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(57)【要約】
【課題】電源部からの電力の供給と供給停止とを切り替
えるスイッチを備えるリモコン装置およびリモコンシス
テムにおいて、非使用時の電力消費の低減を図りつつ、
使用時に確実に電力を供給する状態が維持され、操作機
能を発揮させることが可能なリモコン装置およびリモコ
ンシステムを提供する。
【解決手段】このリモコン装置１０では、リモコン装置
１０本体に電力を供給する電源部１５と、正面１０ａ（
操作面）に配置され、ユーザによる操作を受け付ける操
作部１１と、ユーザが把持する位置に配置され、ユーザ
がリモコン装置１０本体を把持することによりオン状態
になるとともに、オン状態で使用時に電源部１５から電
力を供給するスイッチ１２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】
　リモコン装置本体に電力を供給する電源部と、
　操作面に配置され、ユーザによる操作を受け付ける操作部と、
　ユーザが把持する位置に配置され、ユーザが前記リモコン装置本体を把持することによ
りオン状態になるとともに、オン状態で前記電源部から電力を供給するスイッチとを備え
た、リモコン装置。
【請求項２】
　前記スイッチは、前記操作面とは反対側に位置する背面に配置されており、
　前記スイッチの外周部の少なくとも一部を囲むとともに前記背面から突出するように設
けられた脚部をさらに備え、
　前記脚部の前記背面からの突出高さは、前記スイッチがオン状態になるのに必要な前記
スイッチの前記背面からの突出高さよりも大きい、請求項１に記載のリモコン装置。
【請求項３】
　前記脚部の前記背面からの突出高さは、前記スイッチの前記背面からの最大突出高さ以
上である、請求項２に記載のリモコン装置。
【請求項４】
　前記スイッチは、前記操作面とは反対側に位置する背面に配置されるとともに、前記背
面の面積の半分以上の領域にわたって配置されている、請求項１～３のいずれか１項に記
載のリモコン装置。
【請求項５】
　前記リモコン装置本体の傾きを検知するためのセンサ部をさらに備え、
　ユーザにより把持された状態での前記リモコン装置本体の傾きに応じた前記センサ部か
らの出力信号に基づいて操作対象機器を操作可能に構成されており、
　前記スイッチは、前記センサ部と接続されるとともに、ユーザが前記リモコン装置本体
を把持しない時に、前記電源部から前記センサ部への電力の供給が停止されるように構成
されている、請求項１～４のいずれか１項に記載のリモコン装置。
【請求項６】
　前記スイッチは、押しボタンスイッチを含み、
　前記操作面とは反対側に位置する背面に配置されるとともに、押し込み動作に必要な力
が前記リモコン装置本体の有する自重よりも小さく、ユーザが前記リモコン装置本体を把
持した時に前記リモコン装置本体の有する自重により押し込み動作が可能なように構成さ
れている、請求項１～５のいずれか１項に記載のリモコン装置。
【請求項７】
　操作対象機器と、
　前記操作対象機器を操作可能なリモコン装置とを備え、
　前記リモコン装置は、
　前記リモコン装置本体に電力を供給する電源部と、
　操作面に配置され、ユーザによる操作を受け付ける操作部と、
　ユーザが把持する位置に配置され、ユーザが前記リモコン装置本体を把持することによ
りオン状態になるとともに、オン状態で前記電源部から電力を供給するスイッチとを含み
、
　前記操作対象機器は、前記リモコン装置から送信される制御信号を受信するとともに、
前記制御信号に対応して動作するように構成されている、リモコンシステム。
【請求項８】
　前記リモコン装置の前記スイッチは、前記操作面とは反対側に位置する背面に配置され
ており、
　前記スイッチの外周部の少なくとも一部を囲むとともに前記背面から突出するように設
けられた脚部をさらに備え、
　前記脚部の前記背面からの突出高さは、前記スイッチがオン状態になるのに必要な前記
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スイッチの前記背面からの突出高さよりも大きい、請求項７に記載のリモコンシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、リモコン装置およびリモコンシステムに関し、特に、電源部からの電力の
供給（オン状態）と供給停止（オフ状態）とを切り替えるスイッチを備えるリモコン装置
およびリモコンシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電源部からの電力の供給と供給停止とを切り替えるスイッチを備えるリモコン装
