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(57)【要約】
【課題】一例として、映像に対応する情報についての新
しい表示方式によってユーザにより便利な電子機器およ
びその制御方法を得る。
【解決手段】実施形態にかかる電子機器では、第一記憶
制御部は、第一データ取得部で取得された第一データを
第一記憶領域に記憶させる。第二記憶制御部は、第一記
憶領域に記憶された第一データの他装置との間で共通の
第一の識別子を第二データの第二の識別子と対応付けて
第二記憶領域に記憶させる。第一表示制御部は、第二デ
ータ取得部で取得された第二データに基づく画像と、当
該第二データと第二記憶領域で識別子同士が対応する第
一データに基づく映像を表示させる操作を受け付ける第
二画像とを、表示部に表示させる。第二表示制御部は、
第一記憶領域に記憶された第一データに基づく映像を表
示部に表示させる。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像の元となる第一データを取得する第一データ取得部と、
　前記第一データ取得部で取得された前記第一データの映像に対応した画像の元となる第
二データを自装置の外部から取得する第二データ取得部と、
　前記第一データ取得部で取得された前記第一データを第一記憶領域に記憶させる第一記
憶制御部と、
　前記第一記憶領域に記憶された前記第一データの他装置との間で共通の第一の識別子を
前記第二データの第二の識別子と対応付けて第二記憶領域に記憶させる第二記憶制御部と
、
　前記第二データ取得部で取得された前記第二データに基づく画像と、当該第二データと
前記第二記憶領域で前記識別子同士が対応付けられた前記第一データに基づく前記映像を
表示させる操作を受け付ける第二画像とを、表示部に表示させる第一表示制御部と、
　前記第一記憶領域に記憶された前記第一データに基づく前記映像を表示部に表示させる
第二表示制御部と、
　を備えた、電子機器。
【請求項２】
　前記第一表示制御部は、前記第一記憶領域に前記第二データの前記第二の識別子と対応
する前記第一の識別子の第一データが無かった場合には、前記第二データに基づく前記画
像と、前記第一の識別子に対応する前記第一データを自装置の外部から取得する操作を受
け付ける第三画像とを前記表示部に表示させる、請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第二記憶領域には、前記第一の識別子が、当該第一の識別子とは異なる第三の識別
子と対応付けて記憶され、
　前記第一記憶領域には、前記第一データが、前記第三の識別子と対応付けて記憶された
、請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第一の識別子に前記映像の放送時間を示す情報と前記映像が放送されるチャンネル
を示す情報とが含まれた、請求項１～３のうちいずれか一つに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記第二の識別子に前記第一の識別子が含まれた、請求項１～４のうちいずれか一つに
記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示部を備えた、請求項１～５のうちいずれか一つに記載の電子機器。
【請求項７】
　電子機器の制御方法であって、
　前記電子機器が、
　映像の元となる第一データを取得すること、
　取得された前記第一データの映像に対応した画像の元となる第二データを自装置の外部
から取得すること、
　取得された前記第一データを第一記憶領域に記憶させること、
　前記第一記憶領域に記憶された前記第一データの他装置との間で共通の第一の識別子を
前記第二データの第二の識別子と対応付けて第二記憶領域に記憶させること、
　前記第二データ取得部で取得された第二データに基づく画像と、当該第二データと前記
第二記憶領域で前記識別子同士が対応する前記第一データに基づく前記映像を表示させる
操作を受け付ける第二画像とを、表示部に表示させること、および、
　前記第一記憶領域に記憶された前記第一データに基づく前記映像を表示部に表示させる
こと、
　を含む、制御方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、電子機器およびその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルテレビ放送を受信して映像を録画したり再生したりすることが可能な装
置において、電子番組ガイド情報を表示させることが可能な装置が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００２－１００９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種の装置では、一例として、映像に関連する情報がより容易に更新されるようにな
れば、便利である。
【０００５】
　そこで、本発明の実施形態は、一例として、映像に対応する情報についての新しい表示
方式によってユーザにより便利な電子機器およびその制御方法を得ることを目的の一つと
する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態にかかる電子機器は、第一データ取得部と、第二データ取得部と、第
一記憶制御部と、第二記憶制御部と、第一表示制御部と、第二表示制御部と、を備える。
第一データ取得部は、映像の元となる第一データを取得する。第二データ取得部は、第一
データ取得部で取得された第一データの映像に対応した画像の元となる第二データを自装
置の外部から取得する。第一記憶制御部は、第一データ取得部で取得された第一データを
