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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の表示装置を有する連携表示システムであって、
　前記第１の表示装置は、
　操作用表示情報を表示する第１の表示部と、
　前記操作用表示情報上の任意の位置を指定する操作に応じて、前記指定された位置を含
み、前記第１の表示部に表示されている前記操作用表示情報よりも狭い範囲である所定の
範囲を設定する範囲設定部と、
　前記所定の範囲を前記第２の表示装置に送信する第１の通信部と、
　を備え、
　前記第２の表示装置は、
　前記所定の範囲を前記第１の表示装置から受信する第２の通信部と、
　前記操作用表示情報に対応する１以上の参照用表示情報から、自装置の表示能力に応じ
て、前記所定の範囲に相当する情報を表示可能であり、前記操作用表示情報と異なる縮尺
および情報量を有する前記参照用表示情報を選択する表示情報選択部と、
　前記選択された参照用表示情報のうち前記所定の範囲に相当する情報を表示する第２の
表示部と、
　を備える連携表示システム。
【請求項２】
　前記第１の通信部は、前記第２の表示部に表示されている前記参照用表示情報の表示範
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囲を前記第２の表示装置から受信し、
　前記第１の表示部は、前記操作用表示情報に重ねて、前記参照用表示情報の表示範囲を
示す参照用表示枠を表示する、請求項１に記載の連携表示システム。
【請求項３】
　前記範囲設定部は、前記参照用表示枠を前記第１の表示部上で移動する操作に応じて、
前記移動後の参照用表示枠が示す範囲を前記所定の範囲として設定する、請求項２に記載
の連携表示システム。
【請求項４】
　前記範囲設定部は、前記参照用表示枠の大きさを前記第１の表示部上で変更する操作に
応じて、前記変更後の参照用表示枠が示す範囲を前記所定の範囲として設定し、
　前記表示情報選択部は、前記１以上の参照用表示情報から、自装置の表示能力に応じて
、前記所定の範囲に相当する情報を表示可能であり、前記操作用表示情報と異なる縮尺お
よび情報量を有する前記参照用表示情報を選択する、請求項２または３に記載の連携表示
システム。
【請求項５】
　前記範囲設定部は、前記操作用表示情報の縮尺を前記第１の表示部上で変更する操作に
応じて、前記指定された位置を含む前記所定の範囲を設定し、
　前記表示情報選択部は、前記１以上の参照用表示情報から、自装置の表示能力に応じて
、前記所定の範囲に相当する情報を表示可能であり、前記操作用表示情報と異なる縮尺お
よび情報量を有する前記参照用表示情報を選択する、請求項１～４のいずれか１項に記載
の連携表示システム。
【請求項６】
　前記第１の表示装置は、前記参照用表示情報を表示可能なアプリケーションの起動また
はサービスの利用開始を前記第２の表示装置に要求し、
　前記第２の表示装置は、前記要求に応じて、前記参照用表示情報を表示可能なアプリケ
ーションを起動し、またはサービスの利用を開始する、請求項１～５のいずれか１項に記
載の連携表示システム。
【請求項７】
　第１の表示装置によって、自装置に表示されている操作用表示情報上の任意の位置を指
定する操作に応じて、前記指定された位置を含み、前記第１の表示装置に表示されている
前記操作用表示情報よりも狭い範囲である所定の範囲を第２の表示装置に送信するステッ
プと、
　前記第２の表示装置によって、前記操作用表示情報に対応する１以上の参照用表示情報
から、自装置の表示能力に応じて、前記所定の範囲に相当する情報を表示可能であり、前
記操作用表示情報と異なる縮尺および情報量を有する前記参照用表示情報を選択するステ
ップと、
　前記第２の表示装置によって、前記選択した参照用表示情報のうち前記所定の範囲に相
当する情報を表示するステップと、
　を含む連携表示方法。
【請求項８】
　第１の表示装置によって、自装置に表示されている操作用表示情報上の任意の位置を指
定する操作に応じて、前記指定された位置を含み、前記第１の表示装置に表示されている
前記操作用表示情報よりも狭い範囲である所定の範囲を第２の表示装置に送信するステッ
プと、
　前記第２の表示装置によって、前記操作用表示情報に対応する１以上の参照用表示情報
から、自装置の表示能力に応じて、前記所定の範囲に相当する情報を表示可能であり、前
記操作用表示情報と異なる縮尺および情報量を有する前記参照用表示情報を選択するステ
ップと、
　前記第２の表示装置によって、前記選択した参照用表示情報のうち前記所定の範囲に相
当する情報を表示するステップと、
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　を含む連携表示方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連携表示システム、連携表示方法およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、地図情報表示、番組情報表示等のアプリケーションまたはサービスが携帯端末を
