
JP 4789107 B2 2011.10.12

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１以上の制御対象機器と、前記制御対象機器を制御する遠隔制御装置とを備えた遠隔制
御システムであって、
　各制御対象機器は、自己を一意に表す機器識別情報を含む無線信号を発信する発信部を
有し、
　前記遠隔制御装置は、
　前記制御対象機器に向けられたときに当該制御対象機器からの前記無線信号を受信する
受信部と、
　前記受信部が受信した受信信号から前記機器識別情報を検出する機器識別情報検出部と
、
　機器識別情報に対応して機器制御情報を記憶する記憶部と、
　検出した機器識別情報に対応する機器制御情報を前記記憶部から検索する検索部と、
　前記検索部の検索により得られた機器制御情報に基づいて機器制御命令を生成する命令
生成部と、
　生成された命令を前記制御対象機器に送信する送信部とを有し、
　前記機器制御情報は不変データと可変データとを含み、前記不変データは前記記憶部に
記憶され、必要時に前記記憶部から読み出され、前記可変データは必要時に取得される
　ことを特徴とする遠隔制御システム。
【請求項２】



(2) JP 4789107 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

　前記機器識別情報に対応して機器制御情報を格納する機器制御情報格納部と、外部から
の要求に応じて前記機器制御情報を送信する機器制御情報送信部とを有するサーバをさら
に備え、
　前記遠隔制御装置は、前記機器識別情報で特定される機器用の機器制御情報の要求を前
記サーバへ送信する機器制御情報要求部と、前記サーバから前記機器制御情報を受信し前
記記憶部に格納する機器制御情報受信部とをさらに有することを特徴とする請求項１記載
の遠隔制御システム。
【請求項３】
　前記制御対象機器は前記無線信号を常時発生することを特徴とする請求項１記載の遠隔
制御システム。
【請求項４】
　前記制御対象機器は、ユーザによる所定の操作に応じて一時的に前記無線信号を発生す
ることを特徴とする請求項１記載の遠隔制御システム。
【請求項５】
　前記制御対象機器は、前記無線信号をある程度の角度範囲をもって発信し、前記遠隔制
御装置は前記無線信号を指向性をもって受信する受信部を備えたことを特徴とする請求項
１～４のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項６】
　複数の制御対象機器に対して共用される遠隔制御装置であって、
　遠隔制御装置を特定の制御対象機器の方向に向けることにより、当該特定の制御対象機
器からの機器識別情報を受信する手段と、
　前記機器識別情報に基づいて当該制御対象機器用の機器制御情報を取得する手段と、
　前記機器識別情報に基づいて、動作モードを、当該制御対象機器に対する指示を行うモ
ードに切り替える手段とを備え、
　前記機器制御情報は不変データと可変データとを含み、前記不変データは前記記憶部に
記憶され、必要時に前記記憶部から読み出され、前記可変データは必要時に取得されるこ
とを特徴とする遠隔制御装置。
【請求項７】
　表示画面を有する表示部をさらに備え、前記機器制御情報は当該制御対象機器を操作す
るためのユーザインタフェース画面情報を含み、前記表示部は前記制御対象機器の制御用
の表示画面を表示することを特徴とする請求項６記載の遠隔制御装置。
【請求項８】
　前記制御対象機器への指示はサーバを介すことなく直接的に実行することを特徴とする
請求項６記載の遠隔制御装置。
【請求項９】
　前記制御対象機器への指示はサーバを介して実行することを特徴とする請求項６記載の
遠隔制御装置。
【請求項１０】
　遠隔制御装置を特定の制御対象機器の方向に向けることにより、当該制御対象機器の名
称情報を受信して前記表示画面上に表示し、ユーザの指示に応じて当該制御対象機器の機
器制御情報を選択または取得することを特徴とする請求項７記載の遠隔制御装置。
【請求項１１】
　前記機器識別情報としてある程度の角度範囲をもって発信される無線信号を、指向性を
もって受信する受信部を備えることを特徴とする請求項６～１０のいずれかに記載の遠隔
制御装置。
【請求項１２】
　１以上の制御対象機器と、前記制御対象機器を制御する遠隔制御装置とを備えた遠隔制
御システムであって、
　各制御対象機器は、自己を一意に表す機器識別情報を含む無線信号を発信する発信部を
有し、
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　前記遠隔制御装置は、
　前記制御対象機器に向けられたときに当該制御対象機器からの前記無線信号を受信する
受信部と、
　前記受信部が受信した受信信号から前記機器識別情報を検出する機器識別情報検出部と
、
　機器識別情報に対応して機器制御情報を記憶する記憶部と、
　検出した機器識別情報に対応する機器制御情報を前記記憶部から検索する検索部と、
　前記検索部の検索により得られた機器制御情報に基づいて機器制御命令を生成する命令
生成部と、
　生成された命令を前記制御対象機器に送信する送信部と、
　プル動作およびプッシュ動作の実行を指示するための操作子とを有し、
　前記遠隔制御装置をいずれかの制御対象機器に向けて前記操作子によるプル動作の指示
が行われたとき当該制御対象機器から所定の情報を引き出し、前記遠隔制御装置をいずれ
かの制御対象機器に向けて前記操作子によるプッシュ動作の指示が行われたとき、当該制
御対象機器用の遠隔制御装置として当該機器へ所定の情報および／または指示を出力する
　ことを特徴とする遠隔制御システム。
【請求項１３】
　前記機器識別情報に対応して機器制御情報を格納する機器制御情報格納部と、外部から
の要求に応じて前記機器制御情報を送信する機器制御情報送信部とを有するサーバをさら
に備え、
　前記遠隔制御装置は、前記機器識別情報で特定される機器用の機器制御情報の要求を前
記サーバへ送信する機器制御情報要求部と、前記サーバから前記機器制御情報を受信し前
記記憶部に格納する機器制御情報受信部とをさらに有することを特徴とする請求項１２記
載の遠隔制御システム。
【請求項１４】
　前記制御対象機器は前記無線信号を常時発生することを特徴とする請求項１２記載の遠
隔制御システム。
【請求項１５】
　前記制御対象機器は、ユーザによる所定の操作に応じて一時的に前記無線信号を発生す
