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(57)【要約】
【課題】専用のリモートコントローラの紛失・故障の場
合においても、遠隔操作の代替手段を容易にユーザに提
供することが可能な映像表示装置を提供する。
【解決手段】本発明の映像表示装置は映像表示装置を操
作するためのリモートコントロール信号を生成するアプ
リケーションプログラムを取得するための映像の表示を
行うディスプレイ１１１を備える。また、アプリケーシ
ョンプログラムにより制御されている機器からのリモー
トコントロール信号を受信するＩＲコントローラ１０９
と、受信したリモートコントロール信号に従って映像表
示装置の制御を行うＣＰＵ１０１とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を表示することが可能な映像表示装置であって、
　当該映像表示装置を操作するためのリモートコントロール信号を生成するアプリケーシ
ョンプログラムを取得するための映像の表示を行う映像表示手段と、
　前記アプリケーションプログラムにより制御されている機器からの前記リモートコント
ロール信号を受信する受信手段と、
　前記受信したリモートコントロール信号に従って映像表示装置の制御を行う制御手段と
、
　を備えることを特徴とする映像表示装置。
【請求項２】
　映像表示装置本体に設けられ、ユーザによる操作入力が可能な操作手段を有し、
　前記制御手段は、当該操作手段に対するユーザによる操作入力が所定の入力条件を満た
した場合に、前記アプリケーションプログラムを取得するための映像の表示を行うための
制御を実行することを特徴とする請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項３】
　前記アプリケーションプログラムを取得するための映像は、当該アプリケーションプロ
グラムの取得先を示す情報を含むことを特徴とする請求項１または２に記載の映像表示装
置。
【請求項４】
　映像を表示することが可能な映像表示装置の制御方法であって、
　映像表示装置を操作するためのリモートコントロール信号を生成するアプリケーション
プログラムを取得するための映像の表示を行う映像表示ステップと、
　前記アプリケーションプログラムにより制御されている機器からの前記リモートコント
ロール信号を受信する受信ステップと、
　前記受信したリモートコントロール信号に従って映像表示装置の制御を行う制御ステッ
プと、
　を有することを特徴とする映像表示装置の制御方法。
【請求項５】
　映像表示装置本体に設けられ、ユーザによる操作入力が可能な操作入力部に対する入力
を受け付ける操作ステップを有し、
　前記制御ステップでは、当該操作入力部に対するユーザによる操作入力が所定の入力条
件を満たした場合に、前記アプリケーションプログラムを取得するための映像の表示を行
うための制御を実行することを特徴とする請求項４に記載の映像表示装置の制御方法。
【請求項６】
　前記アプリケーションプログラムを取得するための映像は、当該アプリケーションプロ
グラムの取得先を示す情報を含むことを特徴とする請求項４または５に記載の映像表示装
置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画・静止画を表示するための映像表示装置であって、特に赤外線等により
リモートコントロール可能な映像表示装置及び映像表示装置の制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、テレビに代表される映像表示装置は、その表示装置本体とは別の小型のリモート
コントローラにより遠隔操作を行うことが可能となっている。このリモートコントローラ
は、リモートコントロール信号（一般的には所定のパターンの赤外線信号）を映像表示装
置に対して発信することによりこの遠隔操作を行う。
【０００３】
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　また、このリモートコントロール信号は、他の電気機器用のリモートコントローラによ
るリモートコントロール信号との混信・誤操作を避けるため、各電気機器の製造メーカ・
機種・操作内容ごとに異なるようにデザインされている。
【０００４】
　従って、ある電気機器（映像表示装置を含む）に対して所定の動作を指示するためには
、その電気機器用にデザインされた専用のリモートコントローラを操作する必要がある。
【０００５】
　また、リモコンを使わずに操作する手段として、映像表示装置本体に複数のボタンを備
え、そのボタンの押下により映像表示装置の操作（例えばチャネルの変更、ボリュームの
変更）を行うことができる。
【０００６】
　しかしながら、一般的に映像表示装置本体に備えられたボタンの個数は、デザインの制