通じて利用されている。ここで、携帯端末では、通常、自装置の可搬性を確保するために
表示領域の大きさが制限されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、ユーザには、携帯端末を通じて、広域と詳細の地図情報、概略と詳細の番組
情報等、相異なる縮尺および情報量を有する概略情報と詳細情報を同時に利用したいとい
う要望がある。しかし、アプリケーションやサービスによっては、表示領域の大きさの制
限等を理由として、相異なる縮尺および情報量を有する情報を同時に利用できない場合が
ある。この場合、ユーザは、例えば、詳細情報から概略情報へ、さらに概略情報から詳細
情報へというように、相異なる縮尺および情報量を有する情報の表示を切替えて、所望の
情報を探索しなければならず、煩雑な操作を強いられてしまう場合がある。
【０００４】
　そこで、本発明は、相異なる縮尺および情報量を有する情報の利用性を向上可能な、連
携表示システム、連携表示方法およびプログラムを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明のある観点によれば、第１および第２の表示装置を有する連携表示システムが提
供される。ここで、第１の表示装置は、操作用表示情報を表示する第１の表示部と、操作
用表示情報上の任意の位置を指定する操作に応じて、指定された位置を含む所定の範囲を
設定する範囲設定部と、所定の範囲を第２の表示装置に送信する第１の通信部と、を備え
る。第２の表示装置は、所定の範囲を第１の表示装置から受信する第２の通信部と、操作
用表示情報に対応する１以上の参照用表示情報から、自装置の表示能力に応じて、所定の
範囲に相当する情報を表示可能であり、操作用表示情報と異なる縮尺および情報量を有す
る参照用表示情報を選択する表示情報選択部と、選択された参照用表示情報のうち所定の
範囲に相当する情報を表示する第２の表示部と、を備える。
【０００６】
　かかる構成によれば、ユーザは、第１の表示装置に表示されている操作用表示情報上の
任意の位置を指定することで、操作用表示情報とともに、指定した位置を含む所定の範囲
に相当し、操作用表示情報と異なる縮尺および情報量を有する表示情報として第２の表示
装置に表示される参照用表示情報を、最適な状態で利用することができる。
【０００７】
　上記範囲設定部は、指定された位置を含み、第１の表示部に表示されている操作用表示
情報よりも狭い範囲を所定の範囲として設定してもよい。
【０００８】
　上記第１の通信部は、第２の表示部に表示されている参照用表示情報の表示範囲を第２
の表示装置から受信し、上記第１の表示部は、操作用表示情報に重ねて、参照用表示情報
の表示範囲を示す参照用表示枠を表示してもよい。
【０００９】
　上記範囲設定部は、参照用表示枠を第１の表示部上で移動する操作に応じて、移動後の
参照用表示枠が示す範囲を所定の範囲として設定してもよい。
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【００１０】
　上記範囲設定部は、参照用表示枠の大きさを第１の表示部上で変更する操作に応じて、
変更後の参照用表示枠が示す範囲を所定の範囲として設定し、上記表示情報選択部は、１
以上の参照用表示情報から、自装置の表示能力に応じて、所定の範囲に相当する情報を表
示可能であり、操作用表示情報と異なる縮尺および情報量を有する参照用表示情報を選択
いてもよい。
【００１１】
　上記範囲設定部は、操作用表示情報の縮尺を第１の表示部上で変更する操作に応じて、
指定された位置を含む所定の範囲を設定し、上記表示情報選択部は、１以上の参照用表示
情報から、自装置の表示能力に応じて、所定の範囲に相当する情報を表示可能であり、操
作用表示情報と異なる縮尺および情報量を有する参照用表示情報を選択してもよい。
【００１２】
　上記範囲設定部は、指定された位置を含み、第１の表示部に表示されている操作用表示
情報よりも広い範囲を所定の範囲として設定してもよい。
【００１３】
　上記第２の通信部は、第１の表示部に表示されている操作用表示情報の表示範囲を第１
の表示装置から受信し、上記第２の表示部は、参照用表示情報に重ねて、操作用表示情報
の表示範囲を示す操作用表示枠を表示してもよい。
【００１４】
　上記第２の通信部は、複数の第１の表示装置から、操作用表示情報上で指定された任意
の位置を含む所定の範囲を各々に受信し、上記表示情報選択部は、操作用表示情報に対応
する１以上の参照用表示情報から、自装置の表示能力に応じて、複数の所定の範囲に相当
する情報を包含する情報を表示可能であり、操作用表示情報と異なる縮尺および情報量を
有する参照用表示情報を選択し、上記第２の表示部は、選択された参照用表示情報のうち
複数の所定の範囲に相当する情報を包含する情報を表示してもよい。
【００１５】
　上記第１の表示装置は、参照用表示情報を表示可能なアプリケーションの起動またはサ