ることを特徴とする請求項１２記載の遠隔制御システム。
【請求項１６】
　前記制御対象機器は、前記無線信号をある程度の角度範囲をもって発信し、前記遠隔制
御装置は前記無線信号を指向性をもって受信する受信部を備えたことを特徴とする請求項
１２～１５のいずれかに記載の遠隔制御システム。
【請求項１７】
　複数の制御対象機器に対して共用される遠隔制御装置であって、
　遠隔制御装置を特定の制御対象機器の方向に向けることにより、当該特定の制御対象機
器からの機器識別情報を受信する手段と、
　前記機器識別情報に基づいて当該制御対象機器用の機器制御情報を取得する手段と、
　前記機器識別情報に基づいて、動作モードを、当該制御対象機器に対する指示を行うモ
ードに切り替える手段と、
　プル動作およびプッシュ動作の実行を指示するための操作子とを備え、
　前記遠隔制御装置をいずれかの制御対象機器に向けて前記操作子によるプル動作の指示
が行われたとき当該制御対象機器から所定の情報を引き出し、前記遠隔制御装置をいずれ
かの制御対象機器に向けて前記操作子によるプッシュ動作の指示が行われたとき、当該制
御対象機器用の遠隔制御装置として当該機器へ所定の情報および／または指示を出力する
　ことを特徴とする遠隔制御装置。
【請求項１８】
　表示画面を有する表示部をさらに備え、前記機器制御情報は当該制御対象機器を操作す
るためのユーザインタフェース画面情報を含み、前記表示部は前記制御対象機器の制御用
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の表示画面を表示することを特徴とする請求項１７記載の遠隔制御装置。
【請求項１９】
　前記制御対象機器への指示はサーバを介すことなく直接的に実行することを特徴とする
請求項１７記載の遠隔制御装置。
【請求項２０】
　前記制御対象機器への指示はサーバを介して実行することを特徴とする請求項１７記載
の遠隔制御装置。
【請求項２１】
　遠隔制御装置を特定の制御対象機器の方向に向けることにより、当該制御対象機器の名
称情報を受信して前記表示画面上に表示し、ユーザの指示に応じて当該制御対象機器の機
器制御情報を選択または取得することを特徴とする請求項１８記載の遠隔制御装置。
【請求項２２】
　前記機器識別情報としてある程度の角度範囲をもって発信される無線信号を、指向性を
もって受信する受信部を備えることを特徴とする請求項１７～２１のいずれかに記載の遠
隔制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数台の制御対象機器を選択的に制御する遠隔制御システムおよび遠隔制御
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、家庭には、テレビ装置、ビデオレコーダ、オーディオ装置、冷暖房装置、照明器
具等、種々の電子機器があり、それぞれに専用の「リモコン」と略称される遠隔制御装置
が付属している。したがって、ユーザは制御対象機器毎にリモコンを操作しなければなら
ない。そのため、制御対象機器が多くなると、個々のリモコンの管理が煩雑で、該当する
リモコンを探すのに時間がかかったり、個々に異なる操作形態に戸惑ったりするのが現状
であった。
【０００３】
　ビデオレコーダなどの一部の製品ではビデオレコーダ自身の操作部とテレビ装置の操作
部とが一体化されたリモコンも普及しているが、特定の種類の製品（テレビ装置、ＶＴＲ
、ＤＶＤレコーダ）に限定されており、さらに多くの制御対象機器に対して共用できるも
のではない。また、各機器に専用の操作キーも用意されるため、キーの個数が多く、慣れ
るまでは使いづらいという問題がある。
【０００４】
　これに対して、特許文献１には、ネットワークに接続されている複数の機器について、
クライアントにおいて機器の一覧をアイコンで表示し、ユーザに制御対象を選択させて制
御を行う技術が開示されている。
【０００５】
　特許文献２には、複数の制御対象機器を統合的に遠隔操作する遠隔制御装置として、制
御対象機器を撮影してその画像に基づいて制御対象機器を特定する技術を開示している。
【特許文献１】特開２００２－１８９６４９号公報
【特許文献２】特開２００３－１８６７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１、２に記載の技術では、１台の装置から複数の制御対象機器を選択的に
制御することが可能である。
【０００７】
　しかし、特許文献１に記載の技術では、制御対象機器がユーザの目の前に存在していて
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も、たくさん並んだ一覧の中から対応するアイコンを選択する操作を行わなければならず
、従来の単一の機器に専用のリモコンの直接的な操作と比べて操作性に劣る。
【０００８】
　特許文献２に記載の技術では、遠隔制御装置に高価な撮影手段を内蔵することが必須で
あり、また、撮影した画像と識別用画像とを比較対照する画像認識処理が必要となり、制
御対象機器の認識のためにすべての制御対象の識別用画像を記憶しておかなければならず
、また、認識処理の処理負荷も大きい。さらに、部屋の明るさ等、撮影環境による画質に
よって認識結果が左右されるという問題もある。
【０００９】
　本発明はこのような背景においてなされたものであり、その目的は、単一の遠隔制御装
置で複数の制御対象機器を選択的に制御する際の操作性を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明による遠隔制御システムは、１以上の制御対象機器と、前記制御対象機器を制御
する遠隔制御装置とを備えた遠隔制御システムであって、各制御対象機器は、自己を一意
に表す機器識別情報を含む無線信号を発信する発信部を有し、前記遠隔制御装置は、前記
制御対象機器に向けられたときに当該制御対象機器からの前記無線信号を受信する受信部
と、前記受信部が受信した受信信号から前記機器識別情報を検出する機器識別情報検出部
と、機器識別情報に対応して機器制御情報を記憶する記憶部と、検出した機器識別情報に
対応する機器制御情報を前記記憶部から検索する検索部と、前記検索部の検索により得ら
れた機器制御情報に基づいて機器制御命令を生成する命令生成部と、生成された命令を前
記制御対象機器に送信する送信部とを有することを特徴とする。
【００１１】