置などが知られている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、操作面に配列された操作用ボタンの操作内容に応じたリモコン出
力信号を出力するリモコン出力信号素子と、このリモコン出力信号素子に電力を供給する
電源部と、電源部とリモコン出力信号素子とを電気的に接続する電源ラインの導通／非導
通を切り替える電源スイッチとを備えたリモコン送信機（リモコン装置）が開示されてい
る。このリモコン送信機では、ユーザにより電源スイッチが押下された場合に電源部から
リモコン出力信号素子への電力供給が停止されるとともに、ユーザにより電源スイッチの
押下が解除された場合に電源部からリモコン出力信号素子への電力供給が再開（開始）さ
れるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－３５５１５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載のリモコン送信機では、電源スイッチが押下され
た場合に電源部からの電力の供給が停止されるため、ユーザがリモコン送信機を使用して
いる最中にユーザの指などが電源スイッチに不意に触れるとともに電源スイッチを不用意
に押下した場合には、電力の供給が停止してしまいリモコン送信機が操作不能に陥る虞が
あるという問題点がある。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、電源部からの電力の供給と供給停止とを切り替えるスイッチを備えるリモコン
装置およびリモコンシステムにおいて、非使用時の電力消費の低減を図りつつ、使用時に
確実に電力を供給する状態が維持され、操作機能を発揮させることが可能なリモコン装置
およびリモコンシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明の第１の局面によるリモコン装置は、リモコン装置本体に電力を供給する電源
部と、操作面に配置され、ユーザによる操作を受け付ける操作部と、ユーザが把持する位
置に配置され、ユーザがリモコン装置本体を把持することによりオン状態になるとともに
、オン状態で使用時に電源部から電力を供給するスイッチとを備える。
【０００８】
　この発明の第１の局面によるリモコン装置では、上記のように、ユーザが把持する位置
に配置され、ユーザがリモコン装置本体を把持することによりオン状態になるとともに、
オン状態で電源部から電力を供給するスイッチを備えることによって、ユーザがリモコン
装置を把持して使用する際に、必ずスイッチをオン状態にすることができるので、確実に
電源部からリモコン装置へ電力を供給する状態を維持することができる。これにより、ユ
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ーザによる使用とともにリモコン装置の操作機能を発揮させることができる。また、ユー
ザがリモコン装置を把持しない場合には、スイッチがオフ状態になるので、電源部からの
電力の供給が停止される分、リモコン装置における電力の消費を低減することができる。
【０００９】
　上記第１の局面によるリモコン装置において、好ましくは、スイッチは、操作面とは反
対側に位置する背面に配置されており、スイッチの外周部の少なくとも一部を囲むととも
に背面から突出するように設けられた脚部をさらに備え、脚部の背面からの突出高さは、
スイッチがオン状態になるのに必要なスイッチの背面からの突出高さよりも大きい。この
ように構成すれば、脚部の背面からの突出高さは、スイッチがオン状態になるのに必要な
スイッチの背面からの突出高さよりも大きいので、机上などの平坦面上にリモコン装置が
置かれた場合に、スイッチが机上などの平坦面によって押圧されることによりオン状態に
切り替わるような誤動作を抑制することができる。
【００１０】
　この場合、好ましくは、脚部の背面からの突出高さは、スイッチの背面からの最大突出
高さ以上である。このように構成すれば、脚部の背面からの突出高さは、スイッチの背面
からの最大突出高さ以上なので、机上などの平坦面上にリモコン装置が置かれた場合に、
スイッチが机上などの平坦面から押圧されることによりオン状態に切り替わるような誤動
作を確実に抑制することができる。
【００１１】
　上記第１の局面によるリモコン装置において、好ましくは、スイッチは、操作面とは反
対側に位置する背面に配置されるとともに、背面の面積の半分以上の領域にわたって配置
されている。このように構成すれば、リモコン装置の背面領域に占めるスイッチの平面積
を大きく確保することができるので、ユーザがリモコン装置を把持した際に確実にスイッ
チをオン状態に切り替えることができる。
【００１２】
