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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自己が有する複数の機能の各々についての機能紹介情報と機能説明情報とを保持する保
持部と、
　複数の前記機能紹介情報の中から１つの機能紹介情報を選択し、選択した機能紹介情報
を、外部の表示装置への送信情報として決定する決定部と、
　前記決定部により決定された送信情報を前記表示装置へ送信する送信部と
　を備え、
　前記決定部は、
　使用者の操作状況、操作履歴または使用者情報に基づいて１つの機能紹介情報を選択し
て前記送信情報として決定し、
　前記送信部は、
　前記決定部により決定された機能紹介情報を送信し、
　送信された機能紹介情報により紹介された機能の使用を決定したことを表す使用決定信
号が検知された場合に、その機能紹介情報に対応する機能説明情報を前記表示装置へ送信
する
　電子機器。
【請求項２】
　前記決定部は、前記機能紹介情報が送信された後、その機能紹介情報により紹介された
機能と異なる他の機能の使用を決定したことを表す使用決定信号が検知された場合に、前
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記他の機能についての機能紹介情報を前記送信情報として決定する
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項３】
　前記決定部は、前記複数の機能紹介情報の中から２以上の機能紹介情報を選択し、選択
した２以上の機能紹介情報を前記送信情報として決定し、
　前記送信部は、前記選択した２以上の機能紹介情報と、それらの機能紹介情報を前記表
示装置においてランダムな順序で表示させるための制御信号とを前記表示装置へ送信する
　請求項１に記載の電子機器。
【請求項４】
　コンピュータを備えた電子機器が有する複数の機能の各々についての機能紹介情報の中
から１つを選択し、選択した機能紹介情報を、外部の表示装置への送信情報として決定す
るステップと、
　前記送信情報を前記表示装置へ送信するステップと
　を前記コンピュータに実行させ、
　外部の表示装置への送信情報を決定するステップにおいて、
　使用者の操作状況、操作履歴または使用者情報に基づいて１つの機能紹介情報を選択し
て前記送信情報として決定し、
　前記送信情報を前記表示装置へ送信するステップにおいて、
　決定された機能紹介情報を送信し、
　送信された機能紹介情報により紹介された機能の使用を決定したことを表す使用決定信
号が検知された場合に、その機能紹介情報に対応する機能説明情報を前記表示装置へ送信
する
　情報処理プログラム。
【請求項５】
　外部の表示装置への送信情報を決定するステップにおいて、
　前記機能紹介情報が送信された後、その機能紹介情報により紹介された機能と異なる他
の機能の使用を決定したことを表す使用決定信号が検知された場合に、前記他の機能につ
いての機能紹介情報を前記送信情報として決定する
　請求項４に記載の情報処理プログラム。
【請求項６】
　外部の表示装置への送信情報を決定するステップにおいて、前記複数の機能紹介情報の
中から２以上の機能紹介情報を選択し、選択した２以上の機能紹介情報を前記送信情報と
して決定し、
　前記２以上の機能紹介情報と、それらの機能紹介情報を前記表示装置においてランダム
な順序で表示させるための制御信号とを前記表示装置に送信する
　請求項４に記載の情報処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自己の機能を使用者に提示するための情報処理を行う電子機器、およびその
ような電子機器に適用される情報処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＴＶ（Television）装置等の電子機器は、様々な機能を持つようになっており、
各機能の使用手順等を表示画面に提示させる機能（電子マニュアル）が利用されている。
電子マニュアルを用いることで、使用者は、電子機器の機能を理解し、使いこなすことが
できるようになる。このような電子マニュアルを利用したシステムとしては、例えば、電
子機器が故障した際に、故障修復のために必要なマニュアルやテストツールを携帯端末装
置の表示画面に表示することを可能としたシステム等がある（例えば、特許文献１参照）
。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１１６４８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、電子機器の持つ機能の中には、使用者に知られていないものもあり、使用者
にとって有用な機能であっても、利用されていないケースもある。そのため、使用者に電
子機器の様々な機能の存在を知らせる（紹介する）ための手法として、例えば表示画面の
一部に小さなウィンドウ画面を自動的に表示し、このウィンドウ画面に、機能に関する情
報を提示する、いわゆるポップアップ表示が利用されている。
【０００５】
　しかしながら、このポップアップ表示による情報表示手法は、ＴＶ装置等の表示画面の
一部に自動的に表示されるものであるので、映像表示や使用者による他の操作の妨げにな
ることがある。また、使用者の意志とは無関係に表示されるものであるため、その情報が
使用者にとって不要なものであった場合、使用者にとって精神的なストレスとなり易い。
このため、電子機器の有する様々な機能を、使用者にストレスを与えることなく提供し、
使用者における利便性を向上させることが望まれている。
【０００６】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、自己の機能に関する情報
を、使用者に対してストレスを与えることなく提供することが可能な電子機器および情報
処理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】
【０００７】
　本発明の電子機器は、自己が有する複数の機能の各々についての機能紹介情報と機能説
