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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面上に複数の操作子を所定のサイズで表示し、所定の機器を操作させる機能を当
該複数の操作子に対して表示させる表示制御手段と、
　上記表示画面上において上記操作子に対し選択された頻度の多い順に優先順位をつけ上
記優先順位の高い上記操作子から順に大きいサイズ及び座標位置を決定し、かつ決定され
た操作子の中心位置とユーザが上記表示画面上に触れた座標位置とのずれをベクトルで表
したずれベクトルを生成するベクトル生成手段と、
　上記ベクトル生成手段により生成された上記ずれベクトルの示す座標位置へ上記操作子
の中心位置を移動することにより上記操作子の位置を変更する位置変更手段と、
　上記位置変更手段により上記操作子の中心位置を上記ずれベクトルの示す座標位置へ変
更した結果、当該操作子が上記表示画面上においてすでに存在している他の操作子と重な
るか否かを判定し、重なると判定された場合には、当該操作子が上記他の操作子と互いに
重ならなくなるまで当該操作子の位置及び面積を補正する補正制御手段と
　を具える入力操作装置。
【請求項２】
　上記補正制御手段は、次に選択される操作子に対して順次上記ベクトルが示す位置へ上
記操作子の中心位置を移動する
　請求項１に記載の入力操作装置。
【請求項３】
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　表示画面上に複数の操作子を所定のサイズで表示し、所定の機器を操作させる機能を当
該複数の操作子に対して表示させる表示制御ステップと、
　上記表示画面上において上記操作子に対し選択された頻度の多い順に優先順位をつけ上
記優先順位の高い上記操作子から順に大きいサイズ及び座標位置を決定し、かつ決定され
た操作子の中心位置とユーザが上記表示画面上に触れた座標位置とのずれをベクトルで表
したずれベクトルを生成するベクトル生成ステップと、
　上記ベクトル生成ステップにより生成された上記ずれベクトルの示す座標位置へ上記操
作子の中心位置を移動することにより上記操作子の位置を変更する位置変更ステップと、
　上記位置変更ステップにより上記操作子の中心位置を上記ずれベクトルの示す座標位置
へ変更した結果、当該操作子が上記表示画面上においてすでに存在している他の操作子と
重なるか否かを判定し、重なると判定された場合には、当該操作子が上記他の操作子と互
いに重ならなくなるまで当該操作子の位置及び面積を補正する補正制御ステップと
　を具える入力操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は入力操作装置に関し、例えばタッチパネル機能付きの表示パネルから操作情報
を入力する入力操作装置及び入力操作方法に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、タッチパネル機能付きの表示パネルを有する入力装置においては、ユーザが、表
示パネルに表示されている複数のアイコンのうち、所望のアイコンを選択して触れること
により、当該アイコンに割り当てられている機能を操作対象の装置に指示するようになさ
れている。この入力装置では、ユーザの操作によって表示内容を変更し得るようにしたり
、アイコンをグループ化してなるメニューを階層的に表示することにより、操作性を向上
している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところでかかる構成の入力装置においては、操作対象の装置が多機能化することに伴っ
て、アイコンの数が増加したり、メニューの階層が深くなってきており、また装置本体の
小型化が進められていることもあって、操作が複雑になっている。
【０００４】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、従来に比して一段と使い勝手を向上し得
る入力操作装置及び入力操作方法を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる課題を解決するため本発明においては、表示画面上に複数の操作子を所定のサイ