限等によりリモートコントローラのボタンの個数より遥かに少ない。従って、リモートコ
ントローラで行える操作が映像表示装置本体のボタンでは実現できない場合や、リモート
コントローラのボタンでは１回の押下で達成できる操作が映像表示装置本体のボタンでは
複数回の押下が必要になる。
【０００７】
　また、そもそも映像表示装置は、その映像表示装置から離れて映像を鑑賞する用途が主
であり、ユーザはリモートコントローラによる遠隔操作を好むことが考えられる。
【０００８】
　以上のことは、映像表示装置用のリモートコントローラを紛失したり、そのリモートコ
ントローラが故障した場合には、映像表示装置の操作が困難、あるいはユーザに不便を強
いることになることを示している。
【０００９】
　このようなリモートコントローラの紛失・故障の対策や、複数のリモートコントローラ
を集約する目的で、「学習リモコン」と呼ばれる装置が製品化されている。この装置は他
のリモートコントローラのリモートコントロール信号を記憶させて、その信号を送信でき
る。従って、映像表示装置の専用リモコンの代替として、この学習リモコンを使用するこ
とができる。
【００１０】
　また、例えば、特許文献１では、リモートコントローラとして利用できる以下の携帯電
話機を開示している。
【００１１】
　即ち、リモートコントロール信号発生手段を備えた携帯電話機であって、インターネッ
トに接続してリモートコントロール信号の元となるデータをダウンロードし、そのデータ
から操作対象となる電気機器を選択する。
【００１２】
　同様に、例えば、特許文献２では、リモートコントロール信号を生成するためのデータ
を取得可能な以下の装置を開示している。
【００１３】
　即ち、インターネットに接続可能でリモートコントロール信号発生手段を備えた装置で
あって、機器名・製造者名・型名のいずれか１つを入力することによりリモートコントロ
ール信号を生成するためのデータを取得する。
【特許文献１】特許第３７３９６２３号
【特許文献２】特開２００２－３７４５８４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、「学習リモコン」では、以下の問題がある。
【００１５】
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　即ち、予め代替させたいリモートコントローラのリモートコントロール信号を記憶させ
なければならず、専用リモートコントローラが紛失・故障してしまった後に学習リモコン
を購入しても、学習させることができない。
【００１６】
　また、特許文献１及び２で開示された技術は、専用のリモートコントローラを代替する
ためのリモートコントロール信号を、電気機器の情報を入力することにより取得すること
に基づいている。
【００１７】
　しかしながら、すべてのユーザが自分の使用している電気機器の情報を把握しているわ
けでないというこという問題がある。特に、リモコンを紛失あるいは故障しているという
状況で、ユーザに電気機器の情報の確認（マニュアルや電気機器の背部などに記載されて
いる）を強いることは、ユーザにストレスを与える可能性がある。
【００１８】
　本発明の目的は、専用のリモートコントローラの紛失・故障の場合においても、遠隔操
作の代替手段を容易にユーザに提供することが可能な映像表示装置及び映像表示装置の制
御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために、請求項１記載の映像表示装置は、映像を表示することが可
能な映像表示装置であって、当該映像表示装置を操作するためのリモートコントロール信
号を生成するアプリケーションプログラムを取得するための映像の表示を行う映像表示手
段と、前記アプリケーションプログラムにより制御されている機器からの前記リモートコ
ントロール信号を受信する受信手段と、前記受信したリモートコントロール信号に従って
映像表示装置の制御を行う制御手段とを備えることを特徴とする。
【００２０】
　請求項４記載の映像表示装置の制御方法は、映像を表示することが可能な映像表示装置
の制御方法であって、映像表示装置を操作するためのリモートコントロール信号を生成す
るアプリケーションプログラムを取得するための映像の表示を行う映像表示ステップと、
前記アプリケーションプログラムにより制御されている機器からの前記リモートコントロ
ール信号を受信する受信ステップと、前記受信したリモートコントロール信号に従って映
像表示装置の制御を行う制御ステップとを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
　以上本発明によれば、映像表示装置がリモートコントローラの紛失あるいは故障を推察
し、ユーザの指示によって映像表示装置に携帯電話等の携帯電子機器用のアプリケーショ
ンプログラムを取得するための情報を表示することができる。更に、携帯電子機器にアプ