明情報とを保持する保持部と、複数の機能紹介情報の中から１つの機能紹介情報を選択し
、選択した機能紹介情報を、外部の表示装置への送信情報として決定する決定部と、決定
部により決定された送信情報を表示装置へ送信する送信部とを備えたものである。決定部
は、使用者の操作状況、操作履歴または使用者情報に基づいて１つの機能紹介情報を選択
して送信情報として決定する。送信部は、決定部により決定された機能紹介情報を送信し
、送信された機能紹介情報により紹介された機能の使用を決定したことを表す使用決定信
号が検知された場合に、その機能紹介情報に対応する機能説明情報を表示装置へ送信する
。
【０００８】
　ここで、「機能紹介情報」とは、機能の存在を使用者に知らせる（認知させる）、ある
いはその機能に興味を持たせるための情報であり、例えば機能の概要やメリット等を含む
情報である。
【０００９】
　本発明の情報処理プログラムは、コンピュータを備えた電子機器が有する複数の機能の
各々についての機能紹介情報の中から１つを選択し、選択した機能紹介情報を、外部の表
示装置への送信情報として決定するステップと、その送信情報を表示装置へ送信するステ
ップとを上記コンピュータに実行させるようにしたものである。外部の表示装置への送信
情報を決定するステップにおいて、使用者の操作状況、操作履歴または使用者情報に基づ
いて１つの機能紹介情報を選択して送信情報として決定する。送信情報を表示装置へ送信
するステップにおいて、決定された機能紹介情報を送信し、送信された機能紹介情報によ
り紹介された機能の使用を決定したことを表す使用決定信号が検知された場合に、その機
能紹介情報に対応する機能説明情報を前記表示装置へ送信する。
【００１０】
　本発明の電子機器および情報処理プログラムでは、複数の機能の各々についての機能紹
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介情報の中から選択された１つが、外部の表示装置への送信情報として決定され、出力さ
れる。即ち、選択された機能紹介情報は、電子機器自身の表示画面ではなく、外部の表示
装置に表示されることとなる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の電子機器および情報処理プログラムによれば、複数の機能の各々についての機
能紹介情報の中から１つの機能紹介情報を選択し、それを外部の表示装置への送信情報と
して決定、出力する。これにより、選択された機能紹介情報を、電子機器自身の表示画面
ではなく、例えば、使用者の傍らに常時配置された別の表示装置に表示させることが可能
となる。このため、主に電子機器の表示画面に注目している使用者に向けて、機能に関す
る情報をさりげなく提示することができる。よって、自己の機能に関する情報を、使用者
に対してストレスを与えることなく提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るＴＶ装置（電子機器）およびセカンドディスプレ
イの配置構成を表す模式図である。
【図２】図１に示したＴＶ装置およびセカンドディスプレイの詳細構成例を表すブロック
図である。
【図３】図１に示したＴＶ装置における機能紹介情報の送信動作の一例を表す流れ図であ
る。
【図４】図１に示したセカンドディスプレイにおける機能紹介情報の取得・表示動作の一
例を表す流れ図である。
【図５】図１に示したセカンドディスプレイにおける表示画面の切り替え動作を説明する
ための模式図である。
【図６】図１に示したセカンドディスプレイにおける画面表示パターンの一例を表す模式
図である。
【図７】第１の実施の形態の効果を説明するための表である。
【図８】変形例１に係るセカンドディスプレイにおける表示画面の切り替え動作を説明す
るための模式図である。
【図９】図８に示したセカンドディスプレイにおける機能紹介情報の取得・表示動作の一
例を表す流れ図である。
【図１０】変形例２に係るＴＶ装置における機能紹介情報の取得・表示動作の一例を表す
流れ図である。
【図１１】変形例２に係るセカンドディスプレイにおける表示画面の切り替え動作を説明
するための模式図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係るビデオカメラ（電子機器）およびセカンドディ
スプレイの配置構成を表す模式図である。
【図１３】図１２に示したビデオカメラおよびＴＶ装置の詳細構成例を表すブロック図で
ある。
【図１４】本発明の他の適用例を表すマルチ画面ディスプレイおよびプロジェクタを表す
模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。尚、説明は以下
の順序で行う。

１．第１の実施の形態（ＴＶ装置からセカンドディスプレイへ機能紹介情報，機能説明情
報を送信する例）
２．変形例１（セカンドディスプレイにおける他の画面表示動作の例）
３．変形例２（ＴＶ装置における他の情報送信動作の例）



(5) JP 5534184 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

４．第２の実施の形態（ビデオカメラの機能紹介情報，機能説明情報をＴＶ装置を介して
セカンドディスプレイに送信する例）
【００１４】
＜第１の実施の形態＞
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る電子機器（ＴＶ装置１）とセカンドディスプ
レイ２との配置構成例を模式的に表したものである。ＴＶ装置１は、複数の機能を有する
ものであり、その機能に関する電子マニュアル情報（後述の機能紹介情報ＤＭ１，機能説
明情報ＤＭ２）を保持している。ここで、「機能」としては、例えば、番組表表示、視聴
予約、録画予約、ＵＳＢ内コンテンツ再生、インターネットビデオ視聴、３Ｄコンテンツ
視聴等が挙げられる。
【００１５】
　セカンドディスプレイ２は、配線３０によってＴＶ装置１と接続されている。このセカ
ンドディスプレイ２は、例えば、ＴＶ装置１の表示部１１に対面する使用者５の傍らに配
