
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
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主，副受信系と、映像情報を表示する表示手段を備えたディスプレイ装置と、操作手段
を備えて該ディスプレイ装置の動作を操作するためのリモートコントローラとからなる映
像情報システムにおいて、

該ディスプレイ装置と該リモートコントローラとに、該リモートコントローラから該デ
ィスプレイ装置へ該ディスプレイ装置の操作のための指令信号を送る手段を設けるととも
に、該ディスプレイ装置から該リモートコントローラへ該主受信系もしくは副受信系の映
像情報を送信する手段を設け、

かつ、該リモートコントローラに、該ディスプレイ装置からの映像情報を表示する表示
手段を設け、

該リモートコントローラの該操作手段として、
該ディスプレイ装置の該表示手段で表示される映像情報と該リモートコントローラの

該表示手段で表示される映像とを入れ替えて表示させる第１の操作ボタンと、
該リモートコントローラの該表示手段の表示状態を、該ディスプレイ装置の該表示手

段に表示されている映像情報と同じ映像情報を表示する表示状態に切り換える第２の操作
ボタンと、

該ディスプレイ装置の該表示手段の表示状態を、該リモートコントローラの該表示手
段に表示されている映像情報と同じ映像情報を表示する表示状態に切り換える第３の操作
ボタンと



　
　該リモートコントローラは、
　該操作手段としての操作モード切替用の操作ボタンと、
　該操作ボタンの操作に応じて、該ディスプレイ装置の表示手段で表示される映像情報の
設定操作を、該リモートコントローラの表示手段での表示情報をもとに行なうことができ
るようにした第１の操作モードと該ディスプレイ装置の表示手段での表示情報をもとに行
なうことができるようにした第２の操作モードとを切り替え制御する手段と
　を備え、該第１，第２の操作モードのいずれででも、該ディスプレイ装置の表示手段で
表示される映像情報の設定操作を可能としたことを特徴とする映像情報システム。
【請求項２】
　

　

　

　
　　

　　

　　

　
　該リモートコントローラは、
　該リモートコントローラの傾き角度を検出する手段と、
　検出された傾き角に応じて、該ディスプレイ装置の表示手段で表示される映像情報の設
定操作を、該リモートコントローラの表示手段の表示情報をもとに行なうことができるよ
うにした第１の操作モードと該ディスプレイ装置の表示手段の表示情報をもとに行なうこ
とができるようにした第２の操作モードとを切り替え制御する手段と
　を備え、該第１，第２の操作モードのいずれででも、該ディスプレイ装置の表示手段で
表示される映像情報の設定操作を可能としたことを特徴とする映像情報システム。
【請求項３】
　請求項 において、
　前記ディスプレイ装置は、放送番組の受信手段を有しており、
　前記リモートコントローラからの前記指令信号に基づいて、該受信手段で受信した放送
番組を、前記映像情報として、前記リモートコントローラに無線送信することを特徴とす
る映像情報システム。
【請求項４】
　請求項 において、
　前記ディスプレイ装置は、受信した放送番組や写真データなどを蓄積データとして記憶
する手段を有しており、
　前記リモートコントローラからの前記指令信号に基づいて、該蓄積データを、前記映像
情報として、前記リモートコントローラに無線送信することを特徴とする映像情報システ
ム。
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を備え、

主，副受信系と、映像情報を表示する表示手段を備えたディスプレイ装置と、操作手段
を備えて該ディスプレイ装置の動作を操作するためのリモートコントローラとからなる映
像情報システムにおいて、

該ディスプレイ装置と該リモートコントローラとに、該リモートコントローラから該デ
ィスプレイ装置へ該ディスプレイ装置の操作のための指令信号を送る手段を設けるととも
に、該ディスプレイ装置から該リモートコントローラへ該主受信系もしくは副受信系の映
像情報を送信する手段を設け、

かつ、該リモートコントローラに、該ディスプレイ装置からの映像情報を表示する表示
手段を設け、

該リモートコントローラの該操作手段として、
該ディスプレイ装置の該表示手段で表示される映像情報と該リモートコントローラの

該表示手段で表示される映像とを入れ替えて表示させる第１の操作ボタンと、
該リモートコントローラの該表示手段の表示状態を、該ディスプレイ装置の該表示手

段に表示されている映像情報と同じ映像情報を表示する表示状態に切り換える第２の操作
ボタンと、

該ディスプレイ装置の該表示手段の表示状態を、該リモートコントローラの該表示手
段に表示されている映像情報と同じ映像情報を表示する表示状態に切り換える第３の操作
ボタンと