ズで表示し、所定の機器を操作させる機能を当該複数の操作子に対して表示させる表示制
御手段と、表示画面上において操作子に対し選択された頻度の多い順に優先順位をつけ優
先順位の高い操作子から順に大きい面積及び座標位置を決定し、かつ決定された操作子の
中心位置とユーザが表示画面上に触れた座標位置とのずれをベクトルで表したずれベクト
ルを生成するベクトル生成手段と、ベクトル生成手段により生成されたずれベクトルの示
す座標位置へ操作子の中心位置を移動することにより操作子の位置を変更する位置変更手
段と、位置変更手段により操作子の中心位置をずれベクトルの示す座標位置へ変更した結
果、表示画面上においてすでに存在している他の操作子と重なるか否かを判定し、重なる
と判定された場合には、当該操作子が上記他の操作子と互いに重ならなくなるまで当該操
作子の位置及び面積を補正する補正制御手段とを設けるようにした。
【０００６】
　この結果ユーザが触れた位置に対して表示されている操作子とのずれをベクトルで表し



(3) JP 4788687 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

たずれベクトルに基づいて、表示画面上に表示される操作子の位置を変更することにより
、操作子を選択する場合にユーザにとって操作し易い位置に表示するとともに操作子が互
いに重ならないよう補正することができるので、ユーザにとって触れやすく入力しやすい
位置に操作子を表示することができる。
【発明の効果】
【０００７】
　上述のように本発明によれば、ユーザが触れた位置に対して表示されている操作子との
ずれをベクトルで表したずれベクトルに基づいて、表示画面上に表示される操作子の位置
を変更することにより、操作子を選択する場合にユーザにとって操作し易い位置に表示す
るとともに操作子が互いに重ならないよう補正することができるので、ユーザに対して触
れやすく入力しやすい位置に操作子を表示することができ、かくして従来に比して一段と
使い勝手を向上し得る入力操作装置を実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【０００９】
　図１において、１は全体としてリモートコマンダ（遠隔操作装置）を示し、ユーザの操
作に応じて、操作対象である図示しないビデオテープレコーダ（ＶＴＲ：Video Tape Rec
order ）を動作させるようになされている。このリモートコマンダ１は、操作情報を入力
する入力手段としてタッチパネル機能付きの表示パネル２を有している。表示パネル２は
、図２に示すように、各種アイコン３を表示するようになされており、具体的にはＶＴＲ
の電源のオン・オフ動作を指示するオン・オフアイコン３Ａ、ビデオテープに映像の記録
を指示する記録アイコン３Ｂ、ＶＴＲの動作の停止を指示する停止アイコン３Ｃ、ビデオ
テープの巻戻しを指示する巻戻しアイコン３Ｄ、ビデオテープの再生を指示する再生アイ
コン３Ｅ、ビデオテープの早送りを指示する早送りアイコン３Ｆを表示している。
【００１０】
　この状態において、ユーザが、表示パネル２に表示されている複数のアイコン３Ａ～３
Ｆのうち所望のアイコン３を選択して触れると、表示パネル２は、選択されたアイコン３
に応じた機能の機能選択信号Ｓ１を制御部５に送出する。制御部５は、リモートコマンダ
１全体を制御するものであり、表示パネル２から供給された機能選択信号Ｓ１をＩＲ（In
frared Radiation）発信部６に送出する。ＩＲ発信部６は、この機能選択信号Ｓ１に応じ
た赤外線信号ＩＲ１を生成し、これをＶＴＲ（図示せず）に向けて発信する。ＶＴＲは、
この赤外線信号ＩＲ１を受光することにより、その受光結果に応じた動作を行うようにな
されている。
【００１１】
　ここで図３は、ユーザの操作によって複数のアイコン３Ａ～３Ｆのうち所望のアイコン
３が順次選択されていく状態遷移図を示す。ユーザは、まずリモートコマンダ１のオン・
オフアイコン３Ａを選択してＶＴＲの電源を投入する。この状態において、ユーザは、複
数のアイコン３Ａ～３Ｆのうち、オン・オフアイコン３Ａ、再生アイコン３Ｅ、早送りア