置され、ＴＶ装置１から受信した情報に基づく表示画面（後述の機能紹介画面，機能説明
画面）を表示させるものである。
【００１６】
　尚、本実施の形態の情報処理プログラムは、電子機器としてのＴＶ装置１における各情
報処理機能をソフトウェア的に実現したものに対応している。この場合、そのソフトウェ
アは、各情報処理機能を電子機器におけるコンピュータにより実行させるためのプログラ
ム群で構成される。各プログラムは、例えば、専用のハードウェアに予め組み込まれて用
いられてもよいし、汎用のパーソナルコンピュータなどにネットワークや記録媒体からイ
ンストールして用いられてもよい。尚、後述する他の実施の形態の情報処理プログラムも
また、対応する実施の形態の電子機器における各情報処理機能をソフトウェア的に実現し
たものに対応しており、上記と同様にして用いることが可能である。
【００１７】
［ＴＶ装置１等の構成］
　図２は、ＴＶ装置１およびセカンドディスプレイ２の詳細なブロック構成を表したもの
である。
【００１８】
（ＴＶ装置１）
　ＴＶ装置１は、表示部１１、表示制御部１１０、表示内容決定部１２、保持部１３、送
信情報決定部１４、送信部１５、送信制御部１５０および操作検知部１６を備えている。
尚、ＴＶ機能を実現するためのチューナ等については、ここでは図示を省略している（後
述する他の実施の形態についても同様）。
【００１９】
　表示部１１は、通常の映像表示が行われたり、例えば使用者５からの入力操作に基づい
て（操作検知部１６から入力された検知データＤＦに基づいて）、各機能を利用するため
の操作画面の表示がなされたりするものである。この表示部１１は、例えば、ＬＣＤ（Li
quid Crystal Display）やＰＤＰ（Plasma Display Panel）、有機ＥＬ（Electro Lumine
scence）ディスプレイ等である。表示制御部１１０は、表示部１１に対して所定の表示制
御を行うものである。
【００２０】
　保持部１３は、例えば、操作画面を表示するためのデータ（操作画面データＤＳ）と、
各機能に関するデータ（機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２）と、対応テーブル１
３０を保持しておくための記憶部（メモリ）である。これらのうち操作画面データＤＳ，
機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２はそれぞれ、複数保持されている。対応テーブ
ル１３０が、後述のおすすめ機能の決定動作の際に使用されるものであり、特定の操作に
対していずれかの機能を対応づけて保持するものである。このような保持部１３における
記憶手段としては、固定ディスクでもリムーバブルディスクでもよく、また、その種類と
しても、磁気ディスクや光ディスク、光磁気ディスク、半導体メモリ等の種々のものを用
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いることができる。あるいは、ネットワーク上に記憶するようにしてもよい。
【００２１】
　ここで、「機能紹介情報」とは、ＴＶ装置１が持つ機能の存在を使用者に知らせる（認
知させる）、あるいはその機能に興味を持たせるための情報であり、例えば機能の概要や
メリット等を含む情報である。また、「機能説明情報」とは、そのような機能の内容を使
用者が理解して操作を進めることができるようにするための情報であり、例えば具体的な
操作手順や関連機能の説明を含むものである。尚、機能説明情報としては、この他にも、
使用者に機能の存在や操作法を記憶させるような情報を含んでいてもよい。例えば、機能
に関する“問題”についての情報を含み、そのような“問題”を表示して、使用者がその
機能を自在に使いこなすことができるかを問うようにしてもよい。また、以前利用したこ
とのある機能に関する説明情報を含むようにしてもよく、ある機能説明画面において、利
用履歴のある他の機能に関するＵＲＬについても表示するようにしてもよい。これらの機
能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２は、それ自身が上記のような情報を示すものであ
ってもよいし、あるいは、そのような情報を有するインターネットサイトの場所を示す情
報（例えばＵＲＬ（Uniform Resource Locator））であってもよい。
【００２２】
　表示内容決定部１２は、例えば使用者５からの入力操作等に基づいて、表示部１１にお
ける上記表示内容を決定するものである。例えば、使用者５により利用対象の機能が選択
された場合には、表示部１１にその選択された機能に対応する操作画面を表示させる。具
体的には、検知データＤＦに基づいて保持部１３に保持されている複数の操作画面データ
ＤＳの中から、１種類の操作画面データＤＳを取得し、これを表示制御部１１０へ供給す
るようになっている。尚、利用対象の機能の決定（選択）は、例えば使用者５の操作（例
えば、リモコン１０を用いた操作）により（手動で）行われる。
【００２３】
　操作検知部１６は、使用者５による所定の操作（機能選択動作および操作画面における
入力操作）を検知する機能を有するものである。具体的には、詳細は後述するが、操作検
知部１６は、その検知結果としての検知データＤＦ（操作が検知されたか否かを示すデー
タ等）を送信情報決定部１４へ供給する。
【００２４】
　送信情報決定部１４は、保持部１３に保持されている複数の機能紹介情報ＤＭ１，機能
説明情報ＤＭ２のうちの１つの機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２を取得し、使用
者５が保有するセカンドディスプレイ２へ送信するための送信情報として決定するもので
ある。本実施の形態では、例えば、現在のＴＶ装置１の使用状況や操作履歴等に応じて１
つの機能（おすすめ機能）を決定し、そのおすすめ機能についての機能紹介情報ＤＭ１，
機能説明情報ＤＭ２を上記送信情報として決定する。この際、例えば、保持部１３に保持
されている対応テーブル１３０を用いて、おすすめ機能を決定する。具体的には、対応テ