を備え、

１または２

３



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テレビジョン（ＴＶ）受像機などの映像情報を表示する機能を備えたディスプ
レイ装置とその操作のためのリモートコントローラ（以下、リモコンという）とからなる
映像情報システムとその操作方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ＴＶ受像機では、通常、リモコンがセットになっており、このリモコンを用いＴＶ受像機
の操作ができて、ＴＶ受像機本体に近づかなくとも、その操作ができるようになっている
。リモコンからは、その操作ボタンの操作に応じた指令信号が赤外線でＴＶ受像機に送ら
れ、これを受けたＴＶ受像機では、この指令信号に応じてチャンネル切替えや音量調整，
受信番組の録画やその再生などの動作が行なわれる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、チャンネル切替えをする場合、リモコンで目的とするチャンネルを指定するこ
とにより、直ちにこのチャンネルへの切替えが行なわれる。この場合、チャンネル切替え
前にそのチャンネルの番組内容を確認することができれば、好ましいタイミングでチャン
ネルの切替えを行なうことができる。例えば、ドラマの番組を視聴してときに、別チャン
ネルの番組で放送されている野球やサッカーなどのスポーツの結果が気になる場合、この
ドラマの番組が中断している間、チャンネルを切り替えてこの別番組を見るようなことも
あるが、この場合、ドラマ番組の再開タイミングを知ることができないため、このドラマ
の番組のチャンネルに切り替えたときには、この番組は既に再開されて一部見損なうよう
な場合がある。チャンネル切替え前に、目的とするチャンネルの内容が確認できれば、こ
のような問題が生ずることがない。
【０００４】
近年、画面を２画面や他画面に分割して、裏番組を表示してから選局できるものがある。
然し、複数の人数で視聴している場合などでは、このような画面にされると、視認中の画
面が小さくなり、煩わしいものとなる。
【０００５】
また、最近のＴＶ受像機では、ＧＵＩ（ Graphical User Interface）としての機能が付加
されている。これは、表示画面に情報を表示したり、項目の一覧画面を表示したりして各
種の選択操作ができるようにするものであるが、このような画面表示をする場合には、現
在視聴している放送番組を中断するか、この番組の画面に重ねて表示するようにするもの
である。このため、番組の視聴に支障を来すものであるし、少なくとも煩わしいものであ
る。
【０００６】
この問題を解消するためには、リモコンにこのような各種の選択項目に該当する操作ボタ
ン（ダイレクトキー）を設け、画面表示をせずにボタン操作のみによって選択操作を行な
うようにすることが考えられるが、このようにすると、リモコンの機能が異常に増大化し
、設けられる操作ボタンの個数も膨大なものとなって現実的ではない。
【０００７】
そこで、ＧＵＩ用の画像を表示する別の画面を設けることが考えられるが、ＴＶ受像機な
どのディスプレイ装置とその操作を行なうためのリモコンからなる映像情報システムにお
いて、このように表示画面を備えた別体の装置を付加することは、システムそのものが大
型化してその設置空間が広くなるし、コストの面からしても現実的でない。
【０００８】
本発明の目的は、かかる問題を解消し、構成規模の拡大を回避して、かつ主画面としての
ディスプレイ装置の表示画面の表示内容に影響することなく、別の映像を表示可能とした
映像情報システムを提供することにある。
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【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、 映像情報を表示する表示手段
を備えたディスプレイ装置と ディスプレイ装置の動作を操作 ため
のリモートコントローラとからなる映像情報システムにおいて、ディスプレイ装置とリモ
ートコントローラとに、リモートコントローラからディスプレイ装置へディスプレイ装置
の操作のための指令信号を送る手段を設けるとともに、ディスプレイ装置からリモートコ
ントローラへ の映像情報を送信する手段を設け、かつ、リモー
トコントローラに、ディスプレイ装置からの映像情報を表示する表示手段を設け、