ービスの利用開始を第２の表示装置に要求し、上記第２の表示装置は、起動要求に応じて
、参照用表示情報を表示可能なアプリケーションを起動し、またはサービスの利用を開始
してもよい。
【００１６】
　また、本発明の他の観点によれば、第１の表示装置によって、自装置に表示されている
操作用表示情報上の任意の位置を指定する操作に応じて、指定された位置を含む所定の範
囲を第２の表示装置に送信するステップと、第２の表示装置によって、操作用表示情報に
対応する１以上の参照用表示情報から、自装置の表示能力に応じて、所定の範囲に相当す
る情報を表示可能であり、操作用表示情報と異なる縮尺および情報量を有する参照用表示
情報を選択するステップと、第２の表示装置によって、選択した参照用表示情報のうち所
定の範囲に相当する情報を表示するステップと、を含む連携表示方法が提供される。
【００１７】
　また、本発明のさらに他の観点によれば、上記連携表示方法をコンピュータに実行させ
るためのプログラムが提供される。ここで、プログラムは、コンピュータ読取り可能な記
録媒体を用いて提供されてもよく、通信手段を介して提供されてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように本発明によれば、相異なる縮尺および情報量を有する情報の利用性
を向上可能な、連携表示システム、連携表示方法およびプログラムを提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に係る連携表示システムの概要を示す図である。
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【図２】連携表示システムの主要な機能構成を示すブロック図である。
【図３】連携表示システムの動作を示すシーケンス図である。
【図４Ａ】連携表示システムによる地図情報表示の例を示す図（１／４）である。
【図４Ｂ】連携表示システムによる地図情報表示の例を示す図（２／４）である。
【図４Ｃ】連携表示システムによる地図情報表示の例を示す図（３／４）である。
【図４Ｄ】連携表示システムによる地図情報表示の例を示す図（４／４）である。
【図５】連携表示システムによる番組情報表示の例を示す図である。
【図６】連携表示システムの動作の変形例を示すシーケンス図である。
【図７Ａ】連携表示システムによる地図情報表示の変形例を示す図（１／２）である。
【図７Ｂ】連携表示システムによる地図情報表示の変形例を示す図（２／２）である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書および図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素について
は、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２１】
　［１．連携表示システムの概要］
　まず、図１を参照しながら、本発明に係る連携表示システムの概要について説明する。
【００２２】
　図１に示すように、連携表示システムは、携帯端末１００、テレビ受像装置２００、お
よびサービスサーバ３００を含んで構成される。
【００２３】
　携帯端末１００は、タッチパネル機能を有するコマンダ、携帯電話、ＰＤＡ等の第１の
表示装置である。テレビ受像装置２００は、テレビ受像装置、パーソナルコンピュータ、
プロジェクタ、カーナビゲータを含む第２の表示装置の一例である。サービスサーバ３０
０は、表示情報の提供等のサービスを提供するサーバ装置の一例である。
【００２４】
　携帯端末１００とテレビ受像装置２００は、有線または無線の通信回線を介して双方向
通信を行う。携帯端末１００とテレビ受像装置２００は、ネットワークＮＷを介して、ま
たはネットワークＮＷを介さずに双方向通信を行う。携帯端末１００およびテレビ受像装
置２００は、ネットワークＮＷを介してサービスサーバ３００と双方向通信を行う。携帯
端末１００およびテレビ受像装置２００は、地図情報表示、番組情報表示等の表示情報Ｉ
１、Ｉ２を連携して表示する。携帯端末１００は、テレビ受像装置２００を遠隔操作する
コマンダとして構成されてもよい。
【００２５】
　携帯端末１００は、操作用表示情報Ｉ１（例えば、ある縮尺の地図情報）をサービスサ
ーバ３００から受信して表示する。携帯端末１００は、ユーザＵが操作用表示情報Ｉ１上
の任意の位置Ｐを指ＰＯ、スタイラス等により指定すると、指定された位置を含む所定の
範囲Ａをテレビ受像装置２００に送信する。なお、操作用表示情報Ｉ１は、テレビ受像装
置２００から受信されてもよく、携帯端末１００に保持されていてもよい。
【００２６】
　テレビ受像装置２００は、操作用表示情報Ｉ１に対応する１以上の参照用表示情報Ｉ２
（例えば、他の縮尺の地図情報）から、最適な参照用表示情報Ｉ２を選択する。そして、
テレビ受像装置２００は、選択した参照用表示情報Ｉ２をサービスサーバ３００から受信
し、受信した参照用表示情報Ｉ２のうち所定の範囲Ａに相当する情報を表示する。なお、
参照用表示情報Ｉ２は、携帯端末１００から受信されてもよく、テレビ受像装置２００に