リケーションプログラムをダウンロードすることにより、その携帯電子機器を映像表示装
置に即したリモートコントローラとして使用することができる。
【００２２】
　従って、専用のリモートコントローラの紛失・故障の場合においても、遠隔操作の代替
手段を容易にユーザに提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２４】
　図１は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の構成を示すブロック図である。
【００２５】
　図１において、メインコントローラボード１００は、後述する符号１０１～１１０のユ
ニットにより構成され、映像表示装置の動作全体を司る。
【００２６】
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　外部からの映像信号（アナログテレビ信号、デジタルテレビ信号、コンポジット信号、
コンポーネント信号、ＨＤＭＩ信号など）は、映像表示装置に設けられた図示しないコネ
クタを介して本ボード１００に入力され処理される。処理された信号は後述するディスプ
レイパネルユニット１１１に転送され、ユーザが視聴可能な形で提示される。
【００２７】
　ＣＰＵ１０１は、メインコントローラボード１００全体の制御を行うためのプロセッサ
であり、後述するＲＯＭ１０２あるいはＲＡＭ１０３に格納されるプログラムに従って動
作する。
【００２８】
　ＲＯＭ１０２は、ＣＰＵ１０１のプログラムと固定データが格納されている不揮発性メ
モリである。映像表示装置の電源が投入されると、ＣＰＵ１０１は、ＲＯＭ１０２からプ
ログラムを読み出し、映像表示装置の制御を開始する。
【００２９】
　ＲＡＭ１０３は、種々のデータを一時的に格納されるための揮発性メモリである。映像
信号の中間処理データ・処理済データを格納するためのビデオメモリ、ＣＰＵ１０１で実
行されるプログラムがデータを格納するワーキングスペースとして利用される。
【００３０】
　チューナ１０４は、受信したアナログ信号から特定の周波数帯域を選択し、ＣＰＵ１０
１で処理可能なデジタル信号に変換するユニットである。例えば、入力が地上波アナログ
信号である場合にはＮＴＳＣ信号を生成し、更にその信号をデジタル信号（ＩＴＵ－Ｒ　
ＢＴ。６５６）に変換してＣＰＵ１０１に入力する。一方、入力が地上波デジタル信号で
ある場合にはＭＰＥＧ－２ＴＳデータに復調し、ＣＰＵ１０１に入力する。
【００３１】
　Ｉ／Ｏユニット１０５は、ＵＳＢコントローラ・ＩＥＥＥ１３９４コントローラ・ネッ
トワークコントローラを含み、図示しない外部のデジタル映像出力装置を接続するために
利用される。デジタル映像出力装置としては、デジタルスチルカメラ・デジタルビデオカ
メラ・ネットワークビデオサーバ等がある。
【００３２】
　ＣＰＵ１０１は、本ユニット１０５を介して外部のデジタル映像出力装置から映像デー
タを取得することができる。また、Ｉ／Ｏユニット１０５は、メモリカードコントローラ
（ＳＤカードコントローラ、コンパクトフラッシュ(登録商標)コントローラ、メモリステ
ィックコントローラ等）を含み、メモリカード内の映像データをＣＰＵ１０１が読み取る
ことができる。
【００３３】
　ビデオプロセッサ１０６は、デジタルビデオ信号を処理するための特定用途向けプロセ
ッサである。このビデオプロセッサ１０６は、ＳＩＭＤ演算処理命令などの映像処理に適
した命令セットを持ち、解像度変換・ビデオデータのオーバレイ・色変換等の処理をリア
ルタイムに行うことができる。尚、ビデオプロセッサ１０６は、ＣＰＵ１０１内に統合さ
れていてもよい。
【００３４】
　ディスプレイコントローラ１０７は、ビデオプロセッサ１０６で処理されたデジタルビ
デオ信号を所定のクロックとフォーマットでディスプレイパネルユニット１１１に転送す
るためのＩＣである。
【００３５】
　ＵＩ（ユーザインタフェース）ユニット１０８は、図２及び図３で後述する複数のボタ
ンから構成される。これらのボタンは映像表示装置本体に設置され、ＣＰＵ１０１はその
ボタンの状態を検出することができる。
【００３６】
　ＩＲコントローラ１０９は、図４で後述するリモートコントローラからの赤外線信号を
受信する素子と、その赤外線信号をデコードしてリモートコントロールコマンドを取得す
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るコントロールＩＣから構成される。ＣＰＵ１０１は、ＩＲコントローラ１０９が受信し
たリモートコントロールコマンドを取得することができる。
【００３７】
　上記各ユニットは、システムバス１１０で接続されている。
【００３８】
　ディスプレイパネルユニット１１１は、ディスプレイコントローラ１０７が出力した信
号を受信するためのディスプレイドライバＩＣと、その信号を可視化するディスプレイパ