ものである。
【００１０】
　そして、リモートコントローラは、 操作モード切替用の操作ボタンと
、操作ボタンの操作に応じて、ディスプレイ装置の表示手段で表示される映像情報の設定
操作を、リモートコントローラの表示手段での表示情報をもとに行なうことができるよう
にした第１の操作モードとディスプレイ装置の表示手段での表示情報をもとに行なうこと
ができるようにした第２の操作モードとを切り替え制御する手段とを備え、これら第１，
第２の操作モードのいずれででも、ディスプレイ装置の表示手段で表示される映像情報の
設定操作を可能としたものである。
【００１１】
あるいは、リモートコントローラは、リモートコントローラの傾き角度を検出する手段と
、検出された傾き角に応じて、ディスプレイ装置の表示手段で表示される映像情報の設定
操作を、リモートコントローラの表示手段の表示情報をもとに行なうことができるように
した第１の操作モードとディスプレイ装置の表示手段の表示情報をもとに行なうことがで
きるようにした第２の操作モードとを切り替え制御する手段とを備え、これら第１，第２
の操作モードのいずれででも、ディスプレイ装置の表示手段で表示される映像情報の設定
操作を可能としたものである。
【００１２】
また、ディスプレイ装置は、放送番組の受信手段を有しており、リモートコントローラか
らの指令信号に基づいて、この受信手段で受信した放送番組を、上記の映像情報として、
リモートコントローラに無線送信するものである。
【００１３】
また、ディスプレイ装置は、受信した放送番組や写真データなどを蓄積データとして記憶
する手段を有しており、リモートコントローラからの指令信号に基づいて、この蓄積デー
タを、上記の映像情報として、リモートコントローラに無線送信するものである。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面を用いて説明する。
図１は本発明による映像情報システムの一実施形態を示す概略構成図であって、１はテレ
ビジョン受像機（ＴＶ受像機）、１０はＰＤＰ（プラズマ・ディスプレイ・パネル）など
の表示パネル、２０はＡＶ（オーディオ・ビデオ）センタ、３０はリモートコントローラ
（リモコン）、３０ａはリモコン３０の表示画面（以下、リモコン画面という）である。
【００１５】
同図において、この実施形態では、ＴＶ受像機１とその操作のためのリモコン３０とから
構成されているものとしている。また、ＴＶ受像機１は、表示パネル１０と、放送番組の
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主，副受信系と、
、操作手段を備えて する

主受信系もしくは副受信系
リモー

トコントローラの操作手段として、ディスプレイ装置の表示手段で表示される映像情報と
リモートコントローラの表示手段で表示される映像とを入れ替えて表示させる第１の操作
ボタンと、リモートコントローラの表示手段の表示状態を、ディスプレイ装置の表示手段
に表示されている映像情報と同じ映像情報を表示する表示状態に切り換える第２の操作ボ
タンと、ディスプレイ装置の表示手段の表示状態を、リモートコントローラの表示手段に
表示されている映像情報と同じ映像情報を表示する表示状態に切り換える第３の操作ボタ
ンとを備えた