第一記憶領域に記憶させる。第二記憶制御部は、第一記憶領域に記憶された第一データの
他装置との間で共通の第一の識別子を第二データの第二の識別子と対応付けて第二記憶領
域に記憶させる。第一表示制御部は、第二データ取得部で取得された第二データに基づく
画像と、当該第二データと第二記憶領域で識別子同士が対応付けられた第一データに基づ
く映像を表示させる操作を受け付ける第二画像とを、表示部に表示させる。第二表示制御
部は、第一記憶領域に記憶された第一データに基づく映像を表示部に表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、実施形態にかかる電子機器を含むシステムの一例の概略構成が示された
説明図である。
【図２】図２は、実施形態にかかる電子機器の概略構成の一例が示されたブロック図であ
る。
【図３】図３は、実施形態にかかる電子機器の一部のより詳細な概略構成の一例が示され
たブロック図である。
【図４】図４は、実施形態にかかる電子機器で記憶される情報の一例が示された図である
。
【図５】図５は、実施形態にかかる電子機器で用いられる第二の識別子の一例が示された
図である。
【図６】図６は、実施形態にかかる電子機器で映像やデータが記憶される場合の処理の一
例が示されたフローチャートである。
【図７】図７は、実施形態にかかる電子機器で記憶された映像が表示されたり記憶された
データに基づく表示が行われたりする場合の処理の一例が示されたフローチャートである
。
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【図８】図８は、実施形態にかかる電子機器で表示される画像の一例が模式的に示された
図である。
【図９】図９は、実施形態にかかる電子機器で表示される画像の一例が模式的に示された
図である。
【図１０】図１０は、実施形態にかかる電子機器で表示される画像の一例が模式的に示さ
れた図である。
【図１１】図１１は、実施形態にかかる電子機器で表示される画像の一例が模式的に示さ
れた図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本実施形態では、一例として、図１に示されるように、システムは、放送基地局１００
、電子機器２００、およびサーバ装置３００を含む。電子機器２００およびサーバ装置３
００は、有線または無線のネットワーク４００（電気通信回線）を介して電気的に接続さ
れており、相互にデータを送受信することができる。電子機器２００は、一例としては、
テレビジョン受像機である。なお、電子機器２００は、例えば、録画再生装置や、情報処
理装置（例えばパーソナルコンピュータ）等、表示部２０１等の出力部を有さず、接続さ
れた映像表示装置（図示されず）の出力部の出力を制御する構成としてもよい。また、電
子機器２００は、記憶部２０２（図２参照）を有さず、接続された所謂外付け等の記憶装
置（図示されず）に対するデータのライトおよびリードを制御する構成としてもよい。
【０００９】
　放送基地局１００は、例えば、放送番組等の放送データ（放送波、放送信号）を送信す
る。放送データには、チャンネル毎の映像（コンテンツ、番組）の元となる第一データが
含まれている。第一データは、例えば、ＭＰＥＧ２－ＴＳ（moving　picture　experts　
group　2　-　transport　stream）形式のストリームである。
【００１０】
　また、放送データには、チャンネルや、放送番組、放送番組中の区分等に対応した第二
データ（表示データ）が含まれうる。第二データは、電子機器２００の表示部２０１（出
力部）等で表示される画像の元となるデータである。第二データは、例えば、ＨＴＭＬ（
hypertext　markup　language）や、ＣＳＳ（cascading　style　sheets）、ＪａｖａＳ
ｃｒｉｐｔ（登録商標）、ＢＭＬ（broadcast　markup　language）等の形式のデータで
ある。また、放送データには第二データの識別子（第二データを取得するためのデータ、
一例としてはＵＲＬ（uniform　resource　locator））が含まれうる。第二データには、
映像（番組、コンテンツ、シリーズ）に関する種々の情報（データ）が含まれうる。
【００１１】
　さらに、放送データには、映像（コンテンツ、番組）の元となる第一データの識別子（
第一の識別子）や、映像が放映される日（日付）、開始時刻、終了時刻、チャンネル等の
データ等が含まれうる。また、これらのデータや、第一データ（映像のデータ）、第二デ
ータ（画像のデータ）等は、ネットワーク４００を介して、サーバ装置３００から電子機
器２００へ送信されうる。また、第一データおよび第二データはそれぞれ異なるサーバ装
置３００等の機器から電子機器２００へ送信されうる。放送データにも、映像（番組、コ
ンテンツ、シリーズ）に関する種々の情報（データ）が含まれうる。
【００１２】
　また、本実施形態では、一例として、図２に示されるように、電子機器２００は、表示
部２０１や、記憶部２０２、チューナ部２０３、デマルチプレクサ部２０４（Ｄｅｍｕｘ
部）、通信部２０５、受信部２０６、ＧＵＩ処理部２０７、映像デコード部２０８、表示
処理部２０９、制御部２１０、操作入力部２１１，２１２，２１３等を備える。表示部２
０１は、一例としては、ＬＣＤ（liquid　crystal　display）等である。記憶部２０２は
、一例としては、ＨＤＤ（hard　disk　drive）等である。
【００１３】
　チューナ部２０３は、放送データ（放送信号、放送波）の受信部である。デマルチプレ
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クサ部２０４は、受信された放送データから、各種データを分離する分離部である。放送