イコン３Ｆ、巻戻しアイコン３Ｄ、記録アイコン３Ｂを選択する可能性があるのに対して
、停止アイコン３Ｃを選択する可能性はない。ＶＴＲの電源を投入しただけで、ＶＴＲが
動作していないことから、この状態で停止アイコン３Ｃを選択する可能性はないからであ
る。
【００１２】
　このうち例えば再生アイコン３Ｅを選択すると、ＶＴＲは次の状態に遷移する。この状
態において、ユーザは、複数のアイコン３Ａ～３Ｆのうち、オン・オフアイコン３Ａ、停
止アイコン３Ｃ、早送りアイコン３Ｆ、巻戻しアイコン３Ｄを選択する可能性があるのに
対して、再生アイコン３Ｅ、記録アイコン３Ｂを選択する可能性はない。
【００１３】
　このようにリモートコマンダ１では、複数のアイコン３Ａ～３Ｆのうち所望のアイコン
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３が選択されている状態において、次に選択されるアイコン３の範囲を限定することがで
きる。図４は、このようなアイコン３の選択範囲を示し、前回選択されたアイコン３から
今回選択される可能性のあるアイコン３の範囲を表している。
【００１４】
　具体的には、ユーザは、前回オン・オフアイコン３Ａを選択した場合には、今回は、オ
ン・オフアイコン３Ａ、再生アイコン３Ｅ、記録アイコン３Ｂ、早送りアイコン３Ｆ、巻
戻しアイコン３Ｄを選択する可能性があるのに対して、停止アイコン３Ｃを選択する可能
性はない。またユーザは、前回停止アイコン３Ｃを選択した場合には、今回は、オン・オ
フアイコン３Ａ、再生アイコン３Ｅ、記録アイコン３Ｂ、早送りアイコン３Ｆ、巻戻しア
イコン３Ｄを選択する可能性があるのに対して、停止アイコン３Ｃを選択する可能性はな
い。
【００１５】
　以下、同様にユーザは、前回再生アイコン３Ｅを選択した場合には、今回は、オン・オ
フアイコン３Ａ、停止アイコン３Ｃ、早送りアイコン３Ｆ、巻戻しアイコン３Ｄを選択す
る可能性があり、前回記録アイコン３Ｂを選択した場合には、今回は、停止アイコン３Ｃ
を選択する可能性がある。
【００１６】
　またユーザは、前回早送りアイコン３Ｆを選択した場合には、今回は、オン・オフアイ
コン３Ａ、停止アイコン３Ｃ、再生アイコン３Ｅ、巻戻しアイコン３Ｄを選択する可能性
があり、前回巻戻しアイコン３Ｄを選択した場合には、今回は、オン・オフアイコン３Ａ
、停止アイコン３Ｃ、再生アイコン３Ｅ、早送りアイコン３Ｆを選択する可能性がある。
【００１７】
　このようなアイコン３の選択範囲を示す状態遷移データは、状態遷移記憶部７に予め記
憶されており、必要に応じて当該状態遷移記憶部７から読み出されるようになされている
。
【００１８】
　ところで制御部５は、表示パネル２から供給された機能選択信号Ｓ１を、ＩＲ発信部６
に送出すると共に割り付け変更部８を介して頻度記憶部９に送出するようになされている
。このようにして頻度記憶部９は、ユーザが所望のアイコン３を選択する毎に順次供給さ
れる機能選択信号Ｓ１に基づいて、前回選択されたアイコン３と今回選択されたアイコン
３の組み合わせが、これまで何回行われたかを示す頻度分布（以下、これを機能頻度分布
と呼ぶ）を作成して記憶すると共に、機能選択信号Ｓ１が供給される毎にこの機能頻度分
布を更新する。
【００１９】
　これにより頻度記憶部９は、ユーザが使用開始時から所定の回数以上アイコン３を選択
する動作を行うと、図５に示すような機能頻度分布を生成する。このユーザの場合、例え
ば前回停止アイコン３Ｃが選択され、次に再生アイコン３Ｅが選択された回数は４回であ
ることを示している。また、このユーザはオン・オフアイコン３Ａを選択して電源を切る
前に、停止アイコン３Ｃを選択してＶＴＲ（図示せず）を停止させていることがわかり、
このユーザがアイコン３を選択する際の選択順の特徴を把握することができる。
【００２０】
　ところで表示パネル２の表示画面は、図６に示すように、図中矢印Ｘ方向に６分割され
ると共に、矢印Ｙ方向に４分割され、合計２４分割されている。頻度記憶部９は、図７に
示すように、ユーザが所望のアイコン３を選択する毎に順次供給される機能選択信号Ｓ１
に基づいて、表示パネル２の表示画面のうち、どの位置が何回触れられたかを示す頻度分