操作手段としての



受信や表示パネル１０での表示制御などを行なうＡＶセンタ２０とからなり、ここでは、
表示パネル１０とＡＶセンタ２０とを別体としているが、これらを一体化したものとして
もよい。
【００１６】
なお、この実施形態では、ディスプレイ装置として、ＴＶ受像機１を用いたものであるが
、これのみに限るものではなく、例えば、リモコンで操作を可能としたスクリーンに拡大
表示する投写装置やパーソナルコンピュータなどであってもよい。
【００１７】
リモコン３０は、従来のリモコンと同様、ＴＶ受像機１の各操作を行なうものであるが、
さらに、ＴＶ受像機１の表示画面（図示せず）を主画面とするのに対し、子画面としての
液晶などによるリモコン画面３０ａを備えており、これによって後述する機能を実行する
ことができる。
【００１８】
図２は図１の各部の回路構成の一具体例を示すブロック図であって、１１は表示部、１２
は映像生成部、１３は音声出力部、１４は映像送信部、１５は内部アンテナ、１６は赤外
線受光部、２１は外部アンテナ、２２は放送電波受信部、２３は制御部、２４ａは映像生
成部、２４ｂはＧＵＩ（ Graphical User Interface）画像生成部、２５は映像合成部、２
６は記憶部、３１はアンテナ、３２は映像受信部、３３は赤外線発光部、３４は制御部、
３５は表示部、３６は音声出力部、３７はボタンスイッチ、３８は記憶部であり、図１に
対応する部分には同一符号を付けている。
【００１９】
同図において、受像機１のひょうじパネル１０では、リモコン３０からの赤外線による指
令信号が赤外線受光部１６で受光されて、ＡＶセンタ２０の制御部２３に送られる。制御
部２３は、この指令信号に応じて、各部の制御を行なう。
【００２０】
ＡＶセンタ２０において、放送電波受信部２２は、２系統の受信系を備えており、その一
方が表示パネル１０の表示部１１や音声出力部１３で表示させるための放送番組を受信処
理する主受信系であり、他方がリモコン３０に送信するための放送番組を受信処理する副
受信系である。これら主，副受信系が受信動作しているときには、これらの受信に関する
情報（ＢＳ，ＣＳ，地上波のいずれの放送形態を受信しているかを表わす情報や受信チャ
ンネルなど）を制御部２３が保持している。例えば、リモコン３０からの上記の指令信号
により、リモコン３０から地上波の第１チャンネルを受信し、表示部１１で表示すること
の指令があると、制御部２３は、この指令に基づいて、放送電波受信部２２での主受信系
をこの地上波の第１チャンネルを受信する状態に設定するとともに、主受信系のかかる受
信状態を表わす情報を保持する。副受信系についても、同様である。
【００２１】
外部アンテナ２１と放送電波受信部２２の主受信系で受信処理された放送番組信号は、制
御部２３の制御のもとに、表示パネル１０に供給され、その映像情報が映像生成部１２で
処理されて表示部１１で表示され、また、音声情報が音声出力部１３に供給されて音声出
力される。
【００２２】
また、外部アンテナ２１と放送電波受信部２２の副受信部で受信処理された放送番組信号
は、制御部２３の制御のもとに、映像生成部２４ａで処理され、映像合成部２５を介し、
表示パネル１０での映像送信部１４により、表示パネル１０に設けられた内部アンテナ１
５からリモコン３０に送信される。また、リモコン３０からの指令に応じて、制御部２３
はＧＵＩ画像生成部２４ｂを動作させてＧＵＩ画像を生成させ、このＧＵＩ画像を、映像
合成部２５を介し、映像送信部１４により、内部アンテナ１５からリモコン３０に送信さ
せる。さらに、ＡＶセンタ２０に内蔵される記憶部２６はＶＴＲなどの記録再生装置から
なるものであって、放送電波受信部２２の主受信系で受信された放送番組やムービなどで
撮影した動画，静止画（写真も含む）情報などのデータが蓄積されるものである。かかる
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蓄積データは、制御部２３の制御のもとに、読み出されて表示パネル１０で表示され、も
しくは、上記の放送番組と同様にして、リモコン３０に送信される。
【００２３】
リモコン３０では、ユーザによるボタンスイッチ３７の操作に応じて、制御部３４が各部
の制御を行なう。即ち、ボタンスイッチ３７の操作によってＴＶ受像機１の制御が指令さ
れると、制御部３４は赤外線発光部３３を駆動し、この操作に応じた指令信号を赤外線で
ＴＶ受像機１に送信する。かかる指令の１つとしては、従来のリモコンと同様、表示パネ