ネルから構成される。例えば、液晶ドライバＩＣと液晶ディスプレイパネルの組み合わせ
である。
【００３９】
　図２は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置の外観図である。
【００４０】
　図２において、フレーム２００は、映像表示装置の筐体を構成するパーツである。後述
する符号２０１から２０４のユニットはフレーム２００に組み込まれ、また、図１のメイ
ンコントローラボード１００はフレーム２００の内部に格納される。
【００４１】
　ディスプレイパネル２０１は、ディスプレイパネルユニット１１１を構成する。最終的
なビデオ信号はこのパネルに表示され、ユーザはその映像を鑑賞することができる。
【００４２】
　スピーカユニット２０２は、音声信号を空気振動に変換し、ユーザに聴音可能な形態と
して出力するための装置である。
【００４３】
　ボタン群２０３は、ＵＩユニット１０８を構成する。このボタン群２０３については、
図３を参照して詳細に後述する。
【００４４】
　赤外線信号受光部２０４は、赤外線を受光する機能を有している。この赤外線信号受光
部２０４の奥にＩＲコントローラ１０９が設置されており、赤外線信号受光部２０４を通
過した赤外線を受信することができる。ユーザはこの領域に対して赤外線信号を発信する
ことにより、本映像表示装置を遠隔操作することができる。
【００４５】
　図３は、図２におけるボタン群を拡大して示す図である。
【００４６】
　この図からわかるように、本映像表示装置本体に設けられた操作入力部は、７個のボタ
ン（キー）から構成される。
【００４７】
　ボタン３０１は主電源ボタンである。ユーザは、主電源ボタン３０１により映像表示装
置の電源状態を変更することができる。例えば、映像表示装置の動作時に主電源ボタン３
０１を押下すると、映像表示を含む本装置の処理をできる限り停止させ、映像表示装置の
消費電力を下げることができる。
【００４８】
　尚、図４で後述するリモコンの電源ボタンで電源をオフにした場合は、映像表示装置は
スタンバイ状態に移行し、この状態では映像表示は行わないものの、映像表示装置の一部
の処理は継続される。
【００４９】
　例えば、ＥＰＧと呼ばれる電子番組表の情報は、スタンバイ状態であっても更新される
。尚、主電源ボタン３０１には、赤色と緑色に発光するＬＥＤが内蔵されており、電源が
入っている場合は緑色、スタンバイ状態の場合には赤色に発光する。
【００５０】
　ボタン３０２はメニューボタンである。ユーザは、このメニューボタン３０２を押下す
ることによりディスプレイパネル２０１上にメニューを表示することができる。ユーザは
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、このメニューを操作することによって、本映像表示装置の一部の処理を行うことができ
る。
【００５１】
　ボタン３０３と３０４は、チャネル選択ボタンである。ユーザはこれらのチャネル選択
ボタン３０３、３０４により、表示される映像のチャネルを変更することができる。
【００５２】
　ボタン３０５と３０６は、ボリューム変更ボタンである。ユーザはこれらのボリューム
変更ボタン３０５、３０６により、スピーカユニット２０２から出力される音声の大きさ
を変更することができる。
【００５３】
　ボタン３０７は、サポートボタンである。ユーザはこのサポートボタン３０７を押下す
ることにより、ディスプレイパネル２０１上に本映像装置の操作方法を表示させることが
できる。
また、サポートボタン３０７には、黄色に発光するＬＥＤが内蔵されており、ＣＰＵ１０
１は、所定の条件（動作説明にて後述）でこのＬＥＤを発光するための制御を実行する。
【００５４】
　図４は、図２の映像表示装置を遠隔操作するためのリモートコントローラの外観図であ
る。
【００５５】
　図４において、赤外線信号発光部４０１は、赤外線信号にエンコードされたリモートコ
ントロールコマンドを発光するためのエリアである。赤外線信号発光部４０１から発光さ
れた赤外線信号が、赤外線信号受光部２０４で受信されることにより、リモートコントロ
ーラで押下された各種ボタンがリモートコマンド信号としてメインコントローラボード１
００に通知される。
【００５６】
　図４に示すように、リモートコントローラは多数のボタンを備えており、ユーザは多く
の処理（特定のチャネル選択など）をワンタッチで行うことができる。また、上下左右を
表す十字キー等を揃えており、ユーザに対してより利便性の高い操作感を提供することが
できる。従って、大多数のユーザは本体のボタン群２０３ではなく、図４のリモートコン
トローラにより本映像表示装置を操作する。
【００５７】
　本映像表示装置の動作をフローチャートに基づいて説明する。
【００５８】
　図５は、図１の映像表示装置により実行される、ユーザ操作（リモートコントロールコ