　上記第１の局面によるリモコン装置において、好ましくは、リモコン装置本体の傾きを
検知するためのセンサ部をさらに備え、ユーザにより把持された状態でのリモコン装置本
体の傾きに応じたセンサ部からの出力信号に基づいて操作対象機器を操作可能に構成され
ており、スイッチは、センサ部と接続されるとともに、ユーザがスイッチを把持しない時
に、電源部からセンサ部への電力の供給が停止されるように構成されている。このように
構成すれば、電源部からリモコン装置への電力の供給を全て停止する場合と異なり、電源
部から電力消費が比較的多いセンサ部への電力の供給を停止する一方で、電力消費が比較
的多いセンサ部による電力消費を防止しながら、センサ部以外のリモコン装置の構成要素
への電力の供給を維持することができる。これにより、リモコン装置を把持しない時にも
、操作部などのリモコン装置のセンサ部を除いた各構成要素を動作させることができるの
で、リモコン操作が可能となりリモコン装置の利便性を向上させることができる。
【００１３】
　上記第１の局面によるリモコン装置において、好ましくは、スイッチは、押しボタンス
イッチを含み、操作面とは反対側に位置する背面に配置されるとともに、押し込み動作に
必要な力がリモコン装置本体の有する自重よりも小さく、ユーザがリモコン装置本体を把
持した時にリモコン装置本体の有する自重により押し込み動作が可能なように構成されて
いる。このように構成すれば、ユーザがリモコン装置を把持した時に、ユーザがスイッチ
をオン状態にするためにスイッチを積極的に押圧（押下）せずともリモコン装置本体の自
重を利用してスイッチをオン状態にすることができる。これにより、ユーザがリモコン装
置を把持するだけで、自然と電力が投入された状態になるので、ユーザは、リモコン操作
に専念することができる。
【００１４】
　この発明の第２の局面によるリモコンシステムは、操作対象機器と、操作対象機器を操
作可能なリモコン装置とを備え、リモコン装置は、リモコン装置本体に電力を供給する電
源部と、操作面に配置され、ユーザによる操作を受け付ける操作部と、ユーザが把持する
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位置に配置され、ユーザがリモコン装置本体を把持することによりオン状態になるととも
に、オン状態で電源部から電力を供給するスイッチとを含み、操作対象機器は、リモコン
装置から送信される制御信号を受信するとともに、制御信号に対応して動作するように構
成されている。
【００１５】
　この発明の第２の局面によるリモコンシステムでは、上記のように、ユーザが把持する
位置に配置され、ユーザがリモコン装置本体を把持することによりオン状態になるととも
に、オン状態で電源部から電力を供給するスイッチを備えることによって、ユーザがリモ
コン装置を把持して使用する際に、必ずスイッチをオン状態にすることができるので、確
実に電源部からリモコン装置へ電力を供給する状態を維持することができる。これにより
、ユーザによる使用とともにリモコン装置の操作機能を発揮させることができる。また、
ユーザがリモコン装置を把持しない場合には、スイッチがオフ状態になるので、電源部か
らの電力の供給が停止される分、リモコン装置における電力の消費を低減することができ
る。
【００１６】
　上記第２の局面によるリモコンシステムにおいて、好ましくは、リモコン装置のスイッ
チは、操作面とは反対側に位置する背面に配置されており、スイッチの外周部の少なくと
も一部を囲むとともに背面から突出するように設けられた脚部をさらに備え、脚部の背面
からの突出高さは、スイッチがオン状態になるのに必要なスイッチの背面からの突出高さ
よりも大きい。このように構成すれば、脚部の背面からの突出高さは、スイッチがオン状
態になるのに必要なスイッチの背面からの突出高さよりも大きいので、机上などの平坦面
上にリモコン装置が置かれた場合に、スイッチが机上などの平坦面によって押圧されるこ
とによりオン状態に切り替わるような誤動作を抑制することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、上記のように、電源部からの電力の供給と供給停止とを切り替えるス
イッチを備えるリモコン装置およびリモコンシステムにおいて、非使用時の電力消費の低
減を図りつつ、使用時に確実に電力を供給する状態が維持され、操作機能を発揮させるこ
とが可能なリモコン装置およびリモコンシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態によるリモコンシステムの全体構成を示した斜視図である
。
【図２】本発明の第１実施形態によるリモコン装置の背面側の全体構成を示した斜視図で
ある。