ル１０で表示する放送番組のチャンネル選択や音量調整などに関するものであるが、また
、他の指令としては、ＴＶ受像機１の受信放送番組情報やＧＵＩ画像生成部２４ｂで生成
されるＧＵＩ画像情報，記憶部２６の蓄積データなどを要求する指令がある。以下、前者
の指令を操作指令といい、後者の指令を情報要求指令という。
【００２４】
情報要求指令の場合には、上記のようにして、ＴＶ受信機１の内部アンテナ１５から要求
した情報が送信され、これが、リモコン３０において、制御部３４の制御のもとにアンテ
ナ３１と映像受信部３２とで受信・処理される。映像受信部３２で処理された受信情報は
、その映像情報が表示部３５に供給されて映像表示され、音声情報が音声出力部３６に供
給されて音声出力される。また、かかる受信情報は、必要に応じて記憶部３８に蓄積され
る。図１に示すリモコン３０のリモコン画面３０ａは、この表示部３５の表示画面である
。
【００２５】
図３は図１の各部の回路構成の他の具体例を示すブロック図であって、１７は指令信号取
得部、３３’は指令信号付加部であり、図２に対応する部分には同一符号を付けて重複す
る説明を省略する。
【００２６】
この具体例は、リモコン３０からの指令信号を無線（即ち、電波）で送るものであり、こ
のため、図３において、リモコン３０のアンテナ３１がこの指令信号の送信にも使用され
、表示パネル１０に設けられた内部アンテナ１５がこの指令信号の受信にも用いられる。
リモコン３０においては、制御部３４で生成された指令信号が指令信号付加部３３’に供
給されて搬送波に乗せられ、アンテナ３１からＴＶ受像機１に送信される。ＴＶ受像機１
では、この指令信号が内部アンテナ１５で受信され、指令信号取得部１７で取得されて（
即ち、映像送信部１４からの送信情報と分離されて）ＡＶセンタ２０の制御部２３に供給
される。以上の構成以外の部分については、図２に示す具体例と同様である。
【００２７】
図４は図２及び図３におけるリモコン３０の構造の一具体例を示すものであって、同図（
ａ）はその正面図、同図（ｂ）はその右側面図、同図（ｃ）はその縦断面図であり、４０
はＴＶ電源ボタン、４１は画面入替えボタン、４２は主画面ボタン、４３は十字ボタン、
４４は決定ボタン、４５は子画面ボタン、４６は蓄積データボタン、４７はメニューボタ
ン、４８は戻るボタン、４９は詳細ボタン、５０は音量調整ボタン、５１はチャンネル切
替ボタン、５２はテンキー、５３は赤外線発光素子、５４は基板、５５はバッテリであり
、図１～図３に対応する部分には同一符号を付けている。
【００２８】
同図において、リモコン３０のケース表面には、その上側に表示部３５のリモコン画面３
０ａが設けられており、このリモコン画面３０ａとケースの表面の上辺との間に、ＴＶ受
像機１の電源をオン，オフするＴＶ電源ボタン４０，ＴＶ受像機１の表示部１１で表示さ
れる映像とリモコン３０のリモコン画面３０ａで表示される映像とを入れ替えさせるため
の画面入替えボタン４１（この場合、音声情報も入れ替えられる）及びＴＶ受像機１の表
示部１１で表示される映像をリモコン３０のリモコン画面３０ａで表示させるための主画
面ボタン４２が横方向に配列されて設けられている。これらボタン４０～４２は図２，図
３でのボタンスイッチ３７に相当する。
【００２９】
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また、このリモコン画面３０ａの下側には、決定ボタン４４とその周りに配設された十字
ボタン４３とが設けられ、リモコン３０のケース表面の下辺側には、テンキー５２が設け
られている。そして、これら十字ボタン４３とテンキー５２との間には、リモコン画面３
０ａで表示を行なわせるための子画面ボタン４５やＴＶ受像機１の記憶部２６（図２，図
３）の蓄積データを表示させるための蓄積データボタン４６，ＴＶ受像機１のＧＵＩ画像
生成部２４ｂ（図２，図３）でメニューを作成させて表示させるためのメニューボタン４
７，表示画面を１つ前のものに戻すための戻るボタン４８，受信した放送番組などの詳細
情報を表示させるための詳細ボタン４９，音量調整ボタン５０，チャンネル切替ボタン５
１などの機能ボタンが設けられている。
【００３０】
また、リモコン３０のケース内には、図４（ｃ）に示すように、このケースの上端部に赤
外線発光部３３（図２）の赤外線発光素子５３が設けられており（図３に示す具体例の場
合には、この赤外線発光素子５３は設けられない）、また、基板５４ａに上記の各ボタン