マンドの受信あるいは本体キーの押下）の対応処理の手順を示すフローチャートである。
【００５９】
　このフローチャートを処理するに当たり、ＣＰＵ１０１は、１つの変数と１つの定数を
保持する。変数は、本体キー（ボタン群２０３）の操作回数を記録するカウンタ（以降、
本体キーカウンタと称する）であり、定数は本体キーカウンタに対する閾値として扱われ
る。尚、本体キーカウンタは本映像表示装置の電源投入時にゼロに設定される。
【００６０】
　図５において、まず、ステップＳ５０１では、ＣＰＵ１０１はＩＲコントローラ１０９
が受信したリモートコントロールコマンドを調査する。リモートコントロールコマンドを
受信していた場合にはステップＳ５０２に進み、受信していない場合にはステップＳ５０
３に進む。
【００６１】
　ステップＳ５０２では、ＣＰＵ１０１が本体キーカウンタをゼロにクリアし、ステップ
Ｓ５０７に進む。
【００６２】
　一方、ステップＳ５０３では、ＣＰＵ１０１が本体キーの押下状態を調査する。本体キ
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ーが押されていない場合にはステップＳ５０１に戻り、再びリモートコントロールコマン
ドの受信状態の調査を行う。本体キーの押下を検出した場合には、ステップＳ５０４に進
む。
【００６３】
　ステップＳ５０４では、ＣＰＵ１０１が本体キーカウンタを１増加させる。なお、図５
のステップＳ５０４における「＋＋」はキーカウンタの値をインクリメントすることを意
味する記号である。
【００６４】
　ステップＳ５０５では、ＣＰＵ１０１が本体キーカウンタの現在値と前述の閾値を比較
する。本体キーカウンタが閾値より大きい場合にはステップＳ５０６に、閾値以下である
場合にはステップＳ５０７に進む。つまり、ステップＳ５０５は、本体キーに対するユー
ザの操作を所定の入力条件と比較する処理である。
【００６５】
　ステップＳ５０６においては、ＣＰＵ１０１は、ＵＩユニット１０８を操作し、サポー
トボタン３０７に埋め込まれたＬＥＤを点灯する。
【００６６】
　従って、例えば、閾値を１０とすると、本体キーのみで１１回連続操作を行うとサポー
トボタン３０７が光ることになる。
【００６７】
　ステップＳ５０７では、ＣＰＵ１０１が受信したリモートコントロールコマンドあるい
は検出した本体キーに従った処理を行う。例えば、本体のボリューム変更の押下では、ス
ピーカユニット２０２から出力される音声のレベルを変更する。また、リモートコントロ
ールコマンドとして「電源コマンド（リモコンの電源ボタンの押下）」を検出した場合に
は、スタンバイ状態への移行（あるいはスタンバイ状態からの復帰）を行う。つまり、ユ
ーザが本体キーを閾値を超える回数連続して操作するケースにおいて、ＣＰＵ１０１はサ
ポートボタン３０７を点灯させる。但し、閾値を超えるまでは、常にユーザの本体キーに
対応する処理を実行する。例えば、チャネルの変更や音声レベルの変更である。
【００６８】
　図６は、図５のステップＳ５０７で実行される処理のうち、本発明で特徴的なサポート
ボタン押下処理の手順を示すフローチャートである。
【００６９】
　図６において、まず、ステップＳ６０１では、ＣＰＵ１０１が現在の映像表示装置の状
態をＲＡＭ１０３に記録する。これは、以降の処理でディスプレイパネル２０１の表示内
容を変更するためである。
【００７０】
　例えば、ディスプレイパネル２０１に操作メニューを表示している場合は、表示内容変
更後に再び同じメニューを表示できるように情報を保存する。
【００７１】
　ステップＳ６０２では、ＣＰＵ１０１がサポートボタン３０７のＬＥＤの表示状態を確
認する。ＬＥＤが点灯している場合としていない場合（即ち、図５のフローチャートでス
テップＳ５０６を通過したか否か）で以降の処理内容が異なる。
【００７２】
　ステップＳ６０３は、ＬＥＤが点灯していない場合の処理である。この場合は、ＣＰＵ
１０１はディスプレイパネル２０１の表示内容を変更し、現在の映像表示装置の状態に応
じたヘルプメッセージを表示する。
【００７３】
　例えば、ユーザがメニューボタン３０２を押してディスプレイパネル２０１にメニュー
が表示された状態であったとすると、サポートボタン３０７の押下に応じて表示されたメ
ニューの説明文書が表示される。ヘルプメッセージの表示処理が終わるとステップＳ６０
６へ進む。
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【００７４】
　一方、ステップＳ６０４及びＳ６０５は、ＬＥＤが点灯している場合の処理である。
【００７５】
　ステップＳ６０４では、ＣＰＵ１０１がディスプレイパネル２０１の表示内容を図７に
示す内容に変更する。
【００７６】
　ここで図６のフローチャートを離れ、図７について説明する。
【００７７】