布（以下、これを位置頻度分布と呼ぶ）を生成する。このユーザは、これまでにＸＹ座標
（５、４）で示される位置を８回触れていることがわかり、ＸＹ座標が大きい位置に配置
されているアイコン３を選択する可能性が高いことを示している。
【００２１】
　割り付け変更部８は、頻度記憶部９から機能頻度分布及び位置頻度分布を読み出し、当
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該機能頻度分布及び位置頻度分布に基づいて、表示する各アイコン３Ａ～３Ｆの面積及び
位置をそれぞれ決定することにより割り付け変更信号Ｓ２を生成し、これを制御部５に与
える。制御部５は、各アイコン３Ａ～３Ｆをそれぞれ割り付け変更信号Ｓ２に基づく面積
及び位置によって表示パネル２に表示する。
【００２２】
　ここで例えば前回オン・オフアイコン３Ａが選択された場合に行われるアイコン３Ａ～
３Ｆの面積の決定について説明する。この場合、図５に示すように、次に選択される可能
性のあるアイコン３は、オン・オフアイコン３Ａ、再生アイコン３Ｅ、記録アイコン３Ｂ
、早送りアイコン３Ｆ、巻戻しアイコン３Ｄのいずれかであり、これまでに選択された回
数はそれぞれ「１、１、０、０、４」である。
【００２３】
　割り付け変更部８は、これまでに選択された回数が多い順、すなわち巻戻しアイコン３
Ｄ、オン・オフアイコン３Ａ、再生アイコン３Ｅ、記録アイコン３Ｂ、早送りアイコン３
Ｆの順にそれぞれ優先順位Ｆ１～Ｆ４をつけると共に、それぞれの頻度ｆ１～ｆ５を「４
、１、１、０、０」とする。
【００２４】
　そこで割り付け変更部８は、巻戻しアイコン３Ｄ、オン・オフアイコン３Ａ、再生アイ
コン３Ｅ、記録アイコン３Ｂ、早送りアイコン３Ｆそれぞれが次に選択される確率ｐｉを
、次式
【００２５】
【数１】

【００２６】
によって求める。ここで、Ｃｎは選択し得るアイコン数（この場合は５）である。またＷ
ｃは、選択し得るアイコン数Ｃｎから求められる確率と機能頻度分布から求められる確率
との重み付けを行う係数（この場合は0.5）であり、この重み付け係数Ｗｃを大きくする
と、機能頻度分布から求められる確率の影響が大きくなる一方、小さくすると、選択し得
るアイコン数Ｃｎから求められる確率の影響が大きくなる。因みに、重み付け係数Ｗｃを
１にすると、これまでに選択されなかったアイコン３は、次に選択され得る候補から削除
される。
【００２７】
　そして割り付け変更部８は、巻戻しアイコン３Ｄ、オン・オフアイコン３Ａ、再生アイ
コン３Ｅ、記録アイコン３Ｂ、早送りアイコン３Ｆそれぞれに割り付ける割り付け面積Ｓ

ｉを、次式
【００２８】

【数２】

【００２９】
によって求める。ここでＳａｌｌは、アイコン３に割り付けることが可能な総面積を示す
。因みに、アイコン３は必ずしも表示画面全体に割り付ける必要はないので、総面積Ｓａ

ｌｌとしては、表示画面全体の面積２４のうちの一部（例えば１５）が設定される。
【００３０】
　次いでアイコン３Ａ～３Ｆの位置の決定について説明する。図７に示すように、最もユ
ーザにとって触れ易い位置は、ＸＹ座標が（５、４）及び（６、４）付近であることがわ
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かる。これにより割り付け変更部８は、最も高い優先順位Ｆ１の巻戻しアイコン３Ｄを、
ＸＹ座標が（５、３）、（５、４）、（６、３）、（６、４）付近の位置に割り付けるこ
とを決定する。
【００３１】
　この後、割り付け変更部８は、２番目に高い優先順位Ｆ２のオン・オフアイコン３Ａを
、同じく２番目に触れ易い領域であるＸＹ座標（３、２）、（３、３）、（４、２）、（
４、３）付近の位置に割り付ける。その際、割り付け変更部８は、仮に割り付けられたオ
ン・オフアイコン３Ａが、既に割り付けられている巻戻しアイコン３Ｄに重なる場合には
、まだ割り付けられていない位置の中から、オン・オフアイコン３Ａを割り付ける位置を
決定したり、その面積を小さく変更したりするなどして、オン・オフアイコン３Ａの割り
付ける位置を補正する。
【００３２】
　以下、同様にして割り付け変更部８は、優先順位Ｆの高いものから順に、残りの再生ア