ーブル１３０において、例えば「チャンネルをザッピングする（切り替える）操作」に対
して「番組表を表示する機能」が対応づけられている場合には、ＴＶ装置１の使用中にチ
ャンネルをザッピングする操作が検知されると、おすすめ機能として「番組表表示」を決
定するようになっている。
【００２５】
　送信部１５は、送信情報として決定された機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２を
セカンドディスプレイ２へ送信するためのものである。送信制御部１５０は、送信情報決
定部１４から供給された機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２を送信部１５へ供給し
、送信部１５の送信動作を制御するものである。尚、送信部１５による機能紹介情報ＤＭ
１，機能説明情報ＤＭ２の送信手法としては、配線３０を用いた有線通信によるものに限
らず、無線通信によるものであってもよい。
【００２６】
（セカンドディスプレイ２）
　セカンドディスプレイ２は、表示部２１、表示制御部２１０、受信部２２、受信制御部
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２２０、記憶部２３、入力部２４、通信部２５および通信制御部２５０を備えている。こ
のセカンドディスプレイ２としては、例えば、デジタルフォトフレームやＰＣ（Personal
 Computer）等、常時、所定の場所に固定して設置する（壁に立て掛ける、台の上に載置
する等）ことができるような表示装置が用いられることが望ましい。但し、これに限らず
、ＴＶ装置１との通信が可能であり、ＴＶ装置１からの送信情報に基づく画面表示が可能
なものであれば、例えばディスプレイ付きリモコンや携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Dig
ital Assistant）等の他の表示装置であってもよい。
【００２７】
　受信部２２は、ＴＶ装置１の送信部１５から送信された機能紹介情報ＤＭ１，機能説明
情報ＤＭ２を受信するためのものである。受信制御部２２０は、この受信部２２における
受信動作を制御し、受信した機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２を記憶部２３へ供
給するものである。
【００２８】
　記憶部２３は、受信制御部２２０から供給される機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報Ｄ
Ｍ２を含め、種々のデータを保持しておくためのメモリであり、前述した保持部１３と同
様、種々の記憶手段が用いられる。
【００２９】
　表示部２１は、記憶部２３に保持されている種々のデータ（機能紹介情報ＤＭ１，機能
説明情報ＤＭ２を含む）を表示するために用いられるものであり、前述した表示部１１と
同様に各種のディスプレイにより構成することができる。表示制御部２１０は、この表示
部２１に対して所定の表示制御を行うものである。
【００３０】
　入力部２４は、セカンドディスプレイ２内に所定の情報を入力するために用いられるも
のであり、例えば、キーボードやタッチパッド、タッチパネル等からなる。
【００３１】
　通信部２５は、例えば機能紹介および機能説明に関する表示内容が外部ネットワークサ
ーバに保持されている場合（機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２としてそのＵＲＬ
を受信する場合）等において、外部ネットワークサーバとの通信動作を行うものである。
通信制御部２５０は、この通信部２５における通信動作等を制御するものである。
【００３２】
［ＴＶ装置１の作用・効果］
　続いて、本実施の形態のＴＶ装置１の作用および効果について説明する。図３は、ＴＶ
装置１における機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２の送信動作の流れを表したもの
である。
【００３３】
　ＴＶ装置１では、例えば使用者５の現在の使用状況や操作履歴に応じて、ＴＶ装置１の
有する複数の機能の中から、使用者５に対するおすすめの機能（使用者５にとって有用だ
と推測される機能）が決定される（ステップＳ１１）。具体的には、送信情報決定部１４
が、保持部１３に保持されている対応テーブル１３０を用いて、使用者５の現在の使用状
況や操作履歴等に基づいて機能を決定する。具体的には、対応テーブル１３０において、
例えば使用状況としての「チャンネルをザッピングする（切り替える）操作」に対して「
番組表表示」の機能が対応付けられ、「番組表を表示させる操作」に対して「視聴予約」
の機能が対応づけられている。即ち、ＴＶ装置１の使用中にチャンネルをザッピングする
操作が検知されると、おすすめ機能として「番組表表示」や「視聴予約」を決定するよう
になっている。尚、この際の使用者５による入力操作は、例えばリモコン（リモートコン
トロール装置）１０等を用いてなされ、操作検知部１６を介して検知データＤＦとして送
信情報決定部１４へ供給される。尚、以下では、このようにして決定されたおすすめ機能
を、便宜上、おすすめ機能Ｍと称して説明を行う。
【００３４】
　また、対応テーブル１３０には、使用者５の操作履歴が蓄積されており、操作履歴と機
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能とが対応づけられて保持されていてもよい。具体的には、各機能の利用頻度（例えば「
番組表表示を良く使う」「視聴予約を使ったことがない」）や、繰り返し行われる特定の
操作（例えば「毎週、「○○○」という番組をチャンネルを切り替えて見ている」）の有
無等についての情報が蓄積されている。このような蓄積情報を用いて、上記のようなおす
すめ機能Ｍを決定することもできる。例えば、対応テーブル１３０において、機能毎に「
おすすめポイント」を設け、この「おすすめポイント」を、利用履歴のある機能や利用頻
度が高い機能については減算し、繰り返し行われている特定の操作があれば、その操作に