　図７は、図２におけるディスプレイパネルがリモートコントロールアプリケーションプ
ログラムを取得するための情報を表示している状態を示す図である。
【００７８】
　図７において、文字列７０１は、携帯電話でアクセス可能なＷｅｂサイトを表すＵＲＬ
である。このＵＲＬは後述するリモコンアプリケーションを取得するための取得先を示す
情報である。
【００７９】
　この文字列は、映像表示装置の機種によって異なっている。言い換えれば、映像表示装
置の各機種に対して１つのＵＲＬが割り当てられている。このＵＲＬでの表示内容につい
ては、図８及び図９を参照して後述する。
【００８０】
　表示マーク７０２は、文字列７０１をエンコードしたＩＳＯ／ＩＥＣ　１８００４で標
準化された２次元コードである。ユーザは、２次元コード７０２を携帯電話に付属するカ
メラで撮影し認識させることによって、文字列７０１を容易に取得することができる。文
字列７０３は、この画面の表示を終了させるための説明である。
【００８１】
　図６のフローチャートに戻り、ステップＳ６０５ではサポートボタン３０７のＬＥＤを
消灯する。
【００８２】
　ステップＳ６０６では、ＣＰＵ１０１はサポートボタン３０７が再び押下されるのを待
ち、押下された場合には映像表示装置の状態をステップＳ６０１で保存した状態に戻して
、本フローチャートを終了する。
【００８３】
　次に、図８から図１１を参照して、本映像表示装置を使用した場合の様子と効果を説明
する。
【００８４】
　図８は、本発明の実施の形態に係る映像表示装置制御システムの概念図である。
【００８５】
　図８において、映像表示装置８０１は、これまで説明してきたようにリモートコントロ
ーラからの赤外線信号を受信する機能や、ＵＲＬを表す２次元コードを画面に表示する機
能を備えている。
【００８６】
　携帯電話８０２は、現在市販されている一般的な携帯電話であり、カメラ機能、赤外線
信号発光部８０３、インターネットに接続する機能を備える。また、アプリケーションプ
ログラム実行機能、アプリケーションプログラムによる制御により表示内容を変更可能な
ディスプレイを備える。
【００８７】
　Ｗｅｂサーバ８０４は、携帯電話８０２で表示可能なＷｅｂページと、携帯電話８０２
で実行可能なアプリケーションプログラム等を保持する。
【００８８】
　ネットワーク８０５は、携帯電話事業者の保持する携帯電話網とインターネット網から
構成される。携帯電話８０２は、ネットワーク８０５を介してＷｅｂサーバ８０４と通信
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することができる。
【００８９】
　図９は、図７における文字列７０１で表されたＷｅｂサイトにアクセスした場合の、携
帯電話の画面を示す図である。
【００９０】
　この画面には、携帯電話８０２で動作するアプリケーションプログラム（以降、リモコ
ンアプリケーションと称する）をダウンロードするためのリンクが設定されている（ダウ
ンロードボタン９０１）。ユーザは、このリンクからリモコンアプリケーションを自らの
携帯電話８０２にダウンロードして格納することができる。
【００９１】
　図１０は、図９の画面からリモコンアプリケーションをダウンロードして、携帯電話で
実行した際の携帯電話の画面を示す図である。
【００９２】
　この図のように、携帯電話の画面には図４で説明したリモートコントローラと同等の見
た目を有するリモコン図１００１が描画されて表示される。リモコン図１００１は、図４
のリモートコントローラのボタン配置と同じ位置に選択可能なグラフィカルボタンを備え
ている（表示１００２はチャネル１ボタンが選択中である状態を表す）。
【００９３】
　図１１は、図９の画面からダウンロードしたリモコンアプリケーションが起動している
場合（図１０の状態）の携帯電話本体のボタン処理の手順を示すフローチャートである。
なお、以下の各ステップは携帯電話に組み込まれ、リモコンアプリケーションを動作させ
る制御部（不図示）によって実行される。
【００９４】
　図１１において、まず、ステップＳ１１０１では、制御部が携帯電話本体のボタンが押
下されているか否かを判定し、ボタンが押下されている場合はステップＳ１１０２以降の
処理に進む。
【００９５】
　ステップＳ１１０２では、制御部は、携帯電話本体のキーのうち、方向キー（上下左右
キー）が押されたか否かを判定する。方向キーが押された場合は、制御部は携帯電話の画
面に表示されているリモコン図１００１において、押されたボタンが視認できるように、
表示を変更する（ステップＳ１１０３）。
【００９６】
　例えば、図１０のようにチャネル１ボタンが選択中である場合に、右キーが押されたこ
とを検出すると、リモコン図１００１の表示ではチャネル２ボタンが選択中に変更される
。
【００９７】
　ステップＳ１１０４では、制御部は携帯電話本体のキーのうち、選択キー（あるいは決