【図３】本発明の第１実施形態によるリモコン装置およびこのリモコン装置を使用するリ
モコンシステムの制御構成を示したブロック図である。
【図４】本発明の第１実施形態によるリモコン装置を示した側面図である。
【図５】本発明の第１実施形態によるリモコン装置の使用状態を示した図である。
【図６】本発明の第２実施形態によるリモコン装置の全体構成を示した斜視図である。
【図７】本発明の第２実施形態によるリモコン装置およびこのリモコン装置を使用するリ
モコンシステムの制御構成を示したブロック図である。
【図８】本発明の第３実施形態によるリモコン装置の全体構成を示した斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
　（第１実施形態）
　図１～図５を参照して、本発明の第１実施形態によるリモコン装置１０の構成を説明す
る。
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【００２１】
　本発明の第１実施形態によるリモコン装置１０は、図１に示すように、ユーザによる操
作を受け付ける操作部１１と、電力の供給と供給停止とを切り替えるスイッチ１２と、リ
モコン装置１０の上側（Ｙ２側）に設けられた脚部１ａおよび下側（Ｙ１側）に設けられ
た脚部１ｂを含む脚部１とを備える。また、操作部１１はリモコン装置１０の正面１０ａ
側（Ｚ１側）に設けられている。また、スイッチ１２は、図２に示すように、リモコン装
置１０の背面１０ｂ側（Ｚ２側）に設けられている。なお、正面１０ａは、本発明の「操
作面」の一例である。
【００２２】
　また、リモコン装置１０は、図３に示すように、上記した操作部１１およびスイッチ１
２に加えて、制御部１３と、ジャイロセンサ１４と、電源部１５と、通信部１６とを備え
ている。なお、ジャイロセンサ１４は、本発明の「センサ部」の一例である。
【００２３】
　また、リモコン装置１０による操作対象機器としてのテレビジョン装置４０は、通信部
４１と、制御部４２と、表示画像４３ａおよびカーソル４３ｂを表示可能な表示部４３と
、映像受信部４４とを備えている。また、テレビジョン装置４０は、映像受信部４４によ
り外部から受信した映像を表示部４３に表示するように構成されている。また、テレビジ
ョン装置４０は、リモコン装置１０から送信された所定の操作信号を通信部４１を介して
取得するように構成されている。また、テレビジョン装置４０は、表示部４３の表示画像
４３ａを操作するためのカーソル４３ｂを表示画像４３ａ上に表示するように構成されて
いる。なお、テレビジョン装置４０は、本発明の「操作対象機器」の一例である。また、
リモコン装置１０とテレビジョン装置４０とによって、本発明の「リモコンシステム」が
構成されている。
【００２４】
　また、リモコン装置１０は、制御部１３を介してユーザの指などにより押下された際の
出力信号（操作信号）をテレビジョン装置４０へ発信するように構成されている。詳細に
は、リモコン装置１０は、テレビジョン装置４０の表示部４３の表示画像４３ａ上の選択
操作または決定操作が可能な画像上にカーソル４３ｂが位置する時に、ユーザが操作部１
１を押下することにより選択操作または決定操作を実行可能に構成されている。
【００２５】
　また、スイッチ１２は、制御構成上、制御部１３と電源部１５との間に配置されるよう
に構成されている。また、スイッチ１２は、押しボタン型スイッチであり、電源部１５か
らの電力の供給と供給停止とを切り替える機能を有している。また、スイッチ１２は、ユ
ーザの手などによりＺ１方向（図１参照）に押圧されることにより電源部１５からの電力
の供給を再開（開始）するように構成されている。
【００２６】
　また、制御部１３は、操作部１１と、スイッチ１２と、ジャイロセンサ１４と、通信部
１６とに接続されている。また、制御部１３は、リモコン装置１０の各構成要素の制御を
司るように構成されている。具体的には、制御部１３は、操作部１１が出力した信号を取
得するように構成されている。また、制御部１３は、スイッチ１２を通して電源部１５か
らの電力が供給されるとともに、リモコン装置１０の各構成要素へ電力を分配する制御を
行うように構成されている。また、制御部１３は、後述するジャイロセンサ１４が検知し
たリモコン装置１０の傾きに関する出力信号を取得するように構成されている。また、制
御部１３は、通信部１６を介して、操作部１１と、ジャイロセンサ１４とにより取得した
出力信号をテレビジョン装置４０に送信させる制御を行うように構成されている。
【００２７】
　また、電源部１５は、スイッチ１２を通してリモコン装置１０の各構成要素に電力を供
給するように構成されている。
【００２８】
　ここで、第１実施形態では、スイッチ１２は、図１および図２に示すように、操作部１