保持されていてもよい。
【００２７】
　ここで、最適な参照用表示情報Ｉ２は、テレビ受像装置２００の表示能力に応じて、所
定の範囲Ａに相当する情報を表示可能であり、操作用表示情報Ｉ１と異なる縮尺および情
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報量を有する参照用表示情報Ｉ２として選択される。また、携帯端末１００は、テレビ受
像装置２００に表示されている参照用表示情報Ｉ２の表示範囲を示す参照用表示枠Ｆを表
示する。
【００２８】
　これにより、ユーザＵは、操作用表示情報Ｉ１上の任意の位置Ｐを指定することで、操
作用表示情報Ｉ１とともに、指定した位置Ｐを含む所定の範囲Ａに相当し、操作用表示情
報Ｉ１と異なる縮尺および情報量を有する表示情報としてテレビ受像装置２００に表示さ
れる参照用表示情報Ｉ２を、最適な状態で利用することができる。
【００２９】
　［２．連携表示システムの構成］
　つぎに、図２を参照しながら、連携表示システムの構成について説明する。図２には、
連携表示システムの主要な構成が示されている。
【００３０】
　図２に示すように、携帯端末１００は、表示部１０１、操作入力部１０３、制御部１０
５、記憶部１０７、通信部１０９を含む。
【００３１】
　表示部１０１および操作入力部１０３は、例えば、タッチパネルディスプレイとして構
成される。表示部１０１は、地図情報、番組情報等の操作用表示情報Ｉ１を表示する。操
作入力部１０３は、パネル面に対する操作入力を検出する。制御部１０５は、ＣＰＵ、Ｒ
ＡＭ、ＲＯＭ等を含み、ＣＰＵは、ＲＡＭを作業メモリとして用いてＲＯＭに格納されて
いるプログラムを実行し、携帯端末１００の各部を制御する。制御部１０５は、範囲設定
部としても機能する。記憶部１０７は、ＥＥＰＲＯＭ等の不揮発性メモリであり、周辺装
置の機器情報、所定の範囲Ａの設定情報、アプリケーションの実行データ・取得先情報、
表示データ、コマンド情報等を格納している。通信部１０９は、テレビ受像装置２００等
の周辺装置およびサービスサーバ３００との間で各種のデータ・指令を送受信する。
【００３２】
　制御部１０５は、操作用表示情報Ｉ１を受信して表示するように、通信部１０９および
表示部１０１を制御する。制御部１０５は、操作用表示情報Ｉ１上の任意の位置Ｐを指定
する操作入力が検出されると、指定された位置Ｐを含む所定の範囲Ａを設定し、所定の範
囲Ａをテレビ受像装置２００に送信するように通信部１０９を制御する。
【００３３】
　図２に示すように、テレビ受像装置２００は、表示部２０１、制御部２０５、記憶部２
０７、通信部２０９を含む。
【００３４】
　表示部２０１は、地図情報、番組情報等の参照用表示情報Ｉ２を表示する。制御部２０
５は、制御部１０５と同様に構成されてプログラムを実行し、テレビ受像装置２００の各
部を制御する。制御部２０５は、表示情報選択部としても機能する。記憶部２０７は、記
憶部１０７と同様に構成されて表示データ、コマンド情報等を格納している。通信部２０
９は、携帯端末１００等の周辺装置およびサービスサーバ３００との間で各種のデータ・
指令を送受信する。
【００３５】
　制御部２０５は、操作用表示情報Ｉ１に対応する１以上の参照用表示情報Ｉ２に関する
情報をサービスサーバ３００から受信するように通信部２０９を制御し、受信した情報に
基づき最適な参照用表示情報Ｉ２を選択する。そして、制御部２０５は、選択した参照用
表示情報Ｉ２を受信し、参照用表示情報Ｉ２のうち所定の範囲Ａに相当する情報を表示す
るように、通信部２０９および表示部２０１を制御する。
【００３６】
　図２に示すように、サービスサーバ３００は、相異なる縮尺および情報量を有する表示
情報Ｉ（操作用表示情報Ｉ１および参照用表示情報Ｉ２）を管理している。表示情報Ｉは
、操作用途および参照用途に応じて別々に準備されてもよく、両方の用途で併用可能に準
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備されてもよい。サービスサーバ３００は、表示情報Ｉの送信要求に応じて、指定された
表示情報Ｉを携帯端末１００およびテレビ受像装置２００に提供する。
【００３７】
　［３．連携表示システムの動作］
　つぎに、図３、図４Ａ～４Ｄ、および図５を参照しながら、連携表示システムの動作に
ついて説明する。
【００３８】
　図３には、連携表示システムの動作を示すシーケンス図が示されている。ここで、携帯
端末１００では、テレビ受像装置２００との間で連携表示機能を実行可能なアプリケーシ
ョンが起動されていると想定する。
【００３９】
　図３に示すように、ユーザＵが操作用表示情報Ｉ１を指定して表示を指示すると（ステ
ップＳ１０１）、携帯端末１００は、指定された操作用表示情報Ｉ１の送信をサービスサ
ーバ３００に要求する（Ｓ１０３）。送信要求に応じて、サービスサーバ３００は、指定
された操作用表示情報Ｉ１を選択して携帯端末１００に送信し（Ｓ１０５）、携帯端末１
００は、受信した操作用表示情報Ｉ１を表示する（Ｓ１０７）。
【００４０】