データから分離された第一データ（映像のデータ）は、映像デコード部２０８へ送られる
。また、放送データから分離された第一データや第二データ（画像のデータ）等は、記憶
部２０２に送られ、記憶される。映像デコード部２０８は、デマルチプレクサ部２０４か
ら受け取った第一データ、記憶部２０２から受け取った第一データ、あるいは通信部２０
５から受け取った第一データを、デコードする。デコードされた第一データは表示処理部
２０９へ送られる。また、放送データから分離された第二データ（第一データに対応する
第二データ）の識別子は、制御部２１０に送られる。したがって、制御部２１０は、第二
データの識別子に対応した第二データを、通信部２０５を介してサーバ装置３００から取
得することができる。通信部２０５は、他装置（例えばサーバ装置３００等）との間での
データの授受を実行する。
【００１４】
　ウエブブラウザ部２１０ａ（Ｗｅｂ　ｂｒｏｗｓｅｒ部）は、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（
登録商標）処理部や、ＨＴＭＬ処理部、Ｖｉｄｅｏ／Ａｕｄｉｏエレメント処理部、ＡＰ
Ｉ（application　program　interface）処理部、ＣＳＳ処理部等（いずれも図示されず
）を有し、取得したデータを解析したり処理したりして得られたデータを、ＧＵＩ処理部
２０７等へ送る。ＧＵＩ処理部２０７は、制御部２１０の指示によって、ユーザインタフ
ェース用の画像を生成する。表示処理部２０９は、映像デコード部２０８から受け取った
データと、ＧＵＩ処理部２０７から受け取ったデータを合成する。表示処理部２０９で合
成されたデータは、表示部２０１で表示される。制御部２１０は、受信部２０６を介して
、例えばリモコン等の操作入力部２１３から無線（一例としては赤外線等）による制御信
号を受信する。また、制御部２１０は、電子機器２００に内蔵された操作入力部２１１（
例えば、タッチセンサ、スイッチ等）や、外付けの操作入力部２１２（例えば、マウス、
キーボード等）から制御信号を受信する。制御部２１０は、これら操作入力部２１１～２
１３より入力された制御信号に応じて各種演算処理を実行したり、各部を制御したりする
ことができる。制御部２１０（ウエブブラウザ部２１０ａを含む）は、一例としては、コ
ンピュータの記憶部（例えば、ＨＤＤ等）に記憶され、コンピュータの演算処理部（例え
ば、ＣＰＵ（central　processing　unit）等）に読み出されて実行されたプログラム（
アプリケーション等）の動作によって、実現される。また、制御部２１０は、放送データ
や第二データに含まれるプログラム（アプリケーション、スクリプト等）にしたがって処
理を実行することができる。
【００１５】
　また、本実施形態では、一例として、図３に示されるように、電子機器２００は、第一
データ取得部２２０ａや、第二データ取得部２２０ｂ、第三データ取得部２２０ｃ等を有
する。また、制御部２１０は、第一記憶制御部２１０ｂ、第二記憶制御部２１０ｃ、第一
表示制御部２１０ｄ、第二表示制御部２１０ｅ、第三表示制御部２１０ｆ等を有する。ま
た、記憶部２０２は、第一記憶領域２０２ａや、第二記憶領域２０２ｂ、第三記憶領域２
０２ｃ等を有する。
【００１６】
　第一データ取得部２２０ａは、第一データ（映像のデータ）を取得する。第一記憶制御
部２１０ｂは、その第一データを第一記憶領域２０２ａに記憶させる。また、第一データ
取得部２２０ａが第一データの識別子（第一の識別子）を取得した場合、第二記憶制御部
２１０ｃは、その第一データの識別子を第二記憶領域２０２ｂに記憶させる。
【００１７】
　第二データ取得部２２０ｂは、第二データ（画像のデータ）を取得する。第一表示制御
部２１０ｄは、その第二データを、ＧＵＩ処理部２０７（図２参照）へ送る。また、第二
データ取得部２２０ｂが第二データの識別子（第二の識別子）を取得した場合、第二記憶
制御部２１０ｃは、その第二データの識別子を第二記憶領域２０２ｂに記憶させる。
【００１８】
　第三データ取得部２２０ｃは、第三データ（例えば、番組情報のデータ、番組表データ
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等）を取得する。第三データ取得部２２０ｃが取得したデータに、映像（コンテンツ、番
組）のシリーズの合計本数を示すデータ（本数のデータ）および映像（コンテンツ、番組
）の回数のデータ（何回目のデータ（放映、放送）か、第何話目かを示すデータ）が含ま
れていた場合、第三表示制御部２１０ｆは、それらのデータに基づいた画像を生成する。
第三データにも、映像（番組、コンテンツ、シリーズ）に関する種々の情報（データ）が
含まれうる。
【００１９】
　第一データ取得部２２０ａ、第二データ取得部２２０ｂ、および第三データ取得部２２
０ｃは、本実施形態では、一例として、チューナ部２０３およびデマルチプレクサ部２０
４、または通信部２０５によって構成される。ここで、放送データに、第一データ（映像
データ）および第一データの識別子とともにこれに対応する第二データ（画像データ）あ
るいは第二データの識別子が含まれている場合には、第二記憶制御部２１０ｃは、第一デ
ータの識別子と第二データの識別子とを対応付けて、記憶部２０２の第二記憶領域２０２
ｂに記憶させることができる。また、第二データに、第一データの識別子が含まれている
場合も、第二記憶制御部２１０ｃは、第一データの識別子と第二データの識別子とを対応
付けて、記憶部２０２の第二記憶領域２０２ｂに記憶させることができる。また、第三デ
ータに第一データの識別子と第二データの識別子とが含まれている場合も、第二記憶制御
部２１０ｃは、第一データの識別子と第二データの識別子とを対応付けて、記憶部２０２