　前記制御対象機器は前記無線信号を常時発生するか、または、前記制御対象機器は、ユ
ーザによる所定の操作に応じて一時的に前記無線信号を発生する。遠隔制御装置は、この
ような無線信号を受信することにより、現在ユーザが指示しようとしている制御対象機器
を認識する。すなわち、ユーザが遠隔制御装置を目的の制御対象機器に向けるのみで遠隔
制御装置は当該制御対象機器が何であるかを認識することができる。そこで、前記記憶部
に記憶されている当該制御対象機器の機器制御情報を検索部により検索し、得られた機器
制御情報に基づいて機器制御命令を命令生成部で生成し、送信部から送信する。
【００１２】
　好ましくは、前記制御対象機器は、前記無線信号をある程度の角度範囲をもって発信し
、前記遠隔制御装置は前記無線信号を指向性をもって受信する受信部を備える。
【００１３】
　また好ましくは、前記機器識別情報に対応して機器制御情報を格納する機器制御情報格
納部と、外部からの要求に応じて前記機器制御情報を送信する機器制御情報送信部とを有
するサーバを用意しておき、上記検索部による検索の結果、該当する機器の機器制御情報
が遠隔制御装置内に存在しない場合には、遠隔制御装置は、サーバに当該機器制御情報を
要求する。すなわち、遠隔制御装置は、前記機器識別情報で特定される機器用の機器制御
情報の要求を前記サーバへ送信する機器制御情報要求部と、前記サーバから前記機器制御
情報を受信し前記記憶部に格納する機器制御情報受信部とをさらに有してもよい。
【００１４】
　本発明による遠隔制御装置は、複数の制御対象機器に対して共用される遠隔制御装置で
あって、遠隔制御装置を特定の制御対象機器の方向に向けることにより、当該特定の制御
対象機器からの機器識別情報を受信し、前記機器識別情報に基づいて、動作モードを、当
該制御対象機器に対する指示を行うモードに切り替えることを特徴とする。
【００１５】
　遠隔制御装置は表示画面を有する表示部をさらに備え、前記機器制御情報は当該制御対
象機器を操作するためのユーザインタフェース画面情報を含み、前記表示部は前記制御対
象機器の制御用の表示画面を表示する。制御対象機器に応じてユーザインタフェース画面
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を切り替えることにより、共通の操作部を利用して、多種多様な制御対象機器の操作を行
うことができる。また、これによって、種々の制御対象機器に対する操作の仕様を統一す
ることも可能となる。
【００１６】
　前記制御対象機器への指示はサーバを介すことなく直接的に実行することもできれば、
前記制御対象機器への指示はサーバを介して実行することもできる。
【００１７】
　また、遠隔制御装置を特定の制御対象機器の方向に向けることにより、当該制御対象機
器の名称情報を受信して前記表示画面上に表示し、ユーザの指示に応じて当該制御対象機
器の機器制御情報を選択または取得するようにしてもよい。ここに、「選択」とは記憶部
内に当該機器制御情報が存在する場合に相当し、「取得」とは記憶部内に当該機器制御情
報が存在せず外部のサーバから取り寄せる場合に相当する。この構成により、ユーザは表
示された機器名称を確認した上で、その制御対象機器用の機器制御情報を選択または取得
することができる。機器制御情報の一部は記憶部から取得し、一部は外部のサーバから取
得する態様もありうる。
【００１８】
　前記遠隔制御装置は、プッシュプル操作が行える操作子をさらに備えてもよく、その場
合、いずれかの制御対象機器に向けて前記操作子のプル操作があれば、当該制御対象機器
用の遠隔制御装置として当該制御対象機器から所定の情報を引き出し、いずれかの制御対
象機器に向けて前記操作子のプッシュ操作があれば、当該制御対象機器用の遠隔制御装置
として当該機器へ所定の情報および／または指示を出力するような処理態様を採ることも
可能である。これによって、より直感的な分かりやすい機器の操作が行える。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の遠隔制御装置は、ユーザが遠隔制御装置を向けた方向にある制御対象機器から
機器識別情報を含む無線信号を受信することにより当該制御対象機器を識別するので、従
来のように一覧表示等から該当する機器を選択するような煩雑な操作から解放される。す
なわち、ユーザが遠隔制御装置を向けることで操作したい制御対象機器を指定できるので
、任意の制御対象機器に対して単一の遠隔制御装置を用いて、旧来の１対１型の“リモコ
ン”に近い体感での操作を実現できる。その結果、ユーザが遠隔操作したい制御対象機器
をすばやく直感的に特定することができ、遠隔制御装置の操作性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２１】
　まず、図１により本実施の形態における概要を説明する。遠隔制御装置１０は複数の制
御対象機器３０ａ～３０ｎ（＃１～＃ｎ）に共用される。すなわち、ユーザ（操作者）は
遠隔制御装置１０を制御対象機器＃１に向けて所定の指示を行えば、遠隔制御装置１０は
機器＃１用のリモコンとなる。「所定の指示」とは後述するように特定のキーやボタンを
操作することで足りる。ついで、遠隔制御装置１０を制御対象機器３０ｂに向けて所定の
指示を行えば遠隔制御装置１０は機器＃２用のリモコンとなる。同様に、遠隔制御装置１
０を制御対象機器３０ｎに向けて所定の指示を行えば遠隔制御装置１０は機器＃ｎ用のリ
モコンとなる。各機器用にそれぞれ専用の操作部を設ける必要はなく、同一の表示画面お
よび操作部の機能を切り替えて利用することができる。
【００２２】
　遠隔制御装置１０が制御対象機器を認識するための条件は次のとおりである。まず、制
御対象機器から自己を一意に表す機器識別情報を含む無線信号を発信する。この無線信号
は直進性を有する無線信号媒体（例えば赤外線）を用いる。無線信号を発信はある程度の
角度範囲をもって行うことが好ましい。これに対して、遠隔制御装置１０側での無線信号
の受信は指向性をもって行われる。すなわち、遠隔制御装置１０が目的の制御対象機器に
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向けられたときにのみ当該制御対象機器からの無線信号を受信する。図１において、遠隔
制御装置１０が機器＃１に向けられているときには、遠隔制御装置１０は機器＃１のみか
ら無線信号を受信する。すなわち、遠隔制御装置１０が向けられた方向から所定の角度以