関連する機能について加算する。具体的には、毎週、チャンネルを切り替えて同じ番組の
視聴がなされている場合には、「視聴予約」の「おすすめポイント」を加算する。このよ
うな「おすすめポイント」の大小関係に基づいて、おすすめ機能Ｍを決定してもよい。
【００３５】
　次いで、送信情報決定部１４は、上記のようにして決定されたおすすめ機能Ｍについて
の機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２を保持部１３から取得する（ステップＳ１２
）。
【００３６】
　この後、取得した機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２のうち、まず機能紹介情報
ＤＭ１をセカンドディスプレイ２へ送信するための送信情報として決定する。その機能紹
介情報ＤＭ１は、送信情報決定部１４から送信制御部１５０へと供給される。送信制御部
１５０は、送信部１５を制御して、その機能紹介情報ＤＭ１を、セカンドディスプレイ２
へ送信する（ステップＳ１３）。
【００３７】
　続いて、使用者５によりおすすめ機能Ｍが試用されたか否かの判断がなされる（ステッ
プＳ１４）。具体的には、操作検知部１６により、検知データＤＦとしておすすめ機能Ｍ
を利用（試用）する旨の入力信号（使用決定信号）を検知されたか否かを判断し、検知さ
れなかった場合（ステップＳ１４のＮ）には、処理終了となる。一方、おすすめ機能Ｍの
使用決定信号が検知された場合（ステップＳ１４のＹ）には、そのおすすめ機能Ｍに対応
する機能説明情報ＤＭ２（ステップＳ１２において取得した機能説明情報ＤＭ２）を送信
情報として決定し、セカンドディスプレイ２へ送信する（ステップＳ１５）。尚、使用決
定信号は、例えばリモコン１０の操作によってＴＶ装置１へ入力される。
【００３８】
　一方、セカンドディスプレイ２では、上記のような機能紹介情報ＤＭ１が、例えば次の
ようにして受信され、受信された機能紹介情報ＤＭ１に基づいて表示部２１における表示
がなされる。図４は、セカンドディスプレイ２における機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情
報ＤＭ２の取得・表示動作の流れを表したものである。図５は、セカンドディスプレイ２
における画面表示の切り替え動作について模式的に表したものである。
【００３９】
　セカンドディスプレイ２では、まず、ＴＶ装置１から配線３０を通じて、おすすめ機能
Ｍについての機能紹介情報ＤＭ１が取得される（ステップＳ１６）。具体的には、受信制
御部２２０の制御により、受信部２２が、おすすめ機能Ｍについての機能紹介情報ＤＭ１
を受信後、受信された機能紹介情報ＤＭ１は記憶部２３へと供給される。そして、表示制
御部２１０の制御により、表示部２１が、その機能紹介情報ＤＭ１に基づく機能紹介画面
（機能紹介画面Ａ）を表示する（ステップＳ１７）。
【００４０】
　例えば、機能紹介情報ＤＭ１が受信される（図５（Ａ））と、表示制御部２１０は、表
示部２１の表示画面２１ａの一部に機能紹介画面Ａを表示させる（図５（Ｂ））。機能紹
介画面Ａには、おすすめ機能Ｍが例えば「視聴予約」である場合には、「番組開始時間に
自動でチャンネルを切り替え」，「もう見たい番組を見逃しません」等の「視聴予約」の
概要やメリットを含む情報が表示される。
【００４１】
　このような機能紹介画面Ａは、ＴＶ装置１に対して使用者５が新たな操作を行うまでの
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間、常時、表示部２１に表示される。具体的には、機能紹介画面Ａを表示後、機能説明情
報ＤＭ２が取得されたか否かの判断がなされ（ステップＳ１８）、取得されなかった場合
（ステップＳ１８のＮ）には、機能紹介画面Ａを表示し続ける（ステップＳ１７へ戻る）
。一方、機能説明情報ＤＭ２が取得された場合（ステップＳ１８のＹ）には、表示部２１
において、機能紹介画面Ａから機能説明画面Ｂへ表示を切り替える（ステップＳ１９）。
例えば、図５（Ｃ）に示したように、機能説明情報ＤＭ２が取得された場合には、表示制
御部２１０は、表示部２１の表示画面２１ａの全体に渡って機能説明画面Ｂを表示させる
。この機能説明画面Ａには、おすすめ機能Ｍが例えば「視聴予約」である場合、「番組表
で番組を選んで決定すると、番組説明画面が表示されます」，「画面下部の視聴予約ボタ
ンを選んで決定すると、確認画面が表示されます」，「日時、番組名を確認し、確定ボタ
ンを選んで決定すると、毎週繰り返しの設定もできます」等の「視聴予約」に関する具体
的な操作手順を含む情報が表示される。
【００４２】
　尚、ここでは、セカンドディスプレイ２の表示部２１への機能説明画面Ｂの表示方法と
しては、表示部２１の全画面に渡って表示する場合（図６（Ａ））を例に挙げて説明した
が、表示方法はこれに限定されない。例えば、通常画面２１ａの表示枠とは別に機能説明
画面用の表示枠が設けられていてもよい（図６（Ｂ））し、通常画面２１ａの一部に機能
説明画面を表示してもよい（図６（Ｃ））。また、通常画面２１ａの一部に表示する場合
においても、機能説明画面の面積や位置等は特に限定されない。同様に、機能紹介画面Ａ
についても、表示方法は特に限定されない。
【００４３】
　以上のように本実施の形態では、ＴＶ装置１の有する様々な機能の中から使用者５に対
するおすすめ機能Ｍが決定され、おすすめ機能Ｍについての機能紹介情報ＤＭ１が、セカ
ンドディスプレイ２への送信情報として決定される。これにより、おすすめ機能Ｍについ
ての機能紹介情報ＤＭ１を、ＴＶ装置１自身の表示部１１ではなく、例えば、使用者の傍
らに配置された外部の表示装置であるセカンドディスプレイ２に表示させることができる
。
【００４４】
　ここで、図７に、実施例（本実施の形態：セカンドディスプレイに機能紹介画面を表示
する場合）および比較例１，２（ＴＶ装置自体に機能紹介画面を表示する場合）の各場合
のメリットおよびデメリット（「頻度」「ストレス」「情報量」の３項目）について示す
。尚、比較例１は、使用者５のリモコン等の操作により、ＴＶ装置の表示画面全体に機能