の第二記憶領域２０２ｂに記憶させることができる。なお、第二データは、第一データの
映像に対応付けられた画像の元となるデータであって、データ同士の対応付け（対応関係
）は、予め、データの配信側で決められている。よって、第二記憶制御部２１０ｃは、放
送による放送データやネットワーク４００を通じて取得した通信データから、相互に対応
付けられた識別子、あるいはそれらの対応付けが示されたデータを取得することで、第一
データおよび第二データの識別子を、相互に対応付けられた状態で記憶部２０２に記憶す
ることができる。
【００２０】
　また、本実施形態では、一例として、図４に示されるように、第一データの識別子１０
（第一の識別子、本実施形態では、一例としてコンテンツＩＤ（共通ＩＤ））、第二デー
タの識別子１１（第二の識別子、本実施形態では、一例としてＵＲＬ）、および第一デー
タの識別子１０とは別の識別子１２（第三の識別子、本実施形態では、一例として内部デ
ータＩＤ）が、相互に対応付けられた状態で記憶されている。これらのデータは、一例と
しては、テーブルの形式で記憶されうるが、これには限定されず、相互の対応付けがわか
る状態で記憶されればよい。さらに、本実施形態では、一例として、図４に示されるよう
に、識別子１０～１２とともに、日（日付）、開始時刻、終了時刻、およびチャンネルの
データが、対応付けがわかる状態で記憶されている。
【００２１】
　ここで、本実施形態では、一例として、第一データの識別子１０は、その映像（コンテ
ンツ、番組）に固有であるとともに、他の電子機器２００も含めた共通のデータとして設
定される。こうすることで、識別子１０，１１，１２等が記憶部２０２に記憶された後、
自装置の外部から取得した第二データに含まれるプログラム（アプリケーション、スクリ
プト等）が、制御部２１０において、識別子１０を用いた演算処理を行う場合に、識別子
１０すなわち映像の第一データをより精度良くあるいはより容易に特定しやすくなる。よ
って、一例としては、制御部２１０における演算処理がより迅速に実行されやすくなる。
【００２２】
　また、本実施形態では、一例として、第一データの識別子１０が、第一データあるいは
その映像（コンテンツ、番組）の属性情報を元に、予め定められた（一定の）決まり（ア
ルゴズム）にしたがって、構成されている。具体的に、本実施形態では、第一データの識
別子１０は、属性情報としての、日（日付）、開始時刻、終了時刻、およびチャンネルの
データを予め定められた順番および形式で続けて並べることで、構成されている。よって
、第一データの識別子１０が得られなかった状況にあっても、制御部２１０は、当該映像
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（コンテンツ、番組）の唯一となる値が得られる属性情報の組み合わせとして、第一デー
タの識別子１０を得ることができる。
【００２３】
　また、本実施形態では、一例として、記憶部２０２には、他の電子機器２００と共通の
第一データの識別子１０に対応付けて、電子機器２００（自装置）で付与された識別子１
２（第三の識別子）が記憶されている。よって、制御部２１０は、一例としては、識別子
１０より演算処理を実行しやすい識別子１２に基づいて演算処理をより効率よく実行する
ことができる。また、制御部２１０は、識別子１０に対応する識別子１２の有無により、
第一データ（映像のデータ）が記憶されているか否かを判別することができる。この場合
、第二記憶制御部２１０ｃ（制御部２１０）は、第一データが記憶部２０２に記憶される
場合にのみ、識別子１２を取得し、識別子１０と対応付けて記憶すればよい。
【００２４】
　また、図４に示されるデータは、映像（コンテンツ、番組）が録画予約されたタイミン
グや、録画されたタイミング等で、追加あるいは更新される。ただし、録画予約されてい
ない状態であっても、図４に示されるデータを記憶させることは可能である。
【００２５】
　また、図５に例示されるように、識別子１１に、識別子１０を含めておくことができる
。この場合、制御部２１０において、第二データの識別子１１が得られなかった状況にあ
っても、第一データの識別子１０から第二データの識別子１１が得られやすくなる。
【００２６】
　また、図３に示される第一表示制御部２１０ｄは、第二データ取得部２２０ｂから得ら
れた第二データや、第三データ取得部２２０ｃから得られた第三データ、第二記憶領域２
０２ｂに記憶された識別子１０～１１のデータ等から、表示部２０１に表示させる画像の
データを生成することができる。第一表示制御部２１０ｄによって表示される画像は、一
例としては、図９～１１に示されるような画像１３である。また、第二表示制御部２１０
ｅは、第一記憶領域２０２ａに記憶された第一データから、表示部２０１に表示させる映
像のデータを生成することができる。また、第三表示制御部２１０ｆは、第三データ取得
部２２０ｃで取得された第三データ（番組表データ等）や、第二データ取得部２２０ｂか
ら得られた第二データ、第二記憶領域２０２ｂに記憶された識別子１０～１１のデータ、
ならびに第三記憶領域２０２ｃに記憶されているデータ等から、表示部２０１に表示させ
る画像のデータを生成することができる。第三表示制御部２１０ｆによって表示される画
像は、一例としては、図８に示されるような画像１４である。
【００２７】
　次に図６，７を参照して、電子機器２００における処理の一例について説明する。図６
には、映像（コンテンツ、番組）が記憶（録画）される場合や、映像の記憶（録画）が予
約される場合、映像に関する情報が記憶される場合等における制御部２１０の各部の処理
が示されている。
【００２８】
　まずは、操作入力部２１１～２１３の操作に伴って、映像の記憶（録画）や、記録（録