上方向が異なる他の制御対象機器（例えば＃２）からの無線信号を受信しない。この構成
によって、遠隔制御装置は制御対象機器の真正面からでなくても、制御対象機器の操作が
行えるとともに、制御対象機器が複数存在する場合であっても、遠隔制御装置を向けた制
御対象機器のみからその機器識別情報を得ることができる（すなわち、遠隔制御装置を向
けた方向以外の方向にある制御対象機器からの機器識別情報を受信しないようにすること
ができる）。また、複数の遠隔制御装置が存在する場合に、同じ制御対象機器に対して異
なる方向から操作することも可能になる。無線信号は電波であってもよく、その場合には
、遠隔制御装置１０に備える、当該無線信号を受信するアンテナに指向性を持たせる。
【００２３】
　各制御対象機器は常時無線信号を出力していてもよいし、遠隔制御装置１０から所定の
操作があったときにすべての制御対象機器が一時的に無線信号を発生するようにしてもよ
い。常時とは連続的な場合だけでなく、周期的な場合も含む。周期的な場合、遠隔制御装
置１０からネットワーク等を介してすべての制御対象機器へ無線信号発生の指示が伝達さ
れる。この指示を受けたすべての制御対象機器は、指示を受けてから所定の時間または終
了の指示があるまで、無線信号を繰り返して出力する。
【００２４】
　図２は、本実施の形態における遠隔制御システム全体の概略構成を示す図である。
【００２５】
　この構成では制御対象機器３０は直進性を有する無線信号として赤外線を発光する発光
部３１と、赤外線を受信する受光部（受信部）３２を有する。発光部３１としては比較的
広い角度で赤外線を発光することが好ましく、複数の発光デバイスを組み合わせて用いる
か、照射範囲の広い発光デバイスを用いる。一方、遠隔制御装置１０は赤外線の受光部（
受信部）および発光部（送信部）を有する。遠隔制御装置１０の受光部は指向性を持って
無線信号を受信する。そのために、例えば受光デバイスを遠隔制御装置の筐体の奥まった
位置に配置する、または、レンズを利用する等の構成を採用することにより、受信側での
指向性を持たせることができる。遠隔制御装置１０はさらにネットワーク２３と無線イン
タフェースを介して接続される。ネットワーク２３は、ＬＡＮのようなホームネットワー
ク、携帯電話通信網、公衆回線網、インターネット等、任意の通信ネットワークを含みう
る。ネットワーク２３にはサーバ２０が接続されている。本実施の形態のサーバ２０は、
複数の制御対象機器３０用リモコンの画面情報および制御情報を格納したデータベースを
備えている。本実施の形態では「制御情報」は制御対象機器を制御するための制御データ
を想定しているが、制御用アプリケーションの情報を含んでもよい。サーバ２０は、ＬＡ
Ｎに接続されるようないわゆるホームサーバであってもよいし、インターネットに接続さ
れたサーバであってもよい。
【００２６】
　図２において、ユーザが制御対象機器３０を制御しようとするとき、まず、遠隔制御装
置１０をリモコン動作モードにして、当該制御対象機器３０の方向へ向けると制御対象機
器３０からの無線信号を受信する（１）。この無線信号内には機器識別情報（機器ＩＤ）
および名称情報が含まれている。遠隔制御装置１０は受信した名称情報に基づいて、当該
機器の名称を画面上に表示する（２）。ユーザはこの名称に基づいて、指示された制御対
象が正しい（目的の制御対象である）ことを確認して、所定の指示を行う。これにより無
線インタフェース経由でサーバ２０に対して、当該機器用のリモコン操作に対応する画面
情報および制御情報を要求する（３）。サーバ２０はこれに応答して画面情報および制御
情報を遠隔制御装置１０に返送する。遠隔制御装置１０は受信した画面情報および制御情
報を内部の記憶部に格納する。さらに遠隔制御装置１０は画面情報に基づいて当該機器用
のリモコン画面を表示する（５）とともに、制御情報に基づきユーザの操作に従って、当
該機器に制御命令（コマンド）を送信する（６）。
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【００２７】
　図３はサーバ２０に備えられるデータベース２５の内容を便宜上テーブル形式で示す図
である。このデータベース２５は、機器ＩＤ毎に、対応する機器名称、制御情報、画面情
報を検索可能に蓄積している。
【００２８】
　なお、ある制御対象機器３０用の画面情報および制御情報が遠隔制御装置１０内に取り
込まれたら、これらのデータのうち不変データは当該機器ＩＤに対応づけてキャッシュ記
憶部（例えば不揮発性メモリ）に記憶しておき、次回、同じ制御対象機器３０について画
面情報および制御情報が必要となったとき、当該記憶部から読み出して使用するようにす
ることが好ましい。可変データについては必要時にその都度、外部から取得する（但し、
不変データについても一時的に何らかのメモリには記憶される。）。キャッシュ記憶部の
内容は、例えば、図３に示したデータベース２５の内容のサブセットである。
【００２９】
　図４は、図２のシステムに対応する各部の機能を示したブロック図である。
【００３０】
　１以上の制御対象機器３０の各々は、自己を一意に表す機器識別情報を含む無線信号を
発信する発信部３２３、遠隔制御装置１０から直接的にまたは間接的に命令を受ける受信
部３２１、制御対象機器３０に固有の処理を行う個別処理部３２７、この個別処理部３２
７、発信部３２３および受信部３２１を制御する制御部３２５を備える。「間接的に」と
は遠隔制御装置１０からサーバ等を介して命令を受ける場合に相当する。
【００３１】
　遠隔制御装置１０は、その筐体が制御対象機器に向けられたときにその制御対象機器か
らの無線信号を受信する機器識別情報受信部１０１と、この受信部１９１が受信した受信
信号から機器識別情報を検出する機器識別情報検出部１０２と、機器識別情報に対応して
機器制御情報を記憶する記憶部１０３と、検出した機器識別情報に対応する機器制御情報
を前記記憶部から検索する検索部１０４と、この検索部１０４の検索により得られた機器
制御情報に基づいて機器制御命令を生成する命令生成部１０５と、生成された命令を制御
対象機器に送信する命令送信部１０８と、検索部１０４の検索結果に応じて当該機器用の
制御情報をサーバ２０に要求する制御情報要求部１０７と、サーバ２０から制御情報を受
信して記憶部１０３に格納する制御情報受信部１０６を有する。「機器制御情報」には機