で動作する回路が、基板５４ｂに制御部３４や映像受信部３２（図２，図３）などのその
他の回路が夫々載置されている。そして、これら回路などの電源として、バッテリ５５が
収納されている。なお、ここでは、図示しないが、このリモコン３０のケースには、図２
，図３に示すアンテナ３１も設けられている。
【００３１】
次に、図４で示す構成のリモコン３０のボタン操作に伴うこの実施形態の動作の一具体例
について説明する。
【００３２】
まず、図５及び図６により、ＢＳ（放送衛星），ＣＳ（通信衛星），地上波の番組放送形
態の選択操作，チャンネル選択操作とこれに伴う画面表示について説明する。なお、図５
及び図６においては、左側にリモコン画面３０ａの表示内容を、右側にＴＶ受信機１の表
示画面（以下、ＴＶ画面という）１０ａの表示内容を夫々示しており、横に配列して示す
画面３０ａ，１０ａの内容は同時刻のものである。
【００３３】
まず、図５において、リモコン３０のＴＶ電源ボタン４０を操作してＴＶ受像機の電源を
オンさせると（リモコン３０のボタンスイッチ３７の操作に伴う信号の流れを先に説明し
たので、説明した通りであり、ここでは、煩雑になるので、その説明を省略する）、図５
（ａ）に示すように、ＴＶ受信機１に電源が投入され、そのＴＶ画面１０ａにそのときの
受信放送番組の映像が表示される。このときには、リモコン画面３０ａでは、表示が行な
われない。かかる状態では、リモコン３０での機能ボタン４３～４９はＴＶ受信機１に対
して機能し、従って、例えば、蓄積データボタン４６を操作すると、記憶部２６の蓄積デ
ータが順次読み出されてＴＶ画面１０ａに表示されるようになる。なお、音量調整ボタン
５０やチャンネル切替ボタン５１はＴＶ受信機１に対して機能するものである。
【００３４】
図５（ａ）に示す状態で子画面ボタン４５を操作すると、図５（ｂ）に示すように、リモ
コン画面３０ａでも、表示が開始される。但し、この場合には、このリモコン画面３０ａ
では、このときＴＶ画面１０ａで表示される映像と同じものである。
【００３５】
また、このリモコン画面３０ａでは、その上辺に沿ってＢＳ，ＣＳ，地上波といった放送
形態を選択項目として横方向に配列し、これらのいずれかを十字ボタン４３の「→」ボタ
ン，「←」ボタンで選択できるようにした放送形態選択欄６０が設けられている。現在選
択されている放送形態は、枠状のポインタ６２が付されている。また、現在の受信チャン
ネルを表示するチャンネル表示欄６１がその左辺に沿って設けられている。この受信チャ
ンネルは、この十字ボタン４３の「↑」ボタン，「↓」ボタンで切り替えることができる
。ここでは、ＢＳ放送の第１４１チャンネルが受信されていることを示している。
【００３６】
このように、リモコン画面３０ａが機能すると、リモコン３０での機能ボタン４３～４９
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はこのリモコン画面３０ａに対して機能することになる。
【００３７】
そこで、いま、図５（ｂ）に示す状態で十字ボタン４３の「↑」ボタンを操作したとする
と、図５（ｃ）に示すように、受信放送番組がＢＳ放送の第１４２チャンネルに切り替わ
る。この受信チャンネルの切り替えは、この操作に伴う操作指令により、ＴＶ受像機１の
放送電波受信部２２（図２，図３）の副受信系で行なわれるものであり、主受信系では、
受信チャンネルは変更されない。このため、ＴＶ画面１０ａでの表示内容は前と同じまま
である（即ち、放送形態及びチャンネルに変更がない）。
【００３８】
次に、図５（ｃ）に示す表示状態で十字ボタン４３の「→」ボタンを操作すると、図５（
ｄ）に示すように、ポインタ６２が右側に移って選択項目「ＣＳ」に移り、受信放送番組
がＣＳ放送の番組となる。このときのチャンネルは、予め決められた初期チャンネル、あ
るいは、最も近い過去に受信されたＣＳ放送の番組チャンネルに設定される。ここでは、
第３１２チャンネルとする。この場合も、ＴＶ画面１０ａでは、放送形態及びチャンネル
に変更がない。
【００３９】
このようにして、ＴＶ画面１０ａとは独立に、リモコン画面３０ａで好みの放送番組を選
択して表示させることができる。
【００４０】
次に、図５（ｄ）で示す表示状態で決定ボタン４４を操作すると、図６（ａ）に示すよう
に、ＴＶ画面１０ａが、リモコン画面３０ａと同じ放送形態で同じチャンネルの番組の表
示状態に切り替わる。この場合には、この決定ボタン４４の操作に伴う操作指令により、