画）の予約、映像に関する情報（例えば、識別子１０，１１等）の記憶等が指示されると
（ステップＳ１０１）、制御部２１０は、第一データの識別子１０を取得し（ステップＳ
１０２）、第二データの識別子１１を取得し（ステップＳ１０３）、かつ第一データの識
別子１０とは別の識別子１２を取得する（ステップＳ１０４）。
【００２９】
　次に、制御部２１０は、操作入力部２１１～２１３の操作入力に応じた処理を実行する
。例えば、操作入力部２１１～２１３の操作入力によって、映像（コンテンツ、番組）の
記憶（録画）が指示された場合、制御部２１０は、第一記憶制御部２１０ｂとして機能し
、第一データを第一記憶領域２０２ａに記憶させる。さらに、制御部２１０は、第二記憶
制御部２１０ｃとして機能し、第二記憶領域２０２ｂに、当該第一データに対応した識別
子１０～１２が記憶されていなかった場合には、それら識別子１０～１２を記憶させる。
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すなわち、図４のデータは、映像（コンテンツ、番組）の録画データのリスト（テーブル
）として機能することができる（ステップＳ１０５）。
【００３０】
　また、操作入力部２１１～２１３の操作入力によって、映像（コンテンツ、番組）の記
憶（録画）の予約が指示された場合、制御部２１０は、当該映像の記憶の予約に伴う処理
を実行する。具体的に、制御部２１０は、第二記憶制御部２１０ｃとして機能し、日（日
付）や、開始時刻、終了時刻、チャンネル等のデータとともに、識別子１０，１１を、対
応付けがわかる状態で、第二記憶領域２０２ｂに記憶させる。そして、第一記憶制御部２
１０ｂは、その後のタイミング（日、開始時刻、および終了時刻で指定された時間）での
第一データの記憶部２０２への記憶を、図４に示されたデータによって、実行することが
できる。すなわち、図４のデータは、映像（コンテンツ、番組）の予約データのリスト（
テーブル）としても機能することができる（ステップＳ１０５）。
【００３１】
　また、操作入力部２１１～２１３の操作入力によって、映像（コンテンツ、番組）に関
する情報の記憶が指示された場合、制御部２１０は、第二記憶制御部２１０ｃとして機能
し、日（日付）や、開始時刻、終了時刻、チャンネル等のデータとともに、識別子１０，
１１を、対応付けがわかる状態で、第二記憶領域２０２ｂに記憶させる（ステップＳ１０
５）。これにより、一例としては、第二表示制御部２１０ｅは、その後のタイミングで、
操作入力部２１１～２１３の操作入力に応じて、第二データに基づいて映像（コンテンツ
、番組）の内容等が示された画像（例えば、図９～１１に示されるような画像）を表示部
２０１に表示させることができる。すなわち、図４のデータは、映像（コンテンツ、番組
）のお気に入りデータのリスト（テーブル）としても機能することができる（ステップＳ
１０５）。
【００３２】
　図７には、記憶された映像が表示されたり記憶されたデータに基づく表示が行われたり
する場合等における制御部２１０の各部の処理が示されている。まずは、制御部２１０は
、第三表示制御部２１０ｆとして機能し、表示部２０１に、例えば、第二記憶領域２０２
ｂに記憶された識別子１０～１２や、第三記憶領域２０２ｃに予め記憶されていたデータ
等を用いるなどして、図８に示されるような画像１４（コンテンツ一覧）を表示させる（
ステップＳ２０１）。この画像１４には、映像（コンテンツ、番組、シリーズ）毎の画像
１５Ａ～１５Ｆが含まれている。各画像１５Ａ～１５Ｆには、ステータス情報１５ａ、代
表画像１５ｂ、シリーズ録画本数１５ｃ、タイトル１５ｄ、操作部１５ｅ（ボタン、操作
領域）等の画像（文字を含む）が含まれている。
【００３３】
　ステータス情報１５ａは、各映像（コンテンツ、番組、シリーズ）における記録（録画
）や表示（再生）に係わる状態を示す情報（画像）である。ステータス情報１５ａには、
例えば、「録画予約中（シリーズ）」、「録画予約中（次回まで）」、「未予約」、「番
組終了」、「ビデオカメラ」等がある。シリーズ録画本数１５ｃは、（記録（録画）済み
の本数）／（シリーズの本数）を示している。ステータス情報１５ａや、シリーズ録画本
数１５ｃから、ユーザは、各映像（コンテンツ、番組、シリーズ）に対して、録画の可否
や、録画済み本数、未録画本数等の情報を把握することができる。
【００３４】
　記憶部２０２（第一記憶領域２０２ａ）に第一データが記憶されており再生可能な映像
（コンテンツ、番組、シリーズ）については、画像１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｅ，１５Ｆに、
「再生（リスト表示）」や「再生」等と記された操作部１５ｅの画像が含まれる。第三表
示制御部２１０ｆは、第二記憶領域２０２ｂの識別子１２を参照し（検索し）、映像（コ
ンテンツ、番組、シリーズ）についての識別子１２が一つあった場合には、「再生」と記
された操作部１５ｅを表示させ、識別子１２が二つ以上あった場合には、「再生（リスト
表示）」と記された操作部１５ｅを表示させることができる。第三表示制御部２１０ｆは
、シリーズの識別子のデータを、放送データや、第一データに対応した第二データ、第三
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データ等から取得することができる。
【００３５】
　シリーズ録画本数に対して記憶部２０２に記憶（録画）されている本数が少ない映像（
コンテンツ、番組、シリーズ）や、録画予約設定が未だされていない映像（コンテンツ、
番組、シリーズ）については、画像１５Ａ，１５Ｂ，１５Ｃ，１５Ｄに、「詳細情報」や
、「詳細情報／コンテンツ追加」、「詳細情報／録画予約」、「詳細情報／購入」等と記