器を制御するための操作用ユーザインタフェースデータ（画面情報等）やコマンドデータ
のような不変データと、操作対象の識別情報（例えばファイル名やコンテンツ名、サムネ
イル画像、番組表データなど）のような可変データとを含みうる。不変データは遠隔制御
装置１０の内部の記憶部にキャッシュすることが可能である。可変データについてはその
都度、外部から取得する。なお、「不変データ」であってもバージョンアップ等で更新さ
れることはありうる。そのためには、例えば、制御対象からはその不変データのバージョ
ン情報も遠隔制御装置に送り、遠隔制御装置内の記憶部に格納された不変データのバージ
ョン情報より新しいバージョン情報が受信されたときに、記憶部内の不変データを更新す
るようにしてもよい。
【００３２】
　サーバ２０は、外部から制御情報要求を受ける要求受信部２０１と、複数の機器識別情
報に対応して複数の機器制御情報を格納する機器制御情報格納部（データベース２５に対
応）２０５と、外部からの要求に応じて制御情報格納部２０５から該当する機器制御情報
を取り出して当該要求の発行元へ送信する機器制御情報送信部２０３とを有する。
【００３３】
　図５は図２のシステムに代わる別のシステム構成を示している。図２の構成では、機器
の名称情報を制御対象機器３０自身から受信したが、図５の構成では制御対象機器３０か
らは機器ＩＤのみを受信し、ネットワーク２３を介してサーバ２０に機器名称を問い合わ
せ（２）、名称情報を受信する（３）。以後の処理の流れは図２の場合と同様である。す
なわち、遠隔制御装置１０は機器名称を表示し（４）、再度ネットワーク２３を介して当
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該機器の画面情報および制御情報をサーバ２０へ要求し（５）、画面情報および制御情報
を受信する（６）。さらに、リモコン画面を表示し（７）、ユーザ操作に従って制御対象
機器３０へ制御命令を発行する（８）。
【００３４】
　図６は図２のシステムに代わるさらに別のシステム構成を示している。前記構成では制
御命令を赤外線などの無線信号により直接的に制御対象機器へ送信したが、ネットワーク
２３を経由して制御対象機器３０へ制御命令を転送するようにしてもよい（６）。この場
合、制御対象機器の受光部３２は不要となる。他の構成および動作は図２のシステムと同
様である。また、図示しないが図５に代わる別のシステム構成として、図６と同様にネッ
トワーク２３を経由して制御対象機器３０を制御する構成も実現可能である。
【００３５】
　図７は、制御対象機器３０の一例としてのテレビ装置の構成例を示すブロック図である
。このテレビ装置は、本実施の形態にかかる放送受信再生装置であって、中央制御部３０
１と、ＲＡＭ３０２と、ＲＯＭ３０３と、ディスプレイドライバ３０４と、ディスプレイ
（表示デバイス）３０５と、ネットワークインタフェース３０６、入出力インタフェース
３０７と、フラッシュメモリ３０８と、ＩＲ受光部３０９と、アンテナ３１１と、放送受
信部３１２と、音声処理部３１３と、スピーカ３１４と、ＩＲ発光部３１５とを有してい
る。
【００３６】
　中央制御部３０１、ＲＡＭ３０２、ＲＯＭ３０３、ディスプレイドライバ３０４、ネッ
トワークインタフェース３０６、入出力インタフェース３０７、フラッシュメモリ３０８
、放送受信部３１２、音声処理部３１３は互いにバス３１０により接続されており、この
バス３１０を介して相互にデータの授受、命令の送受などが行われるようになっている。
【００３７】
　ＲＡＭ３０２は、中央制御部３０１の演算結果や外部から取得したデータを一時的に保
持格納するメモリである。ＲＯＭ３０３は、オペレーティングシステム（ＯＳ）や文字処
理入力プログラムを含む各種プログラム３０３ａを保存する不揮発性のメモリであり、中
央制御部３０１がＲＯＭ３０３からこれらのプログラムを読み取り、プログラムに従って
所定の処理を実行する。フラッシュメモリ３０８は、外部から取得したデータや、メール
アドレス、ＵＲＬなどの情報を後の処理のために保持しておく再書き込み可能な不揮発性
のメモリである。一部のプログラムは、フラッシュメモリ３０８内に格納してもよい。ネ
ットワークインタフェース３０６は、外部ネットワークとの接続を確立し、外部ネットワ
ーク（インターネット等）とのデータの送受信を行う機能を有し、例えば、ＬＡＮボード
などによって構成される。入出力インタフェース３０７にはＩＲ発光部３１５およびＩＲ
受光部３０９が接続されている。ＩＲ発光部３１５は上述した機器ＩＤ等を含む無線信号
としての赤外線信号を発生する。ＩＲ受光部３０９は遠隔制御装置１０が発した赤外線信
号を受光すると、電気信号に変換して入出力インタフェース３０７に渡す機能を有する。
【００３８】
　ディスプレイドライバ３０４は、中央制御部３０１から文書やイメージ等の表示情報を
受け取り、これに基づいてディスプレイ３０５を駆動する機能を有する。ディスプレイ３
０５は、液晶表示装置、ＣＲＴ表示装置、プラズマ表示装置等の任意の表示装置であって
、ディスプレイドライバ３０４からの駆動信号に基づいて画面を光学的に表示する機能を
有する。放送受信部３１２はアンテナ３１１で受信された放送波から所望のチャンネルの
信号を抽出し、復調再生する機能を有する。この放送受信部３１２は、地上波、衛星波を
問わない。
【００３９】
　音声処理部３１３は、スピーカ３１４に接続され、中央制御部３０１の制御下で音声処
理を行う。その他、図示しないが、音声処理部３１３に接続されるマイクを備えてもよい
。その他、ハードディスク装置やＤＶＤ装置などの大容量記憶装置を備えてもよい。
【００４０】



(10) JP 4789107 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

　図８は、遠隔制御装置１０として用いる携帯電話端末のハードウェア構成例を示してい
る。遠隔制御装置１０の制御は、中央制御部（例えばＣＰＵ）１のプログラム制御により
実現される。ＲＯＭ２は、そのための制御プログラムや初期装備されたアプリケーション
プログラム、および固定的なデータを格納する通常読み出し専用のメモリである。ＲＡＭ
３は、データの一時的な保存領域や作業領域を提供する読み書き可能なメモリである。フ
ラッシュメモリ４は、前述したような各種のデータを不揮発的に記憶する再書き込み可能
なメモリである。各種プログラム２ａはＲＯＭ２内に格納している（但し、フラッシュメ