　ユーザＵが連携表示機能の実行を指示すると（Ｓ１０９）、携帯端末１００は、テレビ
受像装置２００が同一または対応するアプリケーションを実行可能であるかを判定する（
Ｓ１１１）。アプリケーションの実行可能性は、テレビ受像装置２００またはサービスサ
ーバ３００から受信した機器情報、および／または携帯端末１００に保持されている機器
情報に基づいて判定される。
【００４１】
　肯定的な判定結果が得られた場合、携帯端末１００は、アプリケーションの起動をテレ
ビ受像装置２００に要求する（Ｓ１１３）。携帯端末１００は、アプリケーションの実行
データを送信してもよく、アプリケーションを取得可能なネットワークＮＷ上のアドレス
を通知してもよい。起動要求に応じて、テレビ受像装置２００は、同一または対応するア
プリケーションを起動し（Ｓ１１５）、起動の完了を携帯端末１００に通知する（Ｓ１１
７）。
【００４２】
　ユーザＵが操作用表示情報Ｉ１上の任意の位置Ｐをタッチパネル上で指定すると（Ｓ１
１９）、携帯端末１００は、指定された位置Ｐを含む所定の範囲Ａを設定する（Ｓ１２１
）。指定された位置Ｐは、例えば、地図情報について、タッチパネル上の接触点に対応す
る経度・緯度（基準位置）を示し、番組情報について、タッチパネル上の接触点に対応す
るチャンネル・時間（基準位置）を示している。
【００４３】
　所定の範囲Ａは、指定された位置Ｐを中心とする範囲として設定される。所定の範囲Ａ
は、例えば、地図情報について、基準位置を中心として所定の経度・緯度差を有する範囲
として設定され、番組情報について、基準位置を中心として所定のチャンネル・時間差を
有する範囲として設定される。なお、所定の範囲Ａは、携帯端末１００に表示されている
操作用表示情報Ｉ１の縮尺および情報量に応じて調整して設定されてもよく、操作用表示
情報Ｉ１の縮尺および情報量にかかわらず固定的に設定されてもよい。
【００４４】
　ここで、所定の範囲Ａは、指定された位置Ｐを含み、携帯端末１００に表示されている
操作用表示情報Ｉ１よりも狭い範囲として設定される。なお、後述する変形例では、所定
の範囲Ａは、携帯端末１００に表示されている操作用表示情報Ｉ１よりも広い範囲として
設定される。
【００４５】
　所定の範囲Ａを設定すると、携帯端末１００は、参照用表示情報Ｉ２の表示をテレビ受
像装置２００に要求する（Ｓ１２３）。ここで、表示要求は、操作用表示情報Ｉ１の識別
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情報、および所定の範囲Ａを伴っている。
【００４６】
　表示要求に応じて、テレビ受像装置２００は、参照用表示情報Ｉ２に関する情報の送信
をサービスサーバ３００に要求する（Ｓ１２５）。送信要求に応じて、サービスサーバ３
００は、表示要求に付随する情報に基づいて、操作用表示情報Ｉ１に対応する１以上の参
照用表示情報Ｉ２を選択し、選択した参照用表示情報Ｉ２に関する情報をテレビ受像装置
２００に送信する（Ｓ１２７）。
【００４７】
　情報の受信に応じて、テレビ受像装置２００は、操作用表示情報Ｉ１に対応する１以上
の参照用表示情報Ｉ２から最適な参照用表示情報Ｉ２を選択する（Ｓ１２９）。そして、
テレビ受像装置２００は、選択した参照用表示情報Ｉ２を指定し、参照用表示情報Ｉ２の
送信をサービスサーバ３００に要求する（Ｓ１３１）。サービスサーバ３００は、指定さ
れた参照用表示情報Ｉ２を選択してテレビ受像装置２００に送信し（Ｓ１３３）、テレビ
受像装置２００は、受信した参照用表示情報Ｉ２のうち所定の範囲Ａに相当する情報を表
示する（Ｓ１３５）。所定の範囲Ａに相当する情報は、所定の範囲Ａの情報を少なくとも
含み、その周辺の情報を含んでもよく、場合によっては、所定の範囲Ａの情報の一部の情
報でもよい。
【００４８】
　ここで、相異なる縮尺および情報量を有する参照用表示情報Ｉ２の利用可能性は、アプ
リケーションやサービスに応じて異なる。また、テレビ受像装置２００の表示能力は、各
装置の性能に応じて異なる。このため、最適な参照用表示情報Ｉ２は、テレビ受像装置２
００の表示能力に応じて、所定の範囲Ａに相当する情報を表示可能であり、操作用表示情
報Ｉ１と異なる縮尺および情報量を有する参照用表示情報Ｉ２として選択される。
【００４９】
　参照用表示情報Ｉ２を表示すると、テレビ受像装置２００は、参照用表示情報Ｉ２の表
示範囲を携帯端末１００に送信し（Ｓ１３７）、携帯端末１００は、操作用表示情報Ｉ１
に重ねて、参照用表示情報Ｉ２の表示範囲を示す参照用表示枠Ｆを表示する（Ｓ１３９）
。
【００５０】
　図４Ａ～４Ｄには、連携表示システムによる地図情報表示の例が示されている。以下で
は、操作用表示情報Ｉ１および参照用表示情報Ｉ２として、縮尺１／２５０００、１／１
００００、１／５０００および１／２５００の地図情報が利用可能である場合を想定する
。
【００５１】
　図４Ａに示す例では、操作用表示情報Ｉ１として縮尺１／１００００の地図情報が表示
されている。そして、操作用表示情報Ｉ１上での指ＰＯによるタップ操作に応じて、タッ
プ操作により指定された位置Ｐ１を含む所定の範囲Ａ１が設定される。