された操作部１５ｅの画像が含まれる。第三表示制御部２１０ｆは、例えば放送データや
、第一データに対応した第二データ、第三データ（番組表データ等）、第二記憶領域２０
２ｂの識別子１２等を参照し（検索し）、映像（コンテンツ、番組、シリーズ）の状態に
応じた操作部１５ｅを表示させることができる。操作入力部２１１～２１３の操作によっ
て表示部２０１の表示画面で「詳細情報」を含む操作部１５ｅが選択された場合、第二表
示制御部２１０ｅは、表示部２０１に、例えば、図９～１１に示されるような画像１３を
表示させる。また、「（コンテンツ追加）」は、映像（コンテンツ、番組、シリーズ）を
録画したり購入したりして、記憶部２０２に追加できる場合、「（録画予約）」は、映像
（コンテンツ、番組、シリーズ）を録画予約できる場合、「（購入）」は、映像（コンテ
ンツ、番組、シリーズ）を購入すれば入手できる場合である。
【００３６】
　図７におけるステップＳ２０１で、表示部２０１の表示画面で、図８に示されたような
画像１４が表示され、当該表示画面で、操作入力部２１１～２１３の操作によって、「再
生」と記された操作部１５ｅが選択された場合（ステップＳ２０２でＹｅｓ）、制御部２
１０は、第二表示制御部２１０ｅとして機能し、対応する映像を表示（再生）する（ステ
ップＳ２０３）。
【００３７】
　また、図７におけるステップＳ２０１で、図８に示されたような画像１４が表示された
表示画面で、操作入力部２１１～２１３の操作によって「再生」ではなく「詳細情報」と
記された操作部１５ｅが選択された場合（ステップＳ２０２でＮｏおよびステップＳ２０
４でＹｅｓ）、制御部２１０は、第一表示制御部２１０ｄとして機能し、表示部２０１に
、図９～１１に示されるような画像１３を表示させる（ステップＳ２０５）。なお、ステ
ップＳ２０４でＮｏの場合、ステップＳ２０１に戻る。
【００３８】
　図９～１１に示される画像１３には、映像（コンテンツ、番組、シリーズ）に関連する
情報（文字や写真等）が含まれている。一例として、画像１３には、映像のタイトル１３
ａや、放送時間１３ｂ、回数１３ｃ、その回数のタイトル１３ｄ、ストーリー１３ｅ（概
要）等の文字や、写真１３ｆ等が含まれている。この画像１３は、第二データに基づいて
表示される。また、画像１３には、ストーリー以外にも、映像（コンテンツ、番組、シリ
ーズ）に関連する他の画像を表示させる操作部１３ｇ（ボタン、操作領域）が含まれてい
る。操作入力部２１１～２１３の操作によって、表示部２０１の表示画面上で操作部１３
ｇが選択された場合、制御部２１０は、当該選択された操作部１３ｇに対応した画像１３
を表示させる。
【００３９】
　また、図９に示される画像１３には、「再生」と記された操作部１３ｈ（ボタン、操作
領域、画像）が含まれている。操作入力部２１１～２１３の操作によって、表示部２０１
の表示画面上で操作部１３ｈが選択された場合（ステップＳ２０６でＹｅｓ）、制御部２
１０は、第二表示制御部２１０ｅとして機能し、対応する映像を表示（再生）する（ステ
ップＳ２０３）。操作部１３ｈの画像は、第二画像の一例である。第一表示制御部２１０
ｄは、第一記憶領域２０２ａに、対応する第一データが存在する場合に、操作部１３ｈを
表示させる。
【００４０】
　また、図１０に示される画像１３には、「再放送録画予約」と記された操作部１３ｉ（
ボタン、操作領域、画像）が含まれている。操作入力部２１１～２１３の操作によって、
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表示部２０１の表示画面上で、操作部１３ｉが選択された場合（ステップＳ２０６でＮｏ
およびステップＳ２０７でＹｅｓ）、制御部２１０は、第二記憶制御部２１０ｃとして機
能し、図４に示されるように、日（日付）や、開始時刻、終了時刻、チャンネル等のデー
タとともに、識別子１０～１２を、対応付けがわかる状態で、第二記憶領域２０２ｂに記
憶させる。第一記憶制御部２１０ｂは、その後のタイミング（日、開始時刻、および終了
時刻で指定された時間）での第一データの記憶部２０２への記憶を、図４に示されたデー
タによって、実行することができる（ステップＳ２０８）。なお、この処理で第二記憶領
域２０２ｂに記憶されるデータは、例えば、放送データや、第二データ、第三データ等に
含まれている。操作部１３ｉの画像は、第三画像の一例である。また、第一表示制御部２
１０ｄは、第一記憶領域２０２ａに、対応する第一データが存在せず、かつ、放送データ
や、第二データ、第三データ等から当該映像（コンテンツ、番組）の再放送がなされる予
定であることが判別した場合に、操作部１３ｉを表示させる。
【００４１】
　また、図１０に示される画像１３には、「購入」と記された操作部１３ｊ（ボタン、操
作領域、画像）が含まれている。操作入力部２１１～２１３の操作によって、表示部２０
１の表示画面上で操作部１３ｊが選択された場合（ステップＳ２０６でＮｏおよびステッ
プＳ２０７でＹｅｓ）、制御部２１０は、画像１３を購入処理を実行することができる画
像（図示されず）に切り替える。操作入力部２１１～２１３の操作により映像（コンテン
ツ、番組）が購入されると、制御部２１０は、第一記憶制御部２１０ｂとして機能し、購
入された映像（コンテンツ、番組）を第二記憶領域２０２ｂに記憶させる（ステップＳ２
０８）。操作部１３ｊの画像は、第三画像の一例である。また、第一表示制御部２１０ｄ
は、第一記憶領域２０２ａに、対応する第一データが存在せず、かつ、放送データや、第
二データ、第三データ等から、映像（コンテンツ、番組）の放送が終了しており、映像の
データ（第一データ）が販売されていることが判別した場合に、操作部１３ｊを表示させ
る。
【００４２】
　また、図１１に示される画像１３には、「録画予約」と記された操作部１３ｋ（ボタン