紹介画面を表示する手動表示、比較例２は表示画面の一部に機能紹介画面（ウィンドウ画
面）を自動的に表示するポップアップ表示によるものである。また、「頻度」は、使用者
５が未知の機能を知る（認知する）ことができる機会の多さを示し、「ストレス」はその
ような未知の機能の紹介タイミング等によって生じる精神的な負担を示している。
【００４５】
　このように、手動表示による比較例１では、使用者５の意志で機能紹介画面を立ち上げ
ることになるため、使用者５が意識して探さなければ、所望の機能を見つけることができ
ないため、未知の機能を知る機会は少ない。また、ポップアップ表示を用いた比較例２で
は、自動的に機能紹介のウィンドウ画面が表示されるので、未知の機能を知る機会は増え
るものの、使用者５の意志とは無関係に表示されるため、表示中の映像や使用者５による
他の操作の妨げになることがある。また、機能によっては、ウィンドウ画面の数が多くな
ったり、操作を進める毎に次々とウィンドウ画面が表示されたりすることもある。このた
め、ウィンドウ画面に示された情報が使用者５にとって不要なものであった場合、使用者
５にストレスを与え易い。
【００４６】
　これに対し、本実施の形態では、上述のようにＴＶ装置１から送信された機能紹介情報
ＤＭ１に基づき、セカンドディスプレイ２に機能紹介画面Ａを表示するので、上記比較例
１のような手動表示の場合に比べ、未知の機能を知らせる機会が増える。また、機能紹介
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画面Ａは、ＴＶ装置１とは別のセカンドディスプレイ２に表示されるので、上記比較例２
のようなポップアップ表示の場合と異なり、主にＴＶ装置１の表示部１１に注目している
使用者５に向けて、おすすめ機能Ｍをさりげなく提示することができる。よって、自己の
機能に関する情報を、使用者５に対してストレスを与えることなく提供することが可能と
なる。
【００４７】
　また、機能紹介情報ＤＭ１においておすすめ機能Ｍの概要を伝えた後、使用者５がおす
すめ機能Ｍに興味を持って試用した場合に、おすすめ機能Ｍの詳細な手順等の機能説明情
報ＤＭ２を表示する、といった段階的な表示を行うようにすれば、使用者５にとって、ス
トレス無く、かつわかり易く、機能に関する情報を提供することができる。また、セカン
ドディスプレイ２側に機能説明画面Ｂを表示させたまま、ＴＶ装置１側において実際の操
作を行うことができるため、使用者５はＴＶ装置１の機能を理解しながらスムーズに操作
を進めることができるようになる。
【００４８】
　尚、上記実施の形態では、ＴＶ装置１が機能紹介情報ＤＭ１を送信後、使用者５からお
すすめ機能Ｍの使用決定信号が検知された場合に、機能説明情報ＤＭ２を送信する場合に
ついて説明した。ところが、おすすめ機能Ｍについての機能紹介画面Ａの表示中において
、使用者５は必ずしもおすすめ機能Ｍを試用するとは限らず、他の機能を利用する場合も
考えられる。例えば、セカンドディスプレイ２において「番組表表示」に関する機能紹介
画面Ａを表示中に、「番組表表示」に関係のない他の機能、例えば「ブラウザ機能」につ
いての使用決定信号が検知されることもあり得る。このような場合には、送信情報決定部
１４は、その「ブラウザ機能」に関連する機能（例えば、ブラウザのお気に入り機能）を
おすすめ機能Ｍとして再決定し、再決定したおすすめ機能Ｍについての機能紹介情報ＤＭ
１を送信情報として決定すればよい。
【００４９】
　続いて、上記第１の実施の形態の変形例（変形例１～２）について説明する。尚、上記
第１の実施の形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００５０】
＜変形例１＞
　上記第１の実施の形態では、セカンドディスプレイ２が機能紹介情報ＤＭ１を受信する
と、表示部２１に機能紹介画面Ａを表示するようにしたが、セカンドディスプレイにおけ
る画面表示は、例えば次のようにしてもよい。即ち、図８に示したように、表示部２１が
通常画面２１ａを表示している場合において、上記と同様にして機能紹介情報ＤＭ１を取
得した後、電子マニュアルが起動された際にはじめて、機能紹介画面Ａを表示させてもよ
い。具体的には、セカンドディスプレイ２において、使用者５の操作により電子マニュア
ルが起動された後、そのマニュアル起動画面Ａ０の一部に、既に取得済みの機能紹介情報
ＤＭ１に基づく機能紹介画面Ａを表示させてもよい。尚、この機能紹介画面Ａは、マニュ
アル起動画面Ａ０の一部として表示してもよいが、電子マニュアル起動時に表示部２１の
全域に渡って表示するようにしてもよい。
【００５１】
　具体的には図９に示したように、セカンドディスプレイ２において、上記ステップＳ１
６と同様にして、ＴＶ装置１から配線３０を介して、おすすめ機能Ｍについての機能紹介
情報ＤＭ１が取得される（ステップＳ２１）。この後、本変形例では、電子マニュアルを
起動したか否かの判断がなされ（ステップＳ２２）、使用者５の操作により電子マニュア
ルが起動された場合（ステップＳ２２のＹ）には、上記ステップＳ１７と同様にして機能
紹介画面Ａが表示される（ステップＳ２３）。その後、上記ステップＳ１８，Ｓ１９と同
様にして機能説明情報ＤＭ２が取得されたか否かが判断され（ステップＳ２４）、取得さ
れた場合には、機能説明画面Ｂが表示される（ステップＳ２５）。一方、取得されなかっ
た場合には、機能紹介画面Ａを表示し続ける（ステップＳ２３へ戻る）。
【００５２】
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　このように、セカンドディスプレイ２では、ＴＶ装置１から機能紹介情報ＤＭ１を受信
後、それに基づく表示を即座に行う必要はなく、使用者５の意志によって（例えば電子マ
ニュアルの起動の有無に応じて）、上記のような機能紹介情報ＤＭ１の提供を受けるか否
かを選択できるようにしてもよい。
【００５３】
＜変形例２＞
　また、上記第１の実施の形態では、機能説明情報ＤＭ２を、使用者５のおすすめ機能Ｍ
の使用決定信号が検知された場合にのみ送信するようにしたが、次のように機能説明情報
