９】
　この処理により、ユーザは、番組コンテンツとデータ放送コンテンツとの関連性がない
場合には、第２の表示部１２において他のコンテンツを閲覧できるとともに、第１の表示
部１１において番組コンテンツの大画面での視聴を続行することができる。
【０１００】
　すなわち本実施形態によれば、番組コンテンツとデータ放送コンテンツが互いに関連性
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ができる。一方で両コンテンツの関連性が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ぞれの表示部に表示させることによ
り、それらの視認性を向上させる効果を得ることが可能となる。
【０１０１】
　なお、第２の表示部１２に他のコンテンツを表示するにあたり、番組コンテンツとデー
タ放送コンテンツとを第１の表示部１１に分割表示するか、それとも第１の表示部１１に
はそのまま番組コンテンツを表示させ、第２の表示部１２においてはデータ放送コンテン
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・オペレーションに
より予め指定させるようにしても構わない。この場合、表示中のコンテンツの関連性を判
断する必要がなくなり、ＣＰＵ２４の処理負担軽減が期待される。
【実施例２】
【０１０２】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。上記第１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１００において番組コンテンツ、データ放送コンテンツお
よびその他のコンテンツ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う。なお、
本実施形態において、上記第１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
に示すように、本実施形態の表示システムは、第１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ＴＶと称する）５００と、当該デジタルＴＶ５００を遠隔操作する
ためのリモートコントローラ６００（以下、リモコン６００と称する）とからなる。デジ
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タルＴＶ５００は第１の表示部８１を有し、リモコン６００は第２の表示部８２を有する
。
【０１０４】
　デジタルＴＶ５００は、上記第１の実施形態において上記図３で示した携帯電話機１０
０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ＴＶ５０
０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うち番組コンテ
ンツの映像信号を第１の表示部８１へ表示することが可能である。すなわち、当該第１の
表示部８１は、上記第１の実施形態における携帯電話機１００の第１の表示部１１と同様
の機能を果たす。また、デジタルＴＶ５００は、インターネット３００等のネットワーク
へ接続するための通信部や、ＣＰＵやＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリの他、第１の表
示部８１およびリモコン６００の第２の表示部８２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ＴＶ５００は、上記ネットワーク接続のための通信部とは別に、リモコ
ン６００との通信手段も有する。当該通信手段は、例えばHomeRF（Home Radio Frequency
）等の赤外線通信手段や、IEEE802.11等の無線ＬＡＮ（Local Area Network）、Bluetoot
h（登録商標）等の無線通信機能である。もちろん、例えばＬＡＮケーブルやＵＳＢ（Uni
versal Serial Bus）ケーブル等によりリモコン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８２は、図８（ａ）に示すように、上記第１の実施形態
における携帯電話機１００の第２の表示部１２と同様に、上記放送信号のうちデータ放送
コンテンツ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８２には
、上記第１の実施形態における携帯電話機１００の第２の表示部１２と同様、デジタルＴ
Ｖ５００の第１の表示部８１に表示された番組コンテンツのチャンネルや音量を調整する
チャンネル調整ボタン１３および音量調整ボタン１４、当該番組コンテンツのフレーム画
像をキャプチャする画像キャプチャボタン１５、デジタルＴＶ５００の各種メニュー画面
を表示するメニューボタン１６が表示され、更に、第１の表示部８１または第２の表示部
８２において数字を入力したり、また上記チャンネル調整ボタン１３と同様にチャンネル
調整を行なったりするためのナンバーキー８３も表示される。リモコン６００は、デジタ
ルＴＶ５００との上記無線通信機能を有しており、第２の表示部８２上で上記各ボタンや
キーに対してユーザ操作があると、当該ボタンやキー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ＴＶ５００のＣＰＵへ伝えられ、デジタルＴＶ５００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ＴＶ５００およびリモコン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１
実施形態における図４と同様、デジタルＴＶ５００が放送受信時に、ユーザがリモコン６
００により上記画像キャプチャ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ＴＶ５００が放送信号を受信すると（ステップ９１
）、デジタルＴＶ５００のＣＰＵは、図８（ａ）に示すように、第１の表示部８１に番組
コンテンツを表示させるとともに（ステップ９２）、データ放送コンテンツの表示信号を
リモコン６００へ送信する（ステップ９３）。リモコン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（ステップ９５）。
【０１０９】
　続いて、リモコン６００の第２の表示部８２上で画像キャプチャボタン１５が押下され
た場合（ステップ９６のＹｅｓ）には、リモコン６００は、当該キャプチャボタン１５の
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入力信号をデジタルＴＶ５００へ送信する（ステップ９７）。当該入力信号を受信したデ
ジタルＴＶ５００は、画像をキャプチャし（ステップ９８）、当該キャプチャ画像を表示
するための表示信号をリモコン６００へ送信する（ステップ９９）。
【０１１０】
　そして、図８（ｂ）に示すように、デジタルＴＶ５００は、第１の表示部８１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（ステップ１００）、リモコン６０
０は、第２の表示部８２に、データ放送コンテンツに代わってキャプチャ画像を表示させ
る（ステップ１０１）。
【０１１１】
　その後は、上記第１実施形態の場合と同様に、リモコン６００の第２の表示部８２上で
のユーザ操作に基づいて、リモコン６００が当該操作入力信号をデジタルＴＶ５００へ送
信し、当該操作入力信号に基づいてデジタルＴＶが処理を行うことで、キャプチャ画像か
ら領域指定画像を抽出したり、デジタルＴＶ５００が検索サーバから取得した画像検索結
果の画像をリモコン６００の第２の表示部８２に表示させたり、再検索を実施したりする
。
【０１１２】
　以上の動作により、デジタルＴＶ５００とリモコン６００を用いて番組コンテンツおよ
びデータ放送コンテンツを視聴する場合においても、両コンテンツの表示を続行させなが
ら他のコンテンツ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１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ンツを表示させることが可能である。
【０１１３】
　なお、第１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ン
ツとしてデータ放送コンテンツの代わりにリモコン６００の第２の表示部８２に表示され
るコンテンツはキャプチャ画像に限られず、着信画面やＷｅｂコンテンツ、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、あらゆるコンテンツを表示さ
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ＴＶ５００、リモコン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
リモコンが採用される。カラオケ用リ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、カラオケ用リモコンの非操作状態が所定時間継続すると、カラオケ用リモコ