定キー）が押されたか否かを判定する。選択キーが押された場合は、制御部はステップＳ
１１０３で選択中としたグラフィカルボタンに従ったリモートコントロール信号を、赤外
線信号として赤外線信号発光部８０３から発信（発光）する（ステップＳ１１０５）。
【００９８】
　この信号が映像表示装置に向かって送信され、赤外線信号受光部２０４で受信（受光）
されると、映像表示装置は実際のリモートコントローラの当該ボタンが押下されたのと同
じ動作をする。
【００９９】
　従って、リモコンアプリケーションが実行されている携帯電話８０２を、あたかも映像
表示装置に付属していたリモートコントローラのように使用することができる。
【０１００】
　ステップＳ１１０６では、制御部は携帯電話本体のボタンのうち、ヘルプボタンに相当
するキーが押されたか否かを判定する。ヘルプボタンに相当するキーが押された場合は、
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リモコンアプリケーションの使用方法を説明するための画面（図示しない）を携帯電話８
０２の画面に表示する（ステップＳ１１０７）。
【０１０１】
　ステップＳ１１０８では、制御部は携帯電話本体のボタンのうち、終了ボタンに相当す
るキーが押されたか否かを判定する。終了ボタンに相当するキーが押された場合、本プロ
グラムを終了する。
【０１０２】
　以上のように、本実施の形態に従えば、映像表示装置がリモートコントローラの紛失あ
るいは故障を推察し、ユーザの指示によって映像表示装置に携帯電話用のアプリケーショ
ンプログラムを取得するための情報を表示することができる。
【０１０３】
　更に、携帯電話８０２に上記アプリケーションプログラムをダウンロードすることによ
り、その携帯電話８０２を映像表示装置に即したリモートコントローラとして使用するこ
とができる。
【０１０４】
　従って、リモートコントローラを紛失あるいは故障した場合においても、ユーザは携帯
電話８０２をリモートコントローラの代わりとして利用することで、映像表示装置を的確
に操作することができる。
【０１０５】
　他の実施の形態として、映像表示装置がリモートコントローラの紛失・故障を推察せず
、ユーザが図７の画面を表示する例を示す。この実施の形態では上記実施の形態と異なる
点について説明する。
【０１０６】
　図１２は、図３のメニューボタンを押した場合に図２におけるディスプレイパネルに表
示される内容を示す図である。
【０１０７】
　メニュー１２０１は、ユーザが選択可能な項目を表示したメニューであり、ユーザは映
像表示装置本体のチャネル選択ボタン３０３、３０４、あるいは図４のリモートコントロ
ーラの上下キーにより項目を選択することができる。図１２では、「サポート」が選択さ
れていることを外枠１２０２によって表している。
【０１０８】
　ユーザがメニュー項目を選択した状態で、映像表示装置のメニューボタン３０２、ある
いは図４のリモートコントローラの決定キーを押下すると、そのメニュー項目の下位階層
を表示するか、そのメニューに結び付けられた機能を実行する。
【０１０９】
　図１２では、右向きの三角印で下位階層が存在することを表している。従って、ユーザ
が「サポート」を選択してメニューボタン３０２を押下すると、図１３のように下位階層
のメニュー１３０１が表示される。
【０１１０】
　図１３は、図１２の「サポート」を選択した場合に図２におけるディスプレイパネルに
表示される内容を示す図である。
【０１１１】
　図１４は、図１の映像表示装置によって実行される図１２及び図１３のメニュー表示処
理の手順を示すフローチャートである。
【０１１２】
　図１４において、ステップＳ１４０１では、ＣＰＵ１０１は映像表示装置本体のメニュ
ーボタン３０２の押下、あるいは図４のリモートコントローラのキーを押下した際のリモ
ートコントロール信号を受信するのを待つ。
【０１１３】
　ステップＳ１４０２では、ＣＰＵ１０１は図１２のメニュー表示を行い、ユーザの操作
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（チャネル選択ボタン３０３、３０４あるいはリモートコントローラの上下キー）に合わ
せて選択中のメニュー項目を更新し、ステップＳ１４０３でメニュー項目が選択されるの
を待つ。
【０１１４】
　ステップＳ１４０４では、ＣＰＵ１０１は選択されたメニュー項目が終了メニュー項目
か否かを選択する。終了メニュー項目が選択された場合は、メニュー表示を終了し、ディ
スプレイパネル２０１の表示内容をメニュー表示以前の状態に戻す。終了メニュー項目以
外が選択された場合は、ステップＳ１４０５以降に進む。
【０１１５】
　ステップＳ１４０５では、ＣＰＵ１０１はリモコン取得メニュー項目（図１３の符号１
３０２）が選択されたか否かを選択する。本実施の形態においては、このメニュー項目が