ＤＭ２を自動的に送信情報として決定するようにしてもよい。具体的には、図１０に示し
たように、ＴＶ装置１では、上記ステップＳ１１，Ｓ１２と同様にして、おすすめ機能Ｍ
が決定され（ステップＳ２７）、その機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２が取得さ
れる（ステップＳ２８）。この後、機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２が順次、自
動的にセカンドディスプレイ２へ送信される（ステップＳ２９，Ｓ３０）。この際、セカ
ンドディスプレイ２では、例えば表示部２１に機能紹介画面Ａが表示された（図１１（Ａ
））後、自動的に機能紹介画面Ａから機能説明画面Ｂへ表示が切り替えられる（図１１（
Ｂ））。尚、このような表示の自動切り替えは、ＴＶ装置１側からそのような制御信号を
送信することにより行ってもよいし、セカンドディスプレイ２側で制御するようにしても
よい。
【００５４】
＜第２の実施の形態＞
　図１２は、第２の実施の形態に係る電子機器（ビデオカメラ４）と、ＴＶ装置１Ｂおよ
びセカンドディスプレイとの配置構成を模式的に表すものである。ビデオカメラ４は、所
定の配線４０（例えば、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）、ＵＳＢ（
Universal Serial Bus）等）を介してＴＶ装置１Ｂと接続されている。本実施の形態では
、ビデオカメラ４の操作に関する電子マニュアル情報（機能紹介情報，機能説明情報）が
、ＴＶ装置１を経由して、セカンドディスプレイ２へ送信される。即ち、ビデオカメラ４
における現在の使用状況および操作履歴等に応じておすすめ機能Ｍが決定され、おすすめ
機能Ｍについての機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２が、ＴＶ装置１Ｂを通信手段
として経由し、セカンドディスプレイ２への送信されるようになっている。
【００５５】
［ビデオカメラ４等の構成］
　図１３は、ビデオカメラ４およびＴＶ装置１Ｂの詳細なブロック構成を表したものであ
る。尚、セカンドディスプレイ２のブロック構成は第１の実施の形態と同様であるため、
その説明を省略する。
【００５６】
（ＴＶ装置１Ｂ）
　ＴＶ装置１Ｂは、表示部１１、表示制御部１１０、保持部１３Ｂ、送信部１５、送信制
御部１５０、操作検知部１６、送受信部１９および送受信制御部１９０を備えている。即
ち、図２に示したＴＶ装置１において、保持部１３の代わりに保持部１３Ｂを備えると共
に、送受信部１９および送受信制御部１９０を更に備え、表示内容決定部１２および送信
情報決定部１４を省いたものとなっている。
【００５７】
　保持部１３Ｂは、表示制御部１１０に供給する画像表示データ等を保持するためのメモ
リである。この保持部１３Ｂも保持部１３と同様に、種々の記憶手段を用いて構成するこ
とが可能である。尚、以下の説明では、この保持部１３Ｂを経由して、機能紹介情報ＤＭ
１，機能説明情報ＤＭ２および検知データＤＦが伝送されるようにしたが、これらの各デ
ータは、必ずしも保持部１３Ｂを経由しなくともよい。
【００５８】
　送受信部１９は、検知データＤＦをビデオカメラ４側へ送信すると共に、ビデオカメラ
４側から機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２を受信する機能を有している。送受信
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制御部１９０は、この送受信部１９における送受信動作を制御すると共に、上記した検知
データＤＦ、機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２をそれぞれ、送受信部１９と保持
部１３Ｂとの間で受け渡す機能を有するものである。
【００５９】
（ビデオカメラ４）
　ビデオカメラ４は、送受信部４１、送受信制御部４１０、保持部４２および送信情報決
定部４４を備えている。
【００６０】
　送受信部４１は、検知データＤＦをＴＶ装置１Ｂの送受信部１９から受信すると共に、
機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２をこの送受信部１９へ送信する機能を有してい
る。送受信制御部４１０は、この送受信部４１における送受信動作を制御するものである
。送受信制御部４１０はまた、検知データＤＦ、機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ
２をそれぞれ、送受信部４１と、保持部４２または送信情報決定部４４との間で受け渡す
機能も有している。
【００６１】
　保持部４２は、機能紹介情報ＤＭ１，機能説明情報ＤＭ２および対応テーブル１３０を
保持するためのメモリである。この保持部４２にも、保持部１３と同様の種々の記憶手段
を用いられる。
【００６２】
　送信情報決定部４４は、使用者５の現在の使用状況と操作履歴等に応じて（所定の対応
テーブル１３０を用いて）、セカンドディスプレイ２へ送信するための送信情報を決定す
るものである。この送信情報決定部４４の基本的な機能は、上記第１の実施の形態の送信
情報決定部１４と同様である。
【００６３】
［ビデオカメラ４等の作用・効果］
　次に、ビデオカメラ４およびＴＶ装置１Ｂの作用および効果について説明する。
【００６４】
　ＴＶ装置１Ｂでは、操作検知部１６により得られた検知データＤＦが、保持部１３Ｂお
よび送受信制御部１９０を介して送受信部１９へ供給され、送受信部１９からビデオカメ
ラ４側へ送信される。
【００６５】
　一方、ビデオカメラ４では、送受信制御部４１０において、検知データＤＦをそれぞれ
受信し、送受信部４１０および保持部４２を介して送信情報決定部４４へ供給する。送信
情報決定部４４は、使用者５の現在の使用状況や操作履歴等に応じて（所定の対応テーブ
ル１３０を用いて）、おすすめ機能Ｍを決定し、そのおすすめ機能Ｍについての機能紹介