モリ４に格納してもよい。）本実施の形態における遠隔制御装置用のアプリケーションプ
ログラムはプレインストールされていてもよいし、事後的にダウンロードされるものであ
ってもよい。無線ネットワークインタフェース６は、アンテナ５を介して基地局と無線に
よる音声およびデータの通信を行う部位である。ディスプレイドライバ７は、中央制御部
１により制御され、各種の情報の描画処理を行い、表示部であるディスプレイ（表示デバ
イス）８の表示画面上に表示を行う。音声処理部９は、マイク１１およびスピーカ１２に
接続され、中央制御部１の制御下で音声処理を行う。操作部１３はテンキー等の各種キー
およびカーソル移動操作キー等を含む入力インタフェースを司る部位である。近距離無線
通信部１５はアンテナ１４に接続され、中央制御部１の制御下で近距離での無線通信を行
うための部位であり、例えば無線ＬＡＮやＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）などである。ＲＴ
Ｃ１６は時計やタイマーの機能を提供するリアルタイムクロックである。入出力インタフ
ェース１７は、中央制御部１の制御下でＩＲ発光部１８およびＩＲ受光部１９との信号授
受を行う。
【００４１】
　なお、制御対象機器３０における本発明に関連する処理部（１７、１８、１９等）は機
器に内蔵または併設される。例えば、制御対象機器がテレビである場合、筐体の前面に内
蔵設置されても良いし、外部機器としてテレビの上に設置されても構わない。
【００４２】
　また、図示しないが、遠隔制御装置１０はレーザ投光部（レーザポインタ)を備えても
よい。レーザ投光部は、遠隔制御装置の赤外線受光部がどこを向いているのか判りにくい
場合に直進性の高い可視光としてのレーザ光を投射し、任意の制御対象機器に対して光の
スポットを当てて、その制御対象機器をユーザが視認できるようにするためのものである
。
【００４３】
　図９は本実施の形態における遠隔制御装置１０として機能する携帯電話端末の外観を示
している。図９（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）は平面図、
（ｅ）は底面図である。左側面は右側面と対称に現れるので図示を省略している。この例
では、上側筐体が下側筐体に対してスライド可能に結合される。上側筐体には、ディスプ
レイ８を含む表示部と操作部１３の制御キー群とが配置されている。制御キー群は通話キ
ー、終話／電源キー、カーソルキー、クリアキーなどの制御キーを含む。幾つかの制御キ
ーには表示画面の内容に応じて異なる機能が割り付けられるいわゆるソフトキーとして機
能する。図９（ｂ）および図１０（ｂ）（ｃ）によく現れているように、携帯電話端末は
その背面にトリガキー２７を備えている。トリガキー２７は図の上下方向（端末の長手方
向）にプッシュプル操作が行える操作子であり、ユーザが遠隔制御装置１０を片手で保持
した状態のまま指（例えば人差し指）で操作することができる。トリガキー２７は例えば
バネのような弾性部材で常時所定位置に維持され、プッシュ操作およびプル操作によりバ
ネ力に抗してそれぞれ一方および他方の側に移動する。操作力が解除されるとバネ力によ
り元の位置に復帰する。本実施の形態では、トリガキー２７のプル操作を一定時間以上連
続して行うことにより、リモコン動作モードに入るようにしてもよい。リモコン操作モー
ドに入った後、次にトリガキー２７をどのように利用するかは後述のような種々の態様が
考えられる。
【００４４】
　制御対象機器から常時無線信号を発生させるのではなくユーザによる所定の操作により
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一時的に無線信号を発生させる場合、「所定の操作」として上記トリガキー２７の一定時
間以上のプル操作を一時的な無線信号発生の契機としてもよい。あるいは、一時的な無線
信号発生の契機として、プル操作の代わりにプッシュ操作等の他の操作を割り当ててもよ
い。いずれにせよ、一時的に無線信号を発生させる場合には、当該所定の操作に応じて、
全ての制御対象機器から無線信号が所定時間発生され、遠隔制御装置を向けている制御対
象機器からの無線信号を受信して、その機器が何であるかを認識する。さらには、本実施
の形態では機器ＩＤを含む無線信号を常時発生させる場合、遠隔制御装置を制御対象機器
へ向けるだけで機器ＩＤを取得する構成を想定しているが、無線信号を常時発生する場合
であっても、ユーザの所定の操作（例えば、トリガキー２７のプル操作）を契機として、
遠隔制御装置が機器ＩＤを取得し、これと同時にまたは次の何らかの操作を契機としてこ
の機器ＩＤに対応する機器制御情報を取得する構成としてもよい。あるいは、トリガキー
２７のプル操作を２段階とし、軽く（浅く）引くとネットワークを介して操作対象機器に
対して機器ＩＤの送信を要求し、ついで、強く（深く）引くと当該機器の機器制御情報を
取得する指示を出力するようにしてもよい。無線信号を常時発生させる場合であっても、
遠隔制御装置がリモコン動作モードに入ったことをネットワーク経由で各制御対象機器に
通知して、これに応じて各制御対象機器が無線信号を発生開始するようにしてもよい。こ
の場合、遠隔制御装置がリモコン動作モードから抜けるときにも制御対象機器にその旨を
通知して各制御対象機器が無線信号の発生を停止することができる。
【００４５】
　図１０は上側筐体を下側筐体に重ねた閉鎖状態から、上側筐体を下側筐体からスライド
させてテンキーを含む第２の操作部を露出させた開放状態を示している。図１０（ａ）は
正面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は背面図、（ｄ）は平面図、（ｅ）は底面図である。
図１０（ｃ）に現れているように、ディスプレイ８の背面にはカメラ部２９が備えられて
いる。図１０（ａ）から分かるように、操作部１３は、上側筐体にある制御キー群１３ａ
と、下側筐体にあるテンキー１３ｂとに分かれている。
【００４６】
　図１１は、ディスプレイ８を含む表示部を下側筐体に対して下部を基点として回転させ
た状態を示している。図１１（ｂ）はその右側面図、図１１（ｂ）は図１１（ｂ）の状態
を上から見た平面図である。
【００４７】
　図１２は、携帯電話端末を遠隔制御装置（リモコン）として用いる場合のリモコンモー