制御部２３（図２．図３）がＴＶ受像機１の放送電波受信部２２（図２，図３）の主受信
系をその副受信系と同じ受信状態に変更するものである。ここでは、ＣＳ放送の第３１２
チャンネルの番組がＴＶ画面１０ａに表示されることになる。
【００４１】
以上のことからして、リモコン画面３０ａでいろいろのチャンネルをモニタし、好ましい
内容の放送系のチャンネルが見つかると、これをＴＶ受像機１に通知し、これをＴＶ画面
１０ａで視聴することが可能となり、異なる放送形態の番組に切り替えるにしても、ＴＶ
画面１０ａで画面を目まぐるしく切り替えて好みの番組を探すようなことをしなくて済む
ことになる。
【００４２】
次に、図６（ａ）に示す表示状態で、例えば、十字ボタン４３の「↑」ボタンを操作した
とすると、図６（ｂ）に示すように、リモコン画面３０ａでの表示番組がＣＳ放送の第３
１２チャンネルから第３１３チャンネルに変更されるが、かかる状態で画面入替えボタン
４１を操作すると、図６（ｃ）に示すように、表示画面３０ａと表示画面１０ａとで表示
番組が入れ替わる。ここでは、ＴＶ受信機１の表示画面１０ａでは、ＣＳ放送の第３１２
チャンネルの番組から第３１３チャンネルの番組の表示に切り替わり、リモコン３０のリ
モコン画面３０ａでは、これとは逆に、ＣＳ放送の第３１３チャンネルの番組から第３１
２チャンネルの番組の表示に切り替わる。
【００４３】
これは、この画面入替え４１の操作に伴う操作指令により、制御部２３（図２．図３）が
ＴＶ受像機１の放送電波受信部２２（図２，図３）の主受信系と副受信系とで受信状態を
入れ替えるものである。
【００４４】
かかる機能によると、ＴＶ画面１０ａで視聴していた、例えば、ドラマ番組が途切れたと
き、リモコン画面３０ａで表示していた、例えば、スポーツ番組と入れ替えて、このドラ
マ番組が中断している間、このスポーツ番組を楽しむようにし、リモコン画面３０ａでド
ラマ番組が再開したことを確認すると、再度ＴＶ画面１０ａとリモコン画面３０ａとの番
組を入れ替えて、ＴＶ画面１０ａで再びドラマ番組を視聴するようなことを行なうことが
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できる。従来のＴＶ受像機では、このように番組が中断した場合には、ＴＶ受像機の受信
チャンネルを切り替えるだけのものであるから、この番組が再開したことは、ＴＶ受像機
の受信チャンネルをもとに戻す操作を行なって表示内容を確認するしかなく、再開したこ
とを正確に知ることができない。また、この番組の中断中、このとき放送されているスポ
ーツの様子を知りたいために、そのスポーツ番組に切り替えるが、この間これまで視聴し
ていた番組の再開タイミングを知ることができず、この番組に切り替えたときには、この
番組がある程度経過してしまっている場合もあり、重要な場面を見損なう場合もある。ま
た、主画面を２画面などに分割して表示する方法も存在したが、各画面が小さくなり、ま
た、他の画面が煩わしくなって、とても番組を楽しむ状態ではなかった。この実施形態で
は、上記のように、ＴＶ画面１０ａとリモコン画面３０ａとの表示番組の入れ替えができ
るから、このような事態を避けることが可能となる。
【００４５】
次に、図６（ｃ）に示す表示状態で主画面ボタン４２を操作すると、図６（ｄ）に示すよ
うに、リモコン画面３０ａでＴＶ画面１０ａの表示番組に切り替えることができる。ここ
では、ＴＶ画面１０ａでＣＳ放送の第３１３チャンネルの番組が表示されており、リモコ
ン画面３０ａでは、主画面ボタン４２が操作されると、ＣＳ放送の第３１２チャンネルの
番組からＴＶ画面１０ａで表示されるＣＳ放送の第３１３チャンネルの番組に切り替えら
れることになる。この場合、ＴＶ画面１０ａでの表示番組には変更がなく、ＴＶ画面１０
ａとリモコン画面３０ａとが同じ番組を表示することになる。この場合には、この主画面
ボタン４２の操作に伴う操作指令により、制御部２３（図２，図３）がＴＶ受像機１の放
送電波受信部２２（図２，図３）の副受信系をその主受信系と同じ受信状態に変更するも
のである。
【００４６】
これによると、リモコン画面３０ａでＴＶ画面１０ａと同じ番組を視聴することができ、
例えば、このＴＶ画面１０ａの表示番組を、このＴＶ受像機１が設けられている部屋とは
別の部屋で見る必要がある場合、これを利用することができる。
【００４７】
このようにして、子画面であるリモコン画面３０ａの表示をもとに、主画面であるＴＶ画