情報ＤＭ１を、セカンドディスプレイ２へ送信するための送信情報を決定する。そして、
決定された機能紹介情報ＤＭ１は、保持部４２から送信情報決定部４４および送受信制御
部４１０を介して送受信部４１へ供給され、この送受信部４１からＴＶ装置１Ｂ側へ送信
される。
【００６６】
　機能紹介情報ＤＭ１を、ＴＶ装置１Ｂの送受信部１９において受信し、送受信制御部１
９０、保持部１３Ｂおよび送信制御部１５０を介して、送信部１５へ供給する。そして、
送信部１５において、送信情報としての機能紹介情報ＤＭ１がセカンドディスプレイ２へ
送信される。尚、機能紹介情報ＤＭ１の送信後の機能説明情報ＤＭ２の送信動作について
も同様である。
【００６７】
　上記のように本実施の形態では、ビデオカメラ４の使用中における、機能紹介情報ＤＭ
１，機能説明情報ＤＭ２の送信動作を、ビデオカメラ４（電子機器）自身ではなく、ＴＶ
装置１Ｂを用いて（介して）間接的に行う。これにより、例えば電子機器自身に通信手段
が設けられていない場合であっても、ＴＶ装置１Ｂを通信手段として用いることにより、



(13) JP 5534184 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

上記第１の実施の形態と同等の効果を得ることが可能となる。
【００６８】
　以上、実施の形態および変形例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれらの実施の
形態等に限定されず、種々の変形が可能である。例えば、上記実施の形態等で説明した各
情報（操作画面データや機能紹介情報、機能説明情報等）の内容や種類はそれぞれ、上記
実施の形態で説明したものには限られず、他の内容や種類のものを用いるようにしてもよ
い。
【００６９】
　また、上記実施の形態等では、おすすめ機能Ｍが使用者５の使用状況や操作履歴に応じ
て決定される場合を例に挙げて説明したが、これに限らず、例えば電子機器がカメラ等の
撮像機能を備えている場合には、使用者５の顔を撮像したデータを用いて、おすすめ機能
Ｍを決定するようにしてもよい。この場合、例えば、対応テーブル１３０において、使用
者の性別や年齢、表情等に関するいくつかの区分毎に適切な機能を対応付けて予め保持し
ておく。そして、実際に得られた撮像データから使用者の性別や年齢、表情等を抽出して
、抽出した情報と対応テーブル１３０とを用いて適切な機能を選択し、それをおすすめ機
能として決定するようにしてもよい。
【００７０】
　更に、上記実施の形態等では、おすすめ機能Ｍとして、複数の機能の中から１つの機能
を決定する場合を例に挙げて説明したが、おすすめ機能Ｍは１つに限らず、２以上であっ
てもよい。また、この場合、送信情報として決定された２以上の機能紹介情報ＤＭ１は、
順次あるいはランダムにセカンドディスプレイ２へ送信されてもよいし、セカンドディス
プレイ２へ一括送信された後、セカンドディスプレイ２側の制御により順次あるいはラン
ダムに表示させるようにしてもよい。
【００７１】
　尚、本発明は、例えば図１４（Ａ）に示したような、メインの表示部１１Ａと複数のサ
ブ表示部１１Ｃを有する、いわゆるマルチ画面ディスプレイ６にも適用可能である。この
ようなマルチ画面ディスプレイ６において、例えば１つのサブ表示部１１Ｃに、上述した
ような機能紹介画面Ａを常時表示させるようにしてもよい。また、このようなディスプレ
イに限らず、例えば図１４（Ｂ）に示したようなプロジェクタ７にも適用可能である。こ
の場合、例えば、投影表示領域７Ａにおいて、メイン表示１１Ｄと複数のサブ表示１１Ｅ
とを分離して表示可能となっており、例えば１つのサブ表示１１Ｅとして、おすすめ機能
Ｍについての機能紹介画面Ａを常時表示させるようにしてもよい。
【００７２】
　１，１Ｂ…ＴＶ装置、１０…リモコン、１０Ａ…送信部、１１…表示部、１１Ａ…表示
画面、１１０…表示制御部、１２…表示内容決定部、１３，１３Ｂ…保持部、１３０…対
応テーブル、１４，４４…送信情報決定部、１５…送信部、１５０…送信制御部、１６…
操作検知部、１９…送受信部、１９０…送受信制御部、２…セカンドディスプレイ、２１
…表示部、２１０…表示制御部、２２…受信部、２２０…受信制御部、２３…記憶部、２
４…入力部、２５…通信部、２５０…通信制御部、４…ビデオカメラ、４０…配線、４１
…送受信部、４１０…送受信制御部、４２…保持部、５…使用者、ＤＭ１…機能紹介情報
、ＤＭ２…機能説明情報、ＤＳ…操作画面データ、ＤＦ…検知データ。
【００７３】
　また、上記実施の形態等では、ＴＶ装置とセカンドディスプレイとが配線によって接続
され、この配線を介して情報送信がなされる場合を例に挙げて説明したが、ＴＶ装置から
の情報出力は、このような有線による送信手段に限定されず、無線によるものであっても
よい。また、例えば、ＴＶ装置からＵＳＢメモリ等の記憶装置に対して機能紹介情報等を
出力し、そのＵＳＢメモリに記憶された情報を用いてセカンドディスプレイでの表示が行
われるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００７４】
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　１，１Ｂ…ＴＶ装置、１０…リモコン、１０Ａ…送信部、１１…表示部、１１Ａ…表示
画面、１１０…表示制御部、１２…表示内容決定部、１３，１３Ｂ…保持部、１３０…対
応テーブル、１４，４４…送信情報決定部、１５…送信部、１５０…送信制御部、１６…
操作検知部、１９…送受信部、１９０…送受信制御部、２…セカンドディスプレイ、２１
…表示部、２１０…表示制御部、２２…受信部、２２０…受信制御部、２３…記憶部、２
４…入力部、２５…通信部、２５０…通信制御部、４…ビデオカメラ、４０…配線、４１
…送受信部、４１０…送受信制御部、４２…保持部、４３…デモ内容決定部、５…使用者
、ＤＭ１…機能紹介情報、ＤＭ２…機能説明情報、ＤＳ…操作画面データ、ＤＦ…検知デ
ータ。

【図１】 【図２】
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