【００５２】
　指定された位置（基準位置）Ｐ１は、（Ｌｎｇ０：経度、Ｌａｔ０：緯度）であり、所
定の範囲Ａ１は、（Ｌｎｇ０±ΔＬｎｇ０／２、Ｌａｔ０±ΔＬａｔ０／２）として設定
される。ここで、所定の範囲Ａは、携帯端末１００に表示されている操作用表示情報Ｉ１
よりも狭い範囲として設定される。なお、ΔＬｎｇ０、ΔＬａｔ０は、基準位置Ｐ１を中
心として所定の範囲Ａ１を設定するために用いられる経度・緯度差を表している。
【００５３】
　ここで、テレビ受像装置２００の解像度や画面サイズ等により規定される表示能力では
、所定の範囲Ａ１に相当する情報について、縮尺１／２５００の地図情報を用いて適切に
表示できるが、縮尺１／５０００の地図情報を用いて適切に表示できない場合を想定する
。この場合、参照用表示情報Ｉ２として縮尺１／２５００の地図情報が選択される。そし
て、参照用表示情報Ｉ２のうち、所定の範囲Ａ１およびその周辺を含む情報が表示される
。また、携帯端末１００では、操作用表示情報Ｉ１に重ねて、参照用表示情報Ｉ２の表示
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範囲を示す参照用表示枠Ｆ１が表示される。
【００５４】
　図４Ｂに示す例では、参照用表示枠Ｆ１の全体を指定した指ＰＯによるドラッグ操作に
応じて参照用表示枠Ｆ１が移動され、移動後の参照用表示枠Ｆ２により示される範囲が所
定の範囲Ａ２として設定される。所定の範囲Ａ２は、基準位置Ｐ１（Ｌｎｇ０、Ｌａｔ０
）から基準位置Ｐ２（Ｌｎｇ１、Ｌａｔ１）への変更に応じて、（Ｌｎｇ１±ΔＬｎｇ０
／２、Ｌａｔ１±ΔＬａｔ０／２）として設定される。
【００５５】
　ここで、テレビ受像装置２００の表示能力では、移動後の参照用表示枠Ｆ２により示さ
れる範囲に相当する情報について、縮尺１／２５００の地図情報を用いて適切に表示でき
るので、参照用表示情報Ｉ２として縮尺１／２５００の地図情報が選択される。そして、
参照用表示情報Ｉ２のうち、移動後の参照用表示枠Ｆ２により示される範囲の情報が表示
される。
【００５６】
　図４Ｃに示す例では、参照用表示枠Ｆ１の角部を指定した指ＰＯによるドラッグ操作に
応じて参照用表示枠Ｆ１が拡大され、拡大後の参照用表示枠Ｆ３により示される範囲が所
定の範囲Ａ３として設定される。ここで、所定の範囲Ａ３は、参照用表示枠Ｆ１から参照
用表示枠Ｆ３への拡大に応じて、（Ｌｎｇ０±ΔＬｎｇ１／２、Ｌａｔ０±ΔＬａｔ１／
２）として設定される。なお、ΔＬｎｇ１、ΔＬａｔ１は、基準位置Ｐ１（Ｌｎｇ０、Ｌ
ａｔ０）を中心として参照用表示枠Ｆ３により示される範囲を設定するために用いられる
。
【００５７】
　ここで、テレビ受像装置２００の表示能力では、拡大後の参照用表示枠Ｆ３により示さ
れる範囲に相当する情報について、縮尺１／５０００の地図情報を用いて適切に表示でき
るが、縮尺１／２５００の地図情報を用いて適切に表示できない場合を想定する。この場
合、参照用表示情報Ｉ２として縮尺１／５０００の地図情報が選択される。そして、参照
用表示情報Ｉ２のうち、拡大後の参照用表示枠Ｆ３により示される範囲の情報が表示され
る。
【００５８】
　図４Ｄに示す例では、操作用表示情報Ｉ１上でのオプション操作に応じて、操作用表示
情報Ｉ１の縮尺が変更され、操作用表示情報Ｉ１として縮尺１／２５０００の地図情報が
表示されている。この場合、従前のタップ操作により指定された情報の位置Ｐ１を含む所
定の範囲Ａ４が設定される。所定の範囲Ａ４は、操作用表示情報Ｉ１の縮尺の変更に応じ
て、（Ｌｎｇ０±ΔＬｎｇ２／２、Ｌａｔ０±ΔＬａｔ２／２）として設定される。なお
、ΔＬｎｇ２、ΔＬａｔ２は、基準位置Ｐ１（Ｌｎｇ０、Ｌａｔ０）を中心として参照用
表示枠Ｆ４により示される範囲を設定するために用いられる。
【００５９】
　ここで、テレビ受像装置２００の表示能力では、縮尺変更後の所定の範囲Ａ４に相当す
る情報について、縮尺１／５０００の地図情報を用いて適切に表示できるが、縮尺１／２
５００の地図情報を用いて適切に表示できない場合を想定する。この場合、参照用表示情
報Ｉ２として縮尺１／５０００の地図情報が選択される。そして、参照用表示情報Ｉ２の
うち、所定の範囲Ａ４に相当する情報およびその周辺を含む情報が表示される。また、操
作用表情報に重ねて、参照用表示情報Ｉ２の表示範囲を示す参照用表示枠Ｆ４が表示され
る。
【００６０】
　図５には、連携表示システムによる番組情報表示の例が示されている。以下では、操作
用表示情報Ｉ１および参照用表示情報Ｉ２として、概略と詳細の番組情報が存在する場合
を想定する。概略番組情報は、複数チャンネルの番組情報を示す一覧情報であり、詳細番
組情報は、概略番組情報に番組説明等の情報を付加した情報である。
【００６１】
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　図５に示す例では、操作用表示情報Ｉ１として概略番組情報が表示されている。そして
、操作用表示情報Ｉ１上での指ＰＯによるタップ操作に応じて、タップ操作により指定さ