イコン３Ｅ、記録アイコン３Ｂ、早送りアイコン３Ｆを割り付ける位置を順次決定してい
く。このようにして割り付け変更部８は、頻度記憶部９に記憶されている機能頻度分布及
び位置頻度分布に応じて、表示するアイコン３の面積及び位置を順次決定していくことに
より、図８に示すような画面の表示パネル２を生成する。これにより、次に選択される可
能性が最も高い巻戻しアイコン３Ｄは、最も広い面積であって、かつ最も触れ易い位置に
表示されていることがわかる。
【００３３】
　ここで割り付け変更部８によるアイコン３の割り付け変更手順について図９に示すフロ
ーチャートを用いて説明する。まずステップＳＰ１から入ったステップＳＰ２において、
割り付け変更部８は、頻度記憶部９から前回選択されたアイコン３を読み出す。ステップ
ＳＰ３において、割り付け変更部８は、状態遷移記憶部７からアイコン３の選択範囲を示
す状態遷移データを読み出し、当該状態遷移データから次に選択し得るアイコン３の候補
を抽出する。
【００３４】
　ステップＳＰ４において、割り付け変更部８は、ユーザが使用開始時から所定の回数以
上アイコン３を選択する動作を行ったか否かを判定し、その結果、所定の回数以上アイコ
ン３を選択する動作を行った場合にはステップＳＰ５に移行し、所定の回数以上行ってい
ない場合にはステップＳＰ６に移って処理を終了する。
【００３５】
　ステップＳＰ５において、割り付け変更部８は、頻度記憶部９に記憶されている機能頻
度分布に基づいて、次に選択される可能性のあるアイコン３に優先順位Ｆをつける。ステ
ップＳＰ７において、割り付け変更部８は、次に選択される可能性のあるアイコン３の候
補の中から、優先順位の高いものを順に選択する。
【００３６】
　ステップＳＰ９において、割り付け変更部８は、アイコン３の候補が残っているか否か
判定し、その結果、アイコン３の候補が残っている場合にはステップＳＰ９に移行し、残
っていない場合にはステップＳＰ６に移って処理を終了する。ステップＳＰ８において、
割り付け変更部８は、選択されたアイコン３の面積及び位置を決定し、決定後は、ステッ
プＳＰ７に移行する。
【００３７】
　続いてアイコン３の面積及び位置を決定する決定手順（ステップＳＰ９）について図１
０に示すフローチャートを用いて説明する。ステップＳＰ１０から入ったステップＳＰ１
１において、割り付け変更部８は、機能頻度分布に基づいてアイコン３を表示パネル２に
表示する際の面積を決定する。ステップＳＰ１２において、割り付け変更部８は、位置頻
度分布に基づいてアイコン３を表示パネル２に表示する際の位置を決定する。
【００３８】
　ステップＳＰ１３において、割り付け変更部８は、アイコン３が既に割り付けられてい
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るアイコン３に重なるか否か判定する。その結果、重なる場合にはステップＳＰ１４に移
行し、重ならない場合にはステップＳＰ１５に移行する。ステップＳＰ１４において、割
り付け変更部８は、アイコン３の割り付ける位置を補正した後、再度ステップＳＰ１３に
戻って動作を繰り返す。ステップＳＰ１５において、割り付け変更部８は、決定された面
積及び位置に応じてアイコン３を表示する。
【００３９】
　この状態において、ユーザが、表示パネル２に表示されているアイコン３のうち所望の
ものを選択すると、割り付け変更部８は、ステップＳＰ１６において、選択したアイコン
３の頻度に１を加えて機能頻度分布を更新すると共に、ステップＳＰ１７において、触れ
た位置の座標の頻度に１を加えて位置頻度分布を更新する。次にステップＳＰ１８に移っ
て処理を終了する。
【００４０】
　以上の構成において、リモートコマンダ１は、ユーザによって所望のアイコン３が選択
されると、次に選択し得るアイコン３のうち、選択される可能性の高いアイコン３から順
に、ユーザにとって触れ易くかつ大きい面積で表示パネル３に順次割り付けて表示してい
くことにより、次に選択される可能性の高いアイコン３をユーザにとって選択し易い状態
で表示することができる。
【００４１】
　以上の構成によれば、ユーザによって選択されたアイコン３に応じて各アイコン３の表