ドでの処理例を示す。携帯電話端末は上述したようにユーザによる所定の操作（例えばメ
ニュー選択や所定のキー選択）により、リモコンモードに移行する。リモコンモードに移
行後、機器ＩＤを受信したならば（Ｓ１１，Ｙｅｓ）、当該機器ＩＤで特定された機器の
名称情報を取得し表示する（Ｓ１２）。この表示画面例を図１３に示す。これはテレビ装
置の機器ＩＤが受信された場合に相当している。テレビ装置が複数台存在するような場合
に備えて、機器名称にメーカー名および／または型番等の付属的なデータも含めて、これ
を機器名称に併せて表示するようにしてもよい。
【００４８】
　その後、ユーザによるトリガキーのプル操作があれば（Ｓ１３，Ｙｅｓ）、次のステッ
プＳ１４へ移行する。プル操作がない間に遠隔制御装置の向きが変えられれば、受信した
機器ＩＤが更新され、表示される機器の名称も変化する。
【００４９】
　ステップＳ１４では、当該機器の制御情報（画面情報を含む）をサーバに要求し、サー
バから取得し、記憶部に格納する。但し、サーバに要求する前に遠隔制御装置内の記憶部
（キャッシュ）を確認し、ここに当該機器の制御情報が保存済であれば、この制御情報を
用い、サーバへのアクセスは行わない。制御情報が取得できたら、これとともに受信され
た画像データに基づいて、携帯電話端末の表示部に当該機器制御用の表示画面であるリモ
コン画面を表示する（Ｓ１５）。図１４に制御対象機器がテレビ装置の場合のリモコン画
面例を示す。画面の上半分の領域にはテレビ映像が表示され、下半分にはソフトキー（カ
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ーソルキー等）のためのガイド用画像が表示されている。図１５は、図１４の「ＥＰＧ」
ボタンの指示により起動される、テレビ放送の番組表（ＥＰＧ）のリモコン画面例を示し
ている。図１６は制御対象機器が照明機器の場合のリモコン画面例を示している。この例
は、照明機器の明るさ制御できる構成となっている。図１７は制御対象が冷暖房機器であ
る場合のリモコン画面例を示している。この例でのソフトキーはテンキーに割り当てられ
た場合を示している。
【００５０】
　その後、ユーザのリモコン操作を受付可能とする（Ｓ１６）。ユーザ操作に従って当該
機器用リモコンとしての動作が終了すれば（Ｓ１７，Ｙｅｓ）、ステップＳ１１に戻る。
ユーザ操作によりリモコンモードが終了終了すれば（Ｓ１８，Ｙｅｓ）、本処理を終了す
る。そうでなければステップＳ１６へ戻り、上記の処理を実行する。
【００５１】
　図１８は、図１２内のステップＳ１６のリモコン操作受付の処理を示している。特にス
テップＳ２１～Ｓ２６はトリガキーのプッシュプル操作を用いた特殊な処理例を示してい
る。リモコン操作受付が開始された後、トリガキーのプル操作があったか否かを確認する
（Ｓ２１）。これは周期的なチェックまたは割り込み処理により行える。プル操作がなけ
れば、ステップＳ２４へ進む。
【００５２】
　プル操作があれば、その際に機器ＩＤを受信した当該機器についての制御情報内にプル
操作に対応するプル動作の定義があるかどうかを確かめる（Ｓ２２）。定義がなければ、
ステップＳ２４へ進む。定義があれば、当該機器に対するプル動作を実行する（Ｓ２３）
。例えば、当該機器用の遠隔制御装置として当該機器から所定の情報を引き出す。
【００５３】
　ステップＳ２４では、トリガキーのプッシュ操作があったかどうかを確かめる（Ｓ２５
）。プッシュ操作がなければ、ステップＳ２７へ進む。プッシュ操作があれば、このプッ
シュ操作の前に有効なプル動作が行われているかどうかを確認する（Ｓ２５）。対応する
有効なプル動作が行われていなければステップＳ２７へ進む。対応する有効なプル動作が
行われていれば、当該機器におけるプッシュ動作を実行する。例えば、当該機器用の遠隔
制御装置として当該機器へ所定の情報および／または指示を出力する。
【００５４】
　なお、プル動作およびプッシュ動作の内容は制御対象機器が何であるかによって異なり
うる。例えば、図１９（ａ）に示す例では、テレビ装置４０１が制御対象機器である場合
、プル操作に応じて実行されるプル動作は、少なくともテレビ装置４０１のリモコン画面
や制御命令等が取得であるが（１）、要求に応じて番組表（ＥＰＧ）データも取得される
（２）。別の制御対象機器、例えばビデオレコーダ４０２に対して遠隔制御装置が向けら
れると、その制御対象機器の機器ＩＤが取得される（但し、この段階で再度のユーザのプ
ル動作等の指示がなければ、当該新たな機器の制御情報の取得は行われない）。この例で
は遠隔制御装置がビデオレコーダ４０２に向けられると、ビデオレコーダ４０２の機器Ｉ
Ｄが取得され、その機器が何であるかが認識される。ユーザが番組表から番組を選択し、
遠隔制御装置をビデオレコーダ４０２に向けた状態でプッシュ操作を行うと、プッシュ動
作として定義された例えば当該番組の録画予約が行われる（３）。なお、このプッシュ動
作としては、選択された番組が現在放映中である場合には直ちに録画を行ったり、放映済
であればその旨のメッセージを出力したりすることも含みうる。
【００５５】
　図１９（ｂ）は、プッシュ操作対象となる「別の制御機器」が照明機器４０３である例
を示している。この場合のプル動作は、図１９（ａ）と同じであるが、プル動作は当該番
組に合わせて照明機器４０３の明るさを調整する命令を出力するものである（３）’。ど
の番組に対してどのように明るさを制御するかは任意であるが、その仕組みとしては例え
ば番組のジャンルなどの番組属性情報に基づいて予め定めた制御態様を選択することがで
きる。
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【００５６】
　図１９（ｃ）は、現在遠隔制御の対象となっている機器と、プッシュ操作対象となる機
器とが同じ機器（テレビ装置４０１）である例を示している。ここでのプッシュ動作は、
番組表で選択されたチャンネルにテレビ装置４０１のチャンネルを切り替える例（３）”
を示している。
【００５７】
　さらに図示しないが、プル動作対象の制御対象機器がレコーダ装置であれば、そこに記
録されているコンテンツのリストを受信し、ユーザが所望のコンテンツを選択する。その
後、遠隔制御装置をプッシュ動作対象の制御対象機器、例えばテレビ装置に向けて、トリ
ガキーのプッシュ操作を行えば、ユーザが選択したコンテンツがテレビ装置へ転送され、
再生される。
【００５８】