、操作領域、画像）ならびに「シリーズ録画予約」を記された操作部１３ｍ（ボタン、操
作領域、画像）が含まれている。操作入力部２１１～２１３の操作によって、表示部２０
１の表示画面上で操作部１３ｋ，１３ｍが選択された場合（ステップＳ２０６でＮｏおよ
びステップＳ２０７でＹｅｓ）、制御部２１０は、第二記憶制御部２１０ｃとして機能し
、図４に示されるように、日（日付）や、開始時刻、終了時刻、チャンネル等のデータと
ともに、識別子１０～１２を、対応付けがわかる状態で、第二記憶領域２０２ｂに記憶さ
せる。第一記憶制御部２１０ｂは、その後のタイミング（日、開始時刻、および終了時刻
で指定された時間）での第一データの記憶部２０２への記憶を、図４に示されたデータに
よって、実行することができる（ステップＳ２０８）。なお、この処理で第二記憶領域２
０２ｂに記憶されるデータは、例えば、放送データや、第二データ、第三データ等に含ま
れている。ステップＳ２０７でＮｏの場合、ならびにステップＳ２０８が終了した場合に
は、ステップＳ２０５に戻る。操作部１３ｋ，１３ｍの画像は、第三画像の一例である。
また、第一表示制御部２１０ｄは、第一記憶領域２０２ａに、対応する第一データが存在
せず、かつ、放送データや、第二データ、第三データ等から、映像（コンテンツ、番組）
の放送がまだなされていないことが判別した場合に、操作部１３ｋ，１３ｍを表示させる
。
【００４３】
　また、図９～１１に示される画像１３には、「コンテンツ一覧へ戻る」と記された操作
部１３ｎ（ボタン、操作領域、画像）が含まれている。操作入力部２１１～２１３の操作
によって、表示部２０１の表示画面上で操作部１３ｎが選択された場合には、制御部２１
０は、第三表示制御部２１０ｆとして機能し、表示部２０１に、例えば、図８に示される
ような画像１４（コンテンツ一覧）を表示させる。すなわち、ステップＳ２０１に戻る。
【００４４】
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　以上、説明したように、本実施形態では、一例として、第二記憶制御部２１０ｃが、第
一記憶領域２０２ａに記憶された第一データの他装置との間で共通のまたは映像（コンテ
ンツ）に固有の第一データの識別子１０を第二データの識別子１１と対応付けて第二記憶
領域２０２ｂに記憶させ、第一表示制御部２１０ｄが、第二データ取得部２２０ｂで取得
された第二データに基づく画像１３と、当該第二データと第二記憶領域２０２ｂで識別子
１０，１１同士が対応付けられた第一データに基づく映像を表示させる操作を受け付ける
操作部１３ｈの画像（第二画像）とを、表示部２０１に表示させる。すなわち、本実施形
態によれば、一例としては、表示部２０１に、自装置の外部から取得された第二データに
基づく画像１３が表示されるため、映像に関する情報が変更（更新）されやすく、かつ、
表示部２０１には、画像１３とともに、識別子１０，１１同士の対応付けに基づいて映像
の表示を受け付ける操作部１３ｈの画像が表示される。よって、一例としては、ユーザに
対しては、映像に関連する情報がより得られやすくなるというメリットや、当該情報や記
憶部２０２における第一データの記憶（録画）状況に応じた電子機器２００の操作を行う
ことができるというメリットがある。また、一例としては、サービス提供者に対しては、
映像に関連する情報を変更したり更新したりしやすくなるというメリットがある。
【００４５】
　また、本実施形態では、一例として、第一表示制御部２１０ｄは、第一記憶領域２０２
ａに、第二データの識別子１１と対応する識別子１０の第一データが無かった場合には、
第二データに基づく画像１３と、識別子１０に対応する第一データを自装置の外部から取
得する操作を受け付ける操作部１３ｉ，１３ｊ，１３ｋ，１３ｍの画像（第三画像）とを
表示部２０１に表示させる。よって、一例としては、ユーザに対しては、映像に関連する
情報や記憶部２０２における第一データの記憶（録画）状況に応じた電子機器２００の操
作を行うことができるというメリットがある。
【００４６】
　以上、本発明の実施形態を例示したが、上記実施形態はあくまで一例であって、発明の
範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施さ
れることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、組み合
わせ、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含ま
れるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。また、各
構成要素のスペックは、適宜に変更して実施することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　１０…（第一の）識別子、１１…（第二の）識別子、１２…（第三の）識別子、１３…
画像、１３ｈ…操作部（第二画像）、１３ｉ，１３ｊ，１３ｋ，１３ｍ…操作部（第三画
像）、２００…電子機器（自装置）、２０２ａ…第一記憶領域、２１０ｂ…第一記憶制御
部、２１０ｃ…第二記憶制御部、２１０ｄ…第一表示制御部、２１０ｅ…第二表示制御部
、２２０ａ…第一データ取得部、２２０ｂ…第二データ取得部、３００…サーバ装置（他
装置）。
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【図１０】 【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成25年2月22日(2013.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像の元となる第一データを取得する第一データ取得部と、