示パネル２に対する割り付けを変更することにより、表示パネル２に表示される各アイコ
ン３をユーザにとって操作し易い状態で表示することができ、かくして従来に比して一段
と使い勝手を向上し得る。
【００４２】
　なお上述の実施の形態においては、本発明をＶＴＲのリモートコマンダ１に適用した場
合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えばテレビジョン（ＴＶ）受像機のリモ
ートコマンダ（以下、これをＴＶリモートコマンダと呼ぶ）のような他の種々のリモート
コマンダに本発明を広く適用し得る。
【００４３】
　例えば図１１に示すように、ＴＶリモートコマンダは、表示パネル２０に、円形状の１
チャンネルアイコン２１Ａ、３チャンネルアイコン２１Ｂ、４チャンネルアイコン２１Ｃ
、６チャンネルアイコン２１Ｄ、８チャンネルアイコン２１Ｅ、１０チャンネルアイコン
２１Ｆ、１２チャンネルアイコン２１Ｇをそれぞれ同一面積で等間隔に表示している。
【００４４】
　この状態において、ユーザがチャンネルを所定回数（例えば１００回）選局すると、Ｔ
Ｖリモートコマンダは、図１２に示すように、どのチャンネルが何回選局されたかを示す
頻度分布（以下、これをチャンネル頻度分布と呼ぶ）を生成する。この場合、１チャンネ
ルアイコン２１Ａ、３チャンネルアイコン２１Ｂ、４チャンネルアイコン２１Ｃ、６チャ
ンネルアイコン２１Ｄ、８チャンネルアイコン２１Ｅ、１０チャンネルアイコン２１Ｆ、
１２チャンネルアイコン２１Ｇがそれぞれ選局された回数は、「１０、４、１４、１５、
２８、１８、１１」である。
【００４５】
　そしてＴＶリモートコマンダは、これまでに選択された回数の多い順に優先順位をつけ
、当該優先順位の順に各アイコン２１の面積及び位置を決定する。すなわち、ＴＶ受像機
のリモートコマンダは、優先順位の高いアイコン２１から順に大きい面積を各アイコン２
１に割り付けると共に、図１３に示すように、アイコン２１を表示する領域うち、ユーザ
によって触れられた位置が、当該アイコン２１の中心Ｐ１からどれだけずれているかを示
すずれベクトルを決定し、このずれベクトルが示す位置Ｐ２にアイコン２１の中心を移動
させることにより、アイコン２１全体の位置を補正するようになされている。そしてＴＶ
リモートコマンダは、このような処理を各アイコン２１に順次施すことにより、図１４に
示すような表示画面を生成する。
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【００４６】
　ここでアイコン２１の面積及び位置を決定する決定手順について図１５に示すフローチ
ャートを用いて説明する。まずステップＳＰ３０から入ったステップＳＰ３１において、
ＴＶリモートコマンダは、これまでに選局された頻度からアイコン２１の面積を決定する
。ステップＳＰ３２において、ＴＶリモートコマンダは、算出されたずれベクトルからア
イコン２１の位置を決定する。
【００４７】
　ステップＳＰ３３において、ＴＶリモートコマンダは、面積及び位置を決定したアイコ
ン２１が、既に割り付けられているアイコン２１と重なるか否か判定する。その結果、ス
テップＳＰ３４において、既に割り付けられているアイコン２１と重なる場合にはステッ
プＳＰ３５に移行する一方、重ならない場合にはステップＳＰ３６に移って処理を終了す
る。ステップＳＰ３５において、ＴＶリモートコマンダは、アイコン２１の面積及び位置
を補正した後、ステップＳＰ３３に移って上述の動作を繰り返す。
【００４８】
　また上述の実施例においては、本発明をタッチパネル機能付きの表示パネル２に適用し
た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば図１との対応部分に同一符号を
付して示す図１６に示すように、操作表示部３１に表示手段を有する操作ボタン３２Ａ～
３２Ｆを形成し、次に選択し得る操作ボタン３２のみを点灯すると共に、残りの操作ボタ
ン３２は無効にしても上述と同様の効果を得ることができる。
【００４９】
　また上述の実施の形態においては、予め決められた状態遷移データを状態遷移記憶部７
に記憶した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、所定回数アイコン３を選択す