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１が配置された正面１０ａとは反対側に位置する背面１０ｂに配置されている。また、ス
イッチ１２は、ユーザの手などによりＺ１方向に押圧されている時にオン状態になるとと
もに、制御部１３（図３参照）を通してリモコン装置１０の各構成要素に電力が供給され
るように構成されている。また、スイッチ１２は、ユーザの手などにより押圧されていな
い時にオフ状態になるとともに、リモコン装置１０の各構成要素への電力の供給が停止さ
れるように構成されている。また、脚部１ａおよび１ｂは、スイッチ１２の外周部に配置
されるとともに、リモコン装置１０の背面１０ｂから離間する方向（Ｚ２方向）へ突出す
るように形成されている。また、脚部１ａおよび１ｂは、一方端部（Ｚ２側）が略平坦形
状を有するように構成されている。また、脚部１ａおよび１ｂは、図４に示すように、脚
部１ａおよび１ｂの背面１０ｂからの突出高さＬ１がスイッチ１２の背面１０ｂからの突
出高さＬ２と略等しくなるように構成されている。また、脚部１ａおよび１ｂは、図５に
示すように、脚部１ａおよび１ｂの背面１０ｂからの突出高さＬ１が、スイッチ１２がオ
ン状態になるのに必要なスイッチ１２の背面１０ｂからの突出高さＬ３よりも大きくなる
ように構成されている。
【００２９】
　また、第１実施形態では、スイッチ１２は、図２に示すように、スイッチ１２のＹ方向
の幅Ｗ１がリモコン装置１０のＹ方向の幅Ｗ２の４分の３以上の長さを有するように構成
されている。また、スイッチ１２は、スイッチ１２のＸ方向の幅Ｗ３がリモコン装置１０
のＸ方向の幅Ｗ４の４分の３以上の長さを有するように構成されている。この場合、スイ
ッチ１２の平面積は、リモコン装置１０の平面積の（３／４）×（３／４）＝９／１６以
上になる。
【００３０】
　また、第１実施形態では、スイッチ１２は、スイッチ１２をオン状態にするのに必要な
押圧力がリモコン装置１０の自重よりも小さくなるように構成されている。したがって、
スイッチ１２は、図５に示すように、リモコン装置１０をユーザが把持した際に、リモコ
ン装置１０の自重によりスイッチ１２が概略Ｚ１方向に自動的に押し込まれるとともに、
オン状態となるように構成されている。
【００３１】
　また、リモコン装置１０のジャイロセンサ１４は、リモコン装置１０の傾きを検知する
ように構成されている。また、ジャイロセンサ１４は、図３に示すように、制御部１３を
介してジャイロセンサ１４が検知したリモコン装置１０の傾きに関する出力信号をテレビ
ジョン装置４０に送信するように構成されている。また、テレビジョン装置４０では、受
信したリモコン装置１０の傾きに関する出力信号に基づいて、テレビジョン装置４０の表
示画像４３ａ上のカーソル４３ｂを表示画像４３ａ上で移動させることが可能に構成され
ている。
【００３２】
　また、通信部１６は、制御部１３から取得した出力信号をテレビジョン装置４０の通信
部４１に送信するように構成されている。詳細には、通信部１６は、操作部１１から出力
された信号とジャイロセンサ１４が検知したリモコン装置１０の傾きに関する出力信号と
を取得するとともに、テレビジョン装置４０の通信部４１に送信するように構成されてい
る。
【００３３】
　第１実施形態では、上記のように、ユーザが把持する位置（背面１０ｂ）に配置され、
ユーザがリモコン装置１０本体を把持することによりオン状態になるとともに、オン状態
で電源部１５から電力を供給するスイッチ１２を備えることによって、ユーザがリモコン
装置１０を把持して使用する際に、必ずスイッチ１２をオン状態にすることができるので
、確実に電源部１５からリモコン装置１０へ電力を供給する状態を維持することができる
。これにより、ユーザによる使用とともにリモコン装置１０の操作機能を発揮させること
ができる。また、ユーザがリモコン装置１０を把持しない場合には、スイッチ１２がオフ
状態になるので、電源部１５からの電力の供給が停止される分、リモコン装置１０におけ
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る電力の消費を低減することができる。
【００３４】
　また、第１実施形態では、上記のように、スイッチ１２は、正面１０ａとは反対側に位
置する背面１０ｂに配置されており、スイッチ１２の外周部の少なくとも一部を囲むとと
もに背面１０ｂから突出するように設けられた脚部１ａおよび１ｂを含む脚部１をさらに
備え、脚部１ａおよび１ｂの背面１０ｂからの突出高さＬ１は、スイッチ１２がオン状態
になるのに必要なスイッチ１２の背面１０ｂからの突出高さＬ３よりも大きい。これによ
り、脚部１ａおよび１ｂの背面１０ｂからの突出高さＬ１は、スイッチ１２がオン状態に