　このような処理において、少なくとも、遠隔制御装置におけるプル動作およびプッシュ
動作の対象となる制御対象機器の特定は、制御対象機器からの直接的な無線信号に基づい
て行われる。制御対象機器の特定に比べて処理負荷の大きい実質的なプル動作およびプッ
シュ動作の処理は、ネットワーク２３等を経由して行うことができる。勿論、プル動作や
プッシュ動作においても赤外線等の無線信号によって直接的に機器の制御を行うことを排
除するものではない。また、制御対象機器によって直接的な制御と間接的な制御を切り替
えて行うようにしてもよい。
【００５９】
　以上、本発明の好適な実施の形態について説明したが、上記で言及した以外にも種々の
変形、変更を行うことが可能である。
【００６０】
　例えば、サーバとしてホームサーバとインターネットに接続されたサーバ（グローバル
サーバ）とを用いる場合、機器制御情報はホームサーバが保持していてもよいし、あるい
は、ホームサーバは機器制御情報の提供元のＵＲＬのみを管理し、遠隔制御装置がＵＲＬ
に基づいてグローバルサーバから直接機器制御情報を取得してもよい。
【００６１】
　遠隔制御装置としてはキーによる操作部について説明したが、表示画面に重ねて配置さ
れるタッチパネルを用意し、このタッチパネルを操作部として用いてもよい。トリガキー
はプッシュ操作とプル操作の両方を行えるものを示したが、その一方のみが行えるもので
あってもよい。
【００６２】
　遠隔制御装置として携帯電話端末を対応する例を示したが、これに限るものではなく、
遠隔制御機能のみを有する専用の装置であってもよい。
【００６３】
　例えば二つの制御対象機器が重ねて載置される等、遠隔制御装置から見て同一方向に複
数の制御対象機器が存在する場合、複数の受信信号が受信される場合もありうる。このよ
うな場合は、ユーザに対して、当該複数の受信信号に含まれる複数の機器を画面上で提示
していずれかを選択させるようにしてもよい。
【００６４】
　本明細書における「無線インタフェース経由」とは少なくとも遠隔制御装置がワイヤレ
スで制御対象機器を制御できれば足り、その制御信号の伝達途上で有線インタフェースが
介在していてもよい。また、「無線インタフェース」は赤外線や電波による近距離無線通
信を想定したが、公衆回線網、携帯電話網等であってもよい。また、「無線」は必須の要
件ではなく、無線を含まない有線のみの信号伝達も可能である（遠隔制御装置が有線で情
報処理装置などに接続されている場合）。有線には信号線だけでなく電力線等も含みうる
。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
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【図１】本発明の実施の形態における概要を説明するための図である。
【図２】本発明の実施の形態における遠隔制御システム全体の概略構成を示す図である。
【図３】図２内に示したサーバに備えられるデータベースの内容を便宜上テーブル形式で
示す図である。
【図４】図２のシステムに対応する各部の機能を示したブロック図である。
【図５】図２のシステムに代わる別のシステム構成を示す図である。
【図６】図２のシステムに代わるさらに別のシステム構成を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態における制御対象機器の一例としてのテレビ装置の構成例を
示すブロック図である。
【図８】本発明の実施の形態における遠隔制御装置として用いる携帯電話端末のハードウ
ェア構成例を示す図である。
【図９】本発明の実施の形態における遠隔制御装置として機能する携帯電話端末の外観を
示す図である。
【図１０】図９の携帯電話端末の開放状態を示す図である。
【図１１】ディスプレイを下側筐体に対して傾斜させた状態を示す平面図（ａ）および側
面図（ｂ）である。
【図１２】本発明の実施の形態における携帯電話端末を遠隔制御装置（リモコン）として
用いる場合のリモコンモードでの処理例を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態における機器の名称の表示画面例を示す図である。
【図１４】本発明の実施の形態において制御対象機器がテレビ装置の場合のリモコン画面
例を示す図である。
【図１５】本発明の実施の形態においてテレビ装置またはビデオレコーダを制御対象機器
とする場合の、テレビ放送の番組表（ＥＰＧ）のリモコン画面例を示す図である。
【図１６】本発明の実施の形態において制御対象機器が照明機器の場合のリモコン画面例
を示す図である。
【図１７】本発明の実施の形態において制御対象機器が冷暖房機器の場合のリモコン画面
例を示す図である。
【図１８】図１２内のステップＳ１６のリモコン操作受付の処理を示すフローチャートで
ある。
【図１９】本発明の実施の形態におけるトリガキーを利用したプッシュ・プル動作例の説
明図（ａ）（ｂ）（ｃ）である。
【符号の説明】
【００６６】
１…中央制御部、２ａ…各種プログラム、４…フラッシュメモリ、５…アンテナ、６…無
線ネットワークインタフェース、７…ディスプレイドライバ、８…ディスプレイ、９…音
声処理部、１０…遠隔制御装置、１１…マイク、１２…スピーカ、１３…操作部、１４…
アンテナ、１５…近距離無線通信部、１７…入出力インタフェース、１８…発光部、１９
…受光部、２０…サーバ、２３…ネットワーク、２５…データベース、２７…トリガキー
、２９…カメラ部、３０ａ～３０ｎ…制御対象機器、３１…発光部、３２…受光部、１０
１…機器識別情報受信部、１０２…機器識別情報検出部、１０３…記憶部、１０４…検索
部、１０５…命令生成部、１０６…制御情報受信部、１０７…制御情報要求部、１０８…
命令送信部、１９１…受信部、２０１…要求受信部、２０３…機器制御情報送信部、２０
５…制御情報格納部、３０１…中央制御部、３０３ａ…各種プログラム、３０４…ディス
プレイドライバ、３０５…ディスプレイ、３０６…ネットワークインタフェース、３０７
…入出力インタフェース、３０８…フラッシュメモリ、３０９…受光部、３１０…バス、
３１１…アンテナ、３１２…放送受信部、３１３…音声処理部、３１４…スピーカ、３１
５…発光部、３２１…受信部、３２３…発信部、３２５…制御部、３２７…個別処理部
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