る動作を行った後、頻度機能分布に基づいて状態遷移データの内容を必要に応じて変更す
るようにしても良い。
【００５０】
　また上述の実施の形態においては、前回選択されたアイコン３に応じてアイコン３の割
り付けを変更した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば前回及び２回前
に選択されたアイコン３に応じてアイコン３の割り付けを変更しても良く、要は、これま
でのアイコン３の操作履歴からアイコン３の割り付けを変更すれば良い。
【００５１】
　また上述の実施の形態においては、アイコン３を所定回数選択することによって機能頻
度分布を生成した場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ユーザによって予め決
められた一定の機能頻度分布を作成しておき、これを頻度記憶部９に記憶しても良い。
【００５２】
　また上述の実施の形態においては、各アイコン３がそれぞれ次に選択される確率Ｐｉを
上述の（１）式によって求めた場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば各
アイコン３がそれぞれ次に選択される確率ｐｉを、次式
【００５３】
【数３】

【００５４】
によって求めても良い。ここでＣｆｉは、予め設定されている定数であり、リモートコマ
ンダ１を使用する頻度が増加することに連動して、確率ｐｉに影響を与える度合いが小さ
くなる。
【００５５】
　また上述の実施の形態においては、リモートコマンダ１によってＶＴＲを操作した場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば表示パネル２に表示画面を切り換える
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【００５６】
　また上述の実施の形態においては、１人のユーザによってリモートコマンダ１を操作す
る場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば表示パネル２に表示画面を切り
換える切換アイコンを設けることによって、リモートコマンダを複数のユーザが使用して
も良い。
【００５７】
　さらに上述の実施の形態においては、本発明をリモートコマンダ１に適用した場合につ
いて述べたが、本発明はこれに限らず、要は、複数の操作子の中から所望のものを選択す
るような入力操作装置に本発明を広く適用し得る。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明によるリモートコマンダの一実施の形態を示すブロック図である。
【図２】表示パネルの初期画面を示す略線図である。
【図３】リモートコマンダの操作による状態遷移図を示す略線図である。
【図４】アイコンの選択範囲を示す図表である。
【図５】選択された機能の頻度分布を示す図表である。
【図６】表示パネルのＸＹ座標を示す略線図である。
【図７】選択された位置の頻度分布を示す図表である。
【図８】表示パネルの変更画面を示す略線図である。
【図９】割り付け変更手順を示すフローチャートである。
【図１０】アイコンの面積及び位置の決定手順を示すフローチャートである。
【図１１】他の実施の形態による表示パネルの初期画面を示す略線図である。
【図１２】選択されたチャンネルの頻度分布を示す図表である。
【図１３】ずれベクトルの決定を示す略線図である。
【図１４】他の実施の形態による表示パネルの変更画面を示す略線図である。
【図１５】他の実施の形態によるアイコンの面積及び位置の決定手順を示すフローチャー
トである。
【図１６】他の実施の形態によるリモートコマンダの構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１……リモートコマンダ、２……表示パネル、３……アイコン、５……制御部、６……
ＩＲ発信部、７……状態遷移記憶部、８……割り付け変更部、９……頻度記憶部。
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