なるのに必要なスイッチ１２の背面１０ｂからの突出高さＬ３よりも大きいので、机上な
どの平坦面上にリモコン装置１０が置かれた場合に、スイッチ１２が机上などの平坦面に
よって押圧されることによりオン状態に切り替わるような誤動作を抑制することができる
。
【００３５】
　また、第１実施形態では、上記のように、脚部１ａおよび１ｂの背面１０ｂ方向への突
出高さＬ１は、スイッチ１２の背面１０ｂからの最大突出高さＬ２と略等しい。これによ
り、脚部１ａおよび１ｂの背面１０ｂからの突出高さＬ１は、スイッチ１２の背面１０ｂ
からの最大突出高さＬ２と略等しいので、机上などの平坦面上にリモコン装置１０が置か
れた場合に、スイッチ１２が机上などの平坦面から押圧されることによりオン状態に切り
替わるような誤動作を確実に抑制することができる。
【００３６】
　また、第１実施形態では、上記のように、スイッチ１２を、正面１０ａとは反対側に位
置する背面１０ｂに配置されるとともに、背面１０ｂの面積の４分の３以上の領域にわた
って配置する。これにより、リモコン装置１０の背面１０ｂの領域に占めるスイッチ１２
の平面積を大きく確保することができるので、ユーザがリモコン装置１０を把持した際に
確実にスイッチ１２をオン状態に切り替えることができる。
【００３７】
　また、第１実施形態では、上記のように、スイッチ１２は、押しボタンスイッチ１２を
含み、正面１０ａとは反対側に位置する背面１０ｂに配置されるとともに、押し込み動作
に必要な力がリモコン装置１０本体の有する自重よりも小さく、ユーザがリモコン装置１
０本体を把持した時にリモコン装置１０本体の有する自重により押し込み動作が可能なよ
うに構成する。これにより、ユーザがリモコン装置１０を把持した時に、ユーザがスイッ
チ１２をオン状態にするためにスイッチ１２を積極的に押圧せずともリモコン装置１０本
体の自重を利用してスイッチ１２をオン状態にすることができる。この結果、ユーザがリ
モコン装置を把持するだけで、自然と電力が投入された状態になるので、ユーザは、リモ
コン操作に専念することができる。
【００３８】
　（第２実施形態）
　次に、図６～図７を参照して、第２実施形態について説明する。この第２実施形態では
、電源部１５と制御部１３の間にスイッチ１２を介在させた上記第１実施形態とは異なり
、制御構成上、制御部１３とジャイロセンサ１４との間にスイッチ２２を配置させる例に
ついて説明する。
【００３９】
　本発明の第２実施形態によるリモコン装置２０は、図６に示すように、操作部２１ａお
よび２１ｂを含む操作部２１と、スイッチ２２と、脚部１とを備える。
【００４０】
　ここで、第２実施形態では、操作部２１は、略円柱形状の操作部２１ａと、操作部２１
ａを中心として略十字状に配置された略三角柱形状の４つの操作部２１ｂとを含む。また
、操作部２１ａは、制御部１３を介してユーザの指などにより押下された際に出力信号を
テレビジョン装置４０へ送信するように構成されている。具体的には、操作部２１ａは、
テレビジョン装置４０の表示画像４３ａ上の選択操作または決定操作が可能な画像上にカ
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ーソル４３ｂが位置する時に、ユーザが操作部１１を押下することにより選択操作または
決定操作を実行可能に構成されている。また、操作部２１ｂは、制御部１３を介してユー
ザが押下したボタンに対応した出力信号をテレビジョン装置４０へ送信するように構成さ
れている。具体的には、操作部２１ｂは、ユーザが押下したボタンに対応した出力信号に
基づいて、テレビジョン装置４０の表示画像４３ａ上のカーソル４３ｂを表示画像４３ａ
上で移動させることが可能に構成されている。
【００４１】
　また、第２実施形態では、図７に示すように、スイッチ２２は、制御部１３とジャイロ
センサ１４との間に配置されている。また、スイッチ２２は、押圧されている時にオン状
態になるとともに、制御部１３を介してジャイロセンサ１４に電力が供給されるように構
成されている。また、スイッチ２２は、押圧されていない時にはオフ状態になるとともに
、ジャイロセンサ１４への電力の供給が停止されるように構成されている。また、電源部
１５は、スイッチ２２がオフ状態の時にジャイロセンサ１４以外のリモコン装置２０の構
成要素へ電力を供給可能に構成されている。
【００４２】
　なお、第２実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００４３】
　第２実施形態では、上記のように、リモコン装置２０本体の傾きを検知するためのジャ
イロセンサ１４を備え、ユーザにより把持された状態でのリモコン装置２０本体の傾きに