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ペ
ンタッチやフィ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ンツ、データ放
送コンテンツ、キャプチャ画像に代替する。
【０１１５】
　例えばカラオケ端末側ではカラオケ演奏画面、カラオケ用リ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
リモコンのモニタでは、
（１）メニュー画面から曲検索画面に切替表示
（２）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。（２）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、（１）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、例えばリモコ
ン操作者を含む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
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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。
リ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１の実施形態においては、電子機器として携帯電話機１００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ＰＤＡ、ノート型ＰＣ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ＰＤＡ等の他の電子機器をリ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、データ放送コンテンツの表示を第１および第２の表示部
で切り替えるようにしていたが、データ放送コンテンツの代わりに例えば字幕放送コンテ
ンツ等の他のコンテンツ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ンツの処理を説明したが、通
常の地上デジタル放送やＢＳ／ＣＳデジタル放送におけるコンテンツ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ンツのみ
ならず、例えばインターネットを介したいわゆるＩＰ（Internet Protocol）放送におい
て送信されるコンテンツ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１００またはデジタルＴＶ５００が受信
しているコンテンツのみならず、携帯電話機１００またはデジタルＴＶ５００が例えばフ
ラッシュメモリ２７等に記録（録画）したコンテンツ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。
【０１２１】
　上述の各実施形態においては、番組コンテンツとデータ放送コンテンツとを分割表示す
る例を示したが、例えば放送受信時の初期状態として第１および第２のコンテンツとして
両者を第１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
ンツ等のコンテンツを第３のコンテンツとして表示させておき、更に上記キャプチャ画像
等の第４のコンテンツを表示する必要が生じた場合に、第１の表示部において第１～第３
のコンテンツの３者を３分割表示して第２の表示部において第４のコンテンツを表示した
り、第１の表示部において第１および第２のコンテンツを２分割表示し、第２の表示部に
おいて第３および第４のコンテンツを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１００またはデジタルＴＶ５００がキャプチ
ャ画像を基にインターネットを介して検索サ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１００またはデジタルＴＶ５００の各フラッシュメモリやＨＤＤ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ンツ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１００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１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１の表示部で分割表示され、
当該機能に対応するコンテンツが第２の表示部に表示される。この場合、ユーザは、呼び
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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、キャプチャ画像やＷｅｂページ、各種アプリケーション
の起動画面等の他のコンテンツを表示させるにあたり、番組コンテンツとデータ放送コン
テンツとの関連性の有無によりデータ放送コンテンツ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
ツが、ＢＭＬ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ページか
によってデータ放送コンテンツの表示有無を決定するようにしてもよい。すなわち、ＢＭ
Ｌがトップページおよびそれ以外のページがツリー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ＢＭＬのトップページよりも階層の深いページが表示されて
いる場合には、そのページを第１の表示部において番組コンテンツ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ＢＭＬのトップペー
ジが表示されている場合には、当該トップペー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１の表示部において番組コンテンツの表示をそのま
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１のコンテンツ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ページが表示されてい
る場合には、ユーザが意図してそのペー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、そのページを第１のコンテンツと分割表示させて、他のコンテンツが表示
されても表示が続行されるようにする。
【０１２５】
　また、他のコンテンツ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１
の表示部又は第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１の表示部１１が回転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（ｃ）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１の表示部１１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１の表示部１１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、ＯＳ等のプログラムは第１の表示部１１の向きを検知して、各コンテンツの表示形態
を図５（ｃ）に示されるものと同じにする。これに対して第１の表示部１１を本体に対し
て通常向きから９０度回動させた場合、ＯＳ等のプログラムは第１の表示部１１の向きを
検知して、例えば第１の表示部１１に番組コンテンツを単独で表示すると共に、第２の表
示部１２においてデータ放送コンテンツを単独、或いはデータ放送コンテンツと画像検索
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１の表示部
１１の向きに応じてコンテンツ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１の表示部１１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サが内蔵される場合、ＣＰＵ２４が
そのセンサ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、ＯＳ等のプログラムは、その検知結果に従って各コンテンツの表示形態を
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ンツと、データ放送のコンテ
ンツのいずれの表示も続行させながら、他のコンテンツを表示させることができる。
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