れた位置Ｐ５を含む所定の範囲Ａ５が設定される。基準位置Ｐ５は、（チャンネル２、１
１月２６日１０時）であり、所定の範囲Ａ５は、（チャンネル２±１チャンネル、１１月
２６日１０時±１時間）として設定される。なお、±１チャンネル、±１時間は、基準位
置Ｐ５（チャンネル２、１１月２６日１０時）を中心として所定の範囲Ａ５を設定するた
めに用いられるチャンネル・時間差を表している。
【００６２】
　ここで、テレビ受像装置２００の表示能力では、所定の範囲Ａ５に相当する情報につい
て、詳細番組情報を用いて適切に表示できる場合を想定する。この場合、参照用表示情報
Ｉ２として詳細番組情報が選択される。そして、参照用表示情報Ｉ２のうち、所定の範囲
Ａ５およびその周辺を含む情報が表示される。また、携帯端末１００では、操作用表示情
報Ｉ１に重ねて、参照用表示情報Ｉ２の表示範囲を示す参照用表示枠Ｆ５が表示される。
【００６３】
　［４．連携表示システムの動作の変形例］
　つぎに、図６および図７Ａ、７Ｂを参照しながら、連携表示システムの動作の変形例に
ついて説明する。なお、前述した連携表示システムの動作と重複する説明は省略する。
【００６４】
　図６には、連携表示システムの動作を示すシーケンス図が示されている。ここで、ユー
ザＵａ、Ｕｂの携帯端末１００ａ、１００ｂでは、テレビ受像装置２００との間で連携表
示機能を実行可能なアプリケーションが起動され、操作用表示情報Ｉ１ａ、Ｉ１ｂが各々
に表示されている場合を想定する。
【００６５】
　図６に示すように、ユーザＵａが操作用表示情報Ｉ１ａ上の任意の位置Ｐａをタッチパ
ネル上で指定すると（ステップＳ２０１）、携帯端末１００ａは、指定された位置Ｐａを
含む所定の範囲Ａａを設定する（Ｓ２０３）。ここで、所定の範囲Ａａは、携帯端末１０
０ａに表示されている操作用表示情報Ｉ１ａよりも広い範囲として設定される。所定の範
囲Ａａを設定すると、携帯端末１００ａは、自装置に表示されている操作用表示情報Ｉ１
ａの表示範囲とともに、参照用表示情報Ｉ２の表示をテレビ受像装置２００に要求する（
Ｓ２０５、Ｓ２０７）。
【００６６】
　携帯端末１００ａからの表示要求に応じて、テレビ受像装置２００は、参照用表示情報
Ｉ２に関する情報をサービスサーバ３００から受信し（Ｓ２０９）、操作用表示情報Ｉ１
ａに対応する１以上の参照用表示情報Ｉ２から最適な参照用表示情報Ｉ２を選択する（Ｓ
２１１）。そして、テレビ受像装置２００は、選択した参照用表示情報Ｉ２をサービスサ
ーバ３００から受信し（Ｓ２１３）、受信した参照用表示情報Ｉ２のうち所定の範囲Ａａ
に相当する情報を表示する（Ｓ２１５）。また、テレビ受像装置２００は、参照用表示情
報Ｉ２に重ねて、操作用表示情報Ｉ１ａの表示範囲を示す参照用表示枠Ｆａを表示する（
Ｓ２１７）。
【００６７】
　つぎに、ユーザＵｂが操作用表示情報Ｉ１ｂ上の任意の位置Ｐｂをタッチパネル上で指
定すると（Ｓ２２１）、携帯端末１００ｂは、指定された位置Ｐｂを含む所定の範囲Ａｂ
を設定する（Ｓ２２３）。所定の範囲Ａｂを設定すると、携帯端末１００ｂは、自装置に
表示されている操作用表示情報Ｉ１ｂの表示範囲とともに、参照用表示情報Ｉ２の表示を
テレビ受像装置２００に要求する（Ｓ２２５、Ｓ２２７）。
【００６８】
　携帯端末１００ｂからの表示要求に応じて、テレビ受像装置２００は、参照用表示情報
Ｉ２に関する情報をサービスサーバ３００から受信し（Ｓ２２９）、操作用表示情報Ｉ１
ｂに対応する１以上の参照用表示情報Ｉ２から最適な参照用表示情報Ｉ２を選択する（Ｓ
２３１）。そして、テレビ受像装置２００は、共通の参照用表示情報Ｉ２上で操作用表示
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情報Ｉ１ｂ、Ｉ１ｂの表示範囲を適切に表示できるかを判定する（Ｓ２３３）。
【００６９】
　ここで、テレビ受像装置２００では、自装置に表示されている参照用表示情報Ｉ２上で
表示できる場合、または表示されている参照用表示情報Ｉ２よりも広域の参照用表示情報
Ｉ２を用いて適切な大きさで表示できる場合に、肯定的な判定結果が得られる。
【００７０】
　そして、肯定的な判定結果が得られた場合、テレビ受像装置２００は、必要に応じて参
照用表示情報Ｉ２を再び受信して表示を更新した上で（Ｓ２３５、Ｓ２３７）、参照用表
示情報Ｉ２に重ねて、操作用表示情報Ｉ１ａ、Ｉ１ｂの表示範囲を示す操作用表示枠Ｆａ
、Ｆｂを表示する（Ｓ２３９）。一方、否定的な判定結果が得られた場合、テレビ受像装
置２００は、操作用表示情報Ｉ１ｂの表示範囲を表示できない旨を携帯端末１００ｂに通
知する。
【００７１】
　図７Ａ、７Ｂには、連携表示システムによる地図情報表示の変形例が示されている。
【００７２】
　図７Ａ、７Ｂに示す例では、操作用表示情報Ｉ１ａ、Ｉ１ｂとして縮尺１／２５００の
地図情報が表示されている。まず、図７Ａに示すように、携帯端末１００ａでは、操作用
表示情報Ｉ１ａ上のタップ操作に応じて、タップ操作により指定された位置Ｐａを含む所
定の範囲Ａａが設定される。所定の範囲Ａａは、（ＬｎｇＡ±ΔＬｎｇＡ／２、ＬａｔＡ