応じたジャイロセンサ１４からの出力信号に基づいてテレビジョン装置４０の表示画像４
３ａ上のカーソル４３ｂを操作可能に構成されており、スイッチ２２は、ジャイロセンサ
１４と接続されるとともに、ユーザがスイッチ２２を把持しない時に、電源部１５からジ
ャイロセンサ１４への電力の供給が停止されるように構成する。これにより、電源部１５
からリモコン装置２０への電力の供給を全て停止する場合と異なり、電源部１５から電力
消費が比較的多いジャイロセンサ１４への電力の供給を停止する一方で、電力消費が比較
的多いジャイロセンサ１４による電力消費を防止しながら、ジャイロセンサ１４以外のリ
モコン装置２０の構成要素への電力の供給を維持することができる。これにより、リモコ
ン装置２０を把持しない時にも、操作部２１などのリモコン装置２０のジャイロセンサ１
４を除いた各構成要素を動作させることができるので、リモコン操作が可能となりリモコ
ン装置２０の利便性を向上させることができる。
【００４４】
　なお、第２実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００４５】
　（第３実施形態）
　次に、図３および図８を参照して、第３実施形態について説明する。この第３実施形態
では、スイッチ１２をリモコン装置１０の背面１０ｂ（Ｚ２側の面）に配置した第１実施
形態とは異なり、スイッチ３２（３２ａおよび３２ｂ）をリモコン装置３０の左右（Ｘ１
側およびＸ２側）の側面３０ｃおよび３０ｄに配置する例について説明する。
【００４６】
　本発明の第３実施形態によるリモコン装置３０は、図８に示すように、操作部３１と、
リモコン装置３０の側面３０ｃおよび３０ｄに配置されたスイッチ３２とを備える。また
、スイッチ３２は、Ｘ１側の側面３０ｃに配置されたスイッチ３２ａと、Ｘ２側の側面３
０ｄに配置されたスイッチ３２ｂとを含む。
【００４７】
　ここで、第３実施形態では、スイッチ３２ａおよび３２ｂは、リモコン装置３０の側面
３０ｃおよび３０ｄにスイッチ３２ａおよび３２ｂが互いに対向するように配置されてい
る。また、スイッチ３２は、スイッチ３２ａまたは３２ｂの少なくとも一方が押圧されて
いる時にオン状態になるとともに、制御部１３（図３参照）を介してリモコン装置３０の
各構成要素に電力が供給されるように構成されている。また、スイッチ３２は、スイッチ
３２ａおよび３２ｂの両方が押圧されていない時にはオフ状態になるとともに、リモコン
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装置３０の各構成要素への電力の供給が停止されるように構成されている。これにより、
ユーザがリモコン装置３０を使用する際に、左右どちらの手で把持してもスイッチ３２を
オン状態にすることが可能になる。
【００４８】
　なお、第３実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００４９】
　第３実施形態では、上記のように、ユーザが把持する位置（側面３０ｃおよび３０ｄ）
に配置され、ユーザがリモコン装置３０本体を把持することによりオン状態になるととも
に、オン状態で電源部１５（図３参照）から電力を供給するスイッチ３２ａおよび３２ｂ
を含むスイッチ３２を備えることによって、ユーザがリモコン装置３０を把持して使用す
る際に、必ずスイッチ３２をオン状態にすることができるので、確実に電源部１５からリ
モコン装置３０へ電力を供給する状態を維持することができる。これにより、ユーザによ
る使用とともにリモコン装置３０の操作機能を発揮させることができる。また、ユーザが
リモコン装置３０を把持しない場合には、スイッチ３２がオフ状態になるので、電源部１
５からの電力の供給が停止される分、リモコン装置３０における電力の消費を低減するこ
とができる。
【００５０】
　なお、第３実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００５１】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００５２】
　たとえば、上記第１～第３実施形態では、リモコン装置１０（２０、３０）の形状を略
矩形形状とした例について示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、リモコン
装置１０（２０、３０）の形状は、スイッチ１２（２２、３２）をユーザが把持できる位
置に配置できるような形状であればどのような形状でもよい。たとえば、ユーザが把持す
る位置をユーザが持ちやすいように曲線（曲面）形状としてもよい。
【００５３】
　また、上記第１～第３実施形態では、スイッチ１２（２２、３２）を押しボタン型のス