その発明の特徴であるため、押下された際の処理内容をステップＳ１４０６及びステップ
Ｓ１４０７で説明する。
【０１１６】
　ステップＳ１４０５にて、ＣＰＵ１０１はリモコン取得メニュー項目が選択されたこと
を認識すると、ディスプレイパネル２０１の内容を図７の内容に変更する処理を実行する
（テップＳ１４０６）。ここで行う処理は、図６のフローチャートで説明した内容と概ね
同一である。
【０１１７】
　ステップＳ１４０７にて、ＣＰＵ１０１はサポートボタン３０７が押されたことを検出
すると、図７の表示を終了しメニュー表示の状況に戻る。
【０１１８】
　一方、ステップＳ１４０５にて、選択されたメニュー項目がリモコン取得メニュー項目
以外であった場合には、ＣＰＵ１０１はそのメニュー項目に即した処理を行う（ステップ
Ｓ１４０８）。ここでの処理は、本実施の形態には直接関係しないので言及しない。
【０１１９】
　以上のように、本実施の形態に従えば、映像表示装置は、携帯電話用のアプリケーショ
ンプログラムを取得するための情報を表示する手段を備えている。そして、ユーザはその
表示を確認し、必要に応じて携帯電話８０２に上記アプリケーションプログラムをダウン
ロードする。このことにより、その携帯電話８０２を映像表示装置に即したリモートコン
トローラとして使用することができる。
【０１２０】
　従って、リモートコントローラを紛失あるいは故障した場合においても、ユーザは上記
手段により携帯電話８０２をリモートコントローラの代わりとして容易に利用することが
でき、映像表示装置を的確に操作することができる。
【０１２１】
　上記の実施の形態では、リモートコントロールの手段として、赤外線信号を利用したが
、本発明はこれに限定されるわけではなく、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ・ＩＥＥＥ８０２．１１
（無線ＬＡＮ）・ワイヤレスＵＳＢ等の無線通信手段であってもよい。
【０１２２】
　また、上記の実施の形態では、映像表示装置に対してリモートコントロール信号を発信
する装置を携帯電話８０２としたが、本発明はこれに限定されるわけではない。デジタル
カメラ、ＰＤＡなどのネットワーク接続可能でリモートコントロール信号を発信すること
ができる電気機器であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本発明の実施の形態に係る映像表示装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る映像表示装置の外観図である。
【図３】図２におけるボタン群を拡大して示す図である。
【図４】図２の映像表示装置を遠隔操作するためのリモートコントローラの外観図である
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【図５】図１の映像表示装置により実行される、ユーザ操作（リモートコントロールコマ
ンドの受信あるいは本体キーの押下）の対応処理の手順を示すフローチャートである。
【図６】図５のステップＳ５０７で実行される処理のうち、本発明で特徴的なサポートボ
タン押下処理の手順を示すフローチャートである。
【図７】図２におけるディスプレイパネルがリモートコントロールアプリケーションプロ
グラムを取得するための情報を表示している状態を示す図である。
【図８】本発明の実施の形態に係る映像表示装置制御システムの概念図である。
【図９】図７における文字列７０１で表されたＷｅｂサイトにアクセスした場合の、携帯
電話の画面を示す図である。
【図１０】図９の画面からリモコンアプリケーションをダウンロードして、携帯電話で実
行した際の携帯電話の画面を示す図である。
【図１１】図９の画面からダウンロードしたリモコンアプリケーションが起動している場
合（図１０の状態）の携帯電話本体のボタン処理の手順を示すフローチャートである。
【図１２】図３のメニューボタンを押した場合に図２におけるディスプレイパネルに表示
される内容を示す図である。
【図１３】図１２の「サポート」を選択した場合に図２におけるディスプレイパネルに表
示される内容を示す図である。
【図１４】図１の映像表示装置によって実行される図１２及び図１３のメニュー表示処理
の手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１２４】
１００　メインコントローラボード
１０１　ＣＰＵ
１０２　ＲＯＭ
１０３　ＲＡＭ
１０４　チューナユニット
１０５　Ｉ／Ｏユニット
１０６　ビデオプロセッサ
１０７　ディスプレイコントローラ
１０８　ユーザインタフェースユニット
１０９　ＩＲコントローラ
１１０　システムバス
１１１　ディスプレイパネル
８０２　携帯電話
８０３　赤外線信号発光部
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