±ΔＬａｔＡ／２）として設定される。ここで、所定の範囲Ａａは、携帯端末１００に表
示されている操作用表示情報Ｉ１ａよりも広い範囲として設定される。
【００７３】
　ここで、テレビ受像装置２００の表示能力では、所定の範囲Ａａに相当する情報につい
て、縮尺１／５０００の地図情報を用いて適切に表示できる場合を想定する。この場合、
参照用表示情報Ｉ２として縮尺１／５０００の地図情報が選択される。そして、参照用表
示情報Ｉ２のうち、所定の範囲Ａａおよびその周辺を含む情報が表示される。また、参照
用表示情報Ｉ２に重ねて、携帯端末１００ａに表示されている操作用表示情報Ｉ１ａの表
示範囲を示す操作用表示枠Ｆａが表示される。
【００７４】
　つぎに、図７Ｂに示すように、携帯端末１００ｂでは、操作用表示情報Ｉ１ｂ上でのタ
ップ操作に応じて、タップ操作により指定された位置Ｐｂを含む所定の範囲Ａｂが設定さ
れる。所定の範囲Ａｂは、（ＬｎｇＢ±ΔＬｎｇＢ／２、ＬａｔＢ±ΔＬａｔＢ／２）と
して設定される。
【００７５】
　ここで、テレビ受像装置２００の表示能力では、所定の範囲Ａｂに相当する情報につい
て、縮尺１／５０００の地図情報を用いて適切に表示できるが、縮尺１／５０００の地図
情報上で操作用表示情報Ｉ１ａ、Ｉ１ｂの両方の表示範囲を表示できない場合を想定する
。この場合、参照用表示情報Ｉ２として縮尺１／１００００の地図情報が選択される。そ
して、参照用表示情報Ｉ２の表示が更新された上で、参照用表示情報Ｉ２に重ねて、操作
用表示情報Ｉ１ａ、Ｉ１ｂの表示範囲を示す表示枠Ｆａ、Ｆｂが表示される。
【００７６】
　［５．まとめ］
　以上説明したように、本発明の実施形態に係る連携表示システムによれば、ユーザＵは
、携帯端末１００に表示されている操作用表示情報Ｉ１上の任意の位置Ｐを指定すること
で、操作用表示情報Ｉ１とともに、指定した位置Ｐを含む所定の範囲Ａに相当し、操作用
表示情報Ｉ１と異なる縮尺および情報量を有する表示情報としてテレビ受像装置２００に
表示される参照用表示情報Ｉ２を、最適な状態で利用することができる。
【００７７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
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者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【００７８】
　例えば、上記説明では、アプリケーションの起動要求、参照用表示情報Ｉ２の表示要求
、参照用表示情報Ｉ２の表示範囲等の情報が携帯端末１００とテレビ受像装置２００との
間で送受信される場合について説明した。しかし、これらの情報は、サービスサーバ３０
０を介して携帯端末１００とテレビ受像装置２００との間で送受信されてもよい。
【００７９】
　また、上記説明では、携帯端末１００が操作用表示情報Ｉ１をサービスサーバ３００か
ら受信し、テレビ受像装置２００が参照用表示情報Ｉ２をサービスサーバ３００から受信
する場合について説明した。しかし、携帯端末１００は、操作用表示情報Ｉ１をテレビ受
像装置２００から受信してもよく、自装置に保持していてもよい。同様に、テレビ受像装
置２００は、参照用表示情報Ｉ２を携帯端末１００から受信してもよく、自装置に保持し
ていてもよい。
【００８０】
　また、上記説明では、操作用表示情報Ｉ１が地図情報である場合について説明した。し
かし、操作用表示情報Ｉ１は、地図情報上の任意の地点を表すイメージ情報でもよい。
【００８１】
　また、上記説明では、所定の範囲Ａが操作用表示情報Ｉ１上で指定した位置（基準位置
）Ｐを中心とする矩形の範囲として設定される場合について説明した。しかし、所定の範
囲Ａは、基準位置Ｐを頂点とする矩形の範囲として設定されてもよく、基準位置Ｐを中心
とする円、楕円、多角形等の範囲として設定されてもよい。
【００８２】
　また、上記説明では、操作用表示情報Ｉ１上の任意の位置Ｐを指定等するユーザ操作が
タッチパネルを通じて入力される場合について説明した。しかし、これらのユーザ操作は
、ハードウェアボタン、ジョグダイヤル等、タッチパネル以外の入力デバイスを通じて入
力されてもよい。
【００８３】
　また、第２の表示装置は、ポータブル式のテレビ受像装置２００、カーナビゲータ等、
携帯型の表示装置でもよい。この場合、ユーザＵは、携帯端末１００および携帯型の表示
装置を携帯することで、操作用表示情報Ｉ１および参照用表示情報Ｉ２を移動しながら利
用することができる。
【符号の説明】
【００８４】
　　１００、１００ａ、１００ｂ　　携帯端末
　　２００　　テレビ受像装置
　　３００　　サービスサーバ
　　１０１、２０１　　表示部
　　１０３　　操作入力部
　　１０５、２０５　　制御部
　　１０７、２０７　　記憶部
　　１０９、２０９　　通信部
　　Ｉ１　　操作用表示情報
　　Ｉ２　　参照用表示情報
　　Ｆ　　操作用／参照用表示枠
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