イッチとした例について示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、スイッチ１
２（２２、３２）を圧力センサなどのセンサにより構成するとともにセンサのオン状態と
オフ状態とを切り替える構成としてもよい。
【００５４】
　また、上記第１および第２実施形態では、スイッチ１２（２２）のＸ方向の幅およびＹ
方向の幅がリモコン装置１０（２０）本体の幅のそれぞれ４分の３以上の長さを有した例
について示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、スイッチ１２（２２）の大
きさは、ユーザが把持した際にスイッチを押圧できる大きさ（平面積）であればどのよう
な大きさでもよい。ただし、スイッチ１２（２２）は、リモコン装置１０（２０）の背面
の平面積の２分の１以上の平面積を有するのが、把持しやすい点で好ましい。
【００５５】
　また、上記第１および第２実施形態では、スイッチ１２（２２）をリモコン装置１０（
２０）の自重により押し込み動作が可能な例について示したが、本発明はこれに限られな
い。本発明では、ユーザがスイッチ１２（２２）を積極的に押し込み動作するような構成
でもよい。
【００５６】
　また、上記第１～第３実施形態では、操作部１１（２１、３１）を略円柱形状の押しボ
タンおよび略十字状の押しボタンとした例について示したが、本発明はこれに限られない
。本発明では、操作部１１（２１、３１）は、テレビジョン装置４０の表示画像４３ａ上
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のカーソル４３ｂを操作できればよい。たとえば、操作部１１（２１、３１）をトラック
パッドとして、トラックパッド上をユーザの指などがスライドしてカーソル４３ｂを移動
操作させるとともに、タップにより選択操作および決定操作を実施させるような構成でも
よい。
【００５７】
　また、上記第１～第３実施形態では、操作部１１（２１、３１）を表示画面４３ａ上の
画像の選択操作および決定操作と、カーソルの移動操作との操作が可能な構成とした例に
ついて示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、操作部１１（２１、３１）と
して選択操作および決定操作と、カーソルの移動操作以外の操作が可能なように構成して
もよい。たとえば、操作部１１（２１、３１）を上記の操作以外に表示画像４３ａを１つ
前に表示されていた表示画像に戻すような操作が可能に構成してもよい。
【００５８】
　また、上記第１および第２実施形態では、スイッチ１２（２２）の上側（Ｙ２側）に設
けられた脚部１ａおよび下側（Ｙ１側）に設けられた脚部１ｂからなる脚部１を備えた例
について示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、脚部１は、スイッチ１２（
２２）の押し込みによる誤動作を防止できれば、どのような構成でもよい。たとえば、リ
モコン装置１０（２０）の４隅に突起状の脚部を設けるような構成でもよい。
【００５９】
　また、上記第１および第２実施形態では、脚部１ａおよび１ｂを脚部１ａおよび１ｂの
背面１０ｂからの突出高さＬ１がスイッチ１２（２２）の背面１０ｂからの突出高さＬ２
と略等しくなるような構成とした例について示したが、本発明はこれに限られない。本発
明では、脚部１の突出高さは、スイッチ１２（２２）の背面１０ｂからの突出高さＬ２以
上であれば、どのような高さでもよい。
【００６０】
　また、上記第１～第３実施形態では、操作対象機器をテレビジョン装置４０とした例に
ついて示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、操作対象機器がＳＴＢ（セッ
トトップボックス）装置でもよい。
【００６１】
　また、上記第１～第３実施形態では、リモコン装置１０（２０、３０）がジャイロセン
サ１４を備える例について示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、ジャイロ
センサ１４を備えず、操作部１１（２１、３１）によりテレビジョン装置４０の表示画像
４３ａ上のカーソル４３ｂを操作するような構成でもよい。
【符号の説明】
【００６２】
　１、１ａ、１ｂ　脚部
　１０、２０、３０　リモコン装置
　１０ａ　正面（操作面）
　１０ｂ　背面
　１１、２１、２１ａ、２１ｂ、３１　操作部
　１２、２２、３２、３２ａ、３２ｂ　スイッチ　
　１４　ジャイロセンサ（センサ部）
　１５　電源部
　４０　テレビジョン装置（操作対象機器）
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