　前記第一データ取得部で取得された前記第一データの映像に対応した第一画像の元とな
る第二データを自装置の外部から取得する第二データ取得部と、
　前記第一データ取得部で取得された前記第一データを第一記憶領域に記憶させる第一記
憶制御部と、
　前記第一記憶領域に記憶された前記第一データの他装置との間で共通の第一の識別子を
前記第二データの第二の識別子と対応付けて第二記憶領域に記憶させる第二記憶制御部と
、
　前記第二データ取得部で取得された前記第二データに基づく前記第一画像と、当該第二
データと前記第二記憶領域で前記識別子同士が対応付けられた前記第一データに基づく前
記映像を表示させる操作を受け付ける第二画像とを、表示部に表示させる第一表示制御部
と、
　前記第一記憶領域に記憶された前記第一データに基づく前記映像を表示部に表示させる
第二表示制御部と、
　を備え、
　前記第一表示制御部は、前記第一記憶領域に前記第二データの前記第二の識別子に対応
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付けられた前記第一の識別子と対応する前記第一データが無かった場合には、当該第二デ
ータに基づく前記第一画像と、当該第一の識別子と対応する前記第一データを自装置の外
部から取得する操作を受け付ける第三画像と、を前記表示部に表示させる、電子機器。
【請求項２】
　前記第一表示制御部は、前記第二画像または前記第三画像を、前記映像の放送が終了し
た後に表示させうる、請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第二記憶領域には、前記第一の識別子が、当該第一の識別子とは異なる第三の識別
子と対応付けて記憶され、
　前記第一記憶領域には、前記第一データが、前記第三の識別子と対応付けて記憶された
、請求項１または２に記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第一の識別子に前記映像の放送時間を示す情報と前記映像が放送されるチャンネル
を示す情報とが含まれた、請求項１～３のうちいずれか一つに記載の電子機器。
【請求項５】
　前記第二の識別子に前記第一の識別子が含まれた、請求項１～４のうちいずれか一つに
記載の電子機器。
【請求項６】
　前記表示部を備えた、請求項１～５のうちいずれか一つに記載の電子機器。
【請求項７】
　電子機器の制御方法であって、
　前記電子機器が、
　映像の元となる第一データを取得すること、
　取得された前記第一データの映像に対応した第一画像の元となる第二データを自装置の
外部から取得すること、
　取得された前記第一データを第一記憶領域に記憶させること、
　前記第一記憶領域に記憶された前記第一データの他装置との間で共通の第一の識別子を
前記第二データの第二の識別子と対応付けて第二記憶領域に記憶させること、
　取得された前記第二データに基づく前記第一画像と、当該第二データと前記第二記憶領
域で前記識別子同士が対応する前記第一データに基づく前記映像を表示させる操作を受け
付ける第二画像とを、表示部に表示させること、
　前記第一記憶領域に記憶された前記第一データに基づく前記映像を表示部に表示させる
こと、および、
　前記第一記憶領域に前記第二データの前記第二の識別子に対応付けられた前記第一の識
別子と対応する前記第一データが無かった場合には、当該第二データに基づく前記第一画
像と、当該第一の識別子と対応する前記第一データを自装置の外部から取得する操作を受
け付ける第三画像と、を表示部に表示させること、
　を含む、制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　この種の装置では、一例として、映像に関連する情報（画像）がより容易に更新される
ようになれば、便利である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００５】
　そこで、本発明の実施形態は、一例として、映像に対応する情報（画像）についての新
しい表示方式によってユーザにより便利な電子機器およびその制御方法を得ることを目的
の一つとする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の実施形態にかかる電子機器は、第一データ取得部と、第二データ取得部と、第
一記憶制御部と、第二記憶制御部と、第一表示制御部と、第二表示制御部と、を備える。
第一データ取得部は、映像の元となる第一データを取得する。第二データ取得部は、第一
データ取得部で取得された第一データの映像に対応した第一画像の元となる第二データを
自装置の外部から取得する。第一記憶制御部は、第一データ取得部で取得された第一デー
タを第一記憶領域に記憶させる。第二記憶制御部は、第一記憶領域に記憶された第一デー
タの他装置との間で共通の第一の識別子を第二データの第二の識別子と対応付けて第二記
憶領域に記憶させる。第一表示制御部は、第二データ取得部で取得された第二データに基
づく第一画像と、当該第二データと第二記憶領域で識別子同士が対応付けられた第一デー
タに基づく映像を表示させる操作を受け付ける第二画像とを、表示部に表示させる。第二
表示制御部は、第一記憶領域に記憶された第一データに基づく映像を表示部に表示させる
。また、第一表示制御部は、第一記憶領域に第二データの第二の識別子に対応付けられた
第一の識別子と対応する第一データが無かった場合には、当該第二データに基づく第一画
像と、当該第一の識別子と対応する第一データを自装置の外部から取得する操作を受け付
ける第三画像と、を表示部に表示させる。
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