面１０ａの放送形態の切り替えも含めたチャンネル切替えが可能となるし、裏番組やＴＶ
画面１０ａと同じ放送番組の視聴が子画面であるリモコン画面３０ａで視聴することを可
能とする操作モードを採ることができる。
【００４８】
なお、ここでは、一連の操作の流れで図６（ａ），（ｃ），（ｄ）の状態が順次とられる
ものとして説明したが、勿論、これら状態は適宜設定することができるものであり、例え
ば、図５（ｄ）に示す状態で決定ボタン４４を操作すると、図６（ａ）に示す状態となる
が、同じ図５（ｄ）に示す状態で画面入れ替えボタン４１を操作すると、図６（ｃ）で説
明した画面の入れ替えが行なわれ、主画面ボタン４２を操作すると、図６（ｃ）で説明し
たリモコン画面３０ａでのＴＶ画面１０ａの表示画面への切り替えが行なわれることにな
る。
【００４９】
次に、図７及び図８により、機能選択操作とこれに伴う画面表示について説明する。
【００５０】
いま、ＴＶ画面１０ａとリモコン画面３０ａとで同じ番組が表示されている図６（ｄ）に
示す状態で詳細ボタン４９を操作すると、図７（ａ）に示すように、リモコン画面３０ａ
にここで表示されている番組の詳細情報６３が表示される。かかる詳細情報６３は、ＴＶ
受像機１での放送電波受信部２２での副受信系による番組受信とともに、この番組に付加
されて受信されるものであり、制御部２３の内蔵メモリに蓄積され、この番組の受信が終
了するまで保持される。詳細ボタン４９が操作されると、この内蔵メモリから詳細情報が
読み出され、リモコン３０に送信される。この詳細情報６３は、番組についての参考とな
る情報や宣伝のための情報，追加情報などであって、例えば、表示番組がドラマである場
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合には、その題名や出演者，荒筋などである。従って、ＴＶ画面１０ａの番組の詳細情報
が欲しい場合には、図６（ｄ）で説明したように、主画面ボタン４２を操作してリモコン
画面３０ａにＴＶ画面１０ａと同じ番組が表示されるようにして、しかる後、詳細ボタン
４９を操作すればよい。勿論、ＴＶ画面１０ａの番組とは関係なく、リモコン画面３０ａ
で好みの番組の詳細情報６３を得るようにすることもできる。
【００５１】
図７（ａ）に示す表示状態で詳細ボタン４９を再度操作すると、リモコン画面３０ａでは
、図７（ｂ）に示すように、もとの番組が表示された状態に戻る。
【００５２】
また、図７（ｂ）に示すようなリモコン画面３０ａで番組が表示された状態で蓄積データ
ボタン４６を操作すると、図７（ｃ）に示すように、ＴＶ受像機１の記憶部２６の蓄積デ
ータの選択画面（蓄積データ選択画面）６４がリモコン画面３０ａに表示される。かかる
蓄積データ選択画面６４は、ＴＶ受像機１において、制御部２３の制御のもとにＧＵＩ画
像生成部２４ｂで生成される。この蓄積データ選択画面６４でのメニュー項目は記憶部２
６に現在蓄積されているデータの種類に応じたものであり、制御部２３は、記憶部２６に
データを蓄積するとき、その蓄積データに関する情報を把握して保持している。これに基
づいて蓄積データ選択画面６４が作成される。
【００５３】
ここでは、蓄積データ選択画面６４でのメニュー項目は、放送電波受信部２２の主受信系
で受信した「録画番組」と「写真ムービー」と「音楽」と「カレンダ」としている。これ
らメニュー項目は、十字ボタン４３を操作することによって移動するポインタ６２により
、選択することができる。
【００５４】
いま、メニュー項目「カレンダ」を選択し、決定ボタン４４を操作すると、図７（ｄ）に
示すように、リモコン画面３０ａにカレンダ６５が表示される。このカレンダ６５には、
該当する日にそのとき行なわれた運動会などの催しものを表わすようにすることができる
し、例えば、番組を記憶部２６に録画した日を□マークで、記憶部２６に記憶した写真の
撮影日を○マークで表わすようにする。これにより、このカレンダ６５を見て番組の録画
日や写真の撮影日を確認することができ、これと催し物の情報などから、録画番組や写真
の内容を認識することができる。
【００５５】
かかるカレンダ６５において、十字ボタン４３を操作してポインタ６２を移動させること
により、所望とする日を選択することができる。この選択をして図８（ａ）に示す選択状
態とし、決定ボタン４４を操作すると、図８（ｂ）に示すように、選択日での記憶部２９
の蓄積データの一覧画面６６が表示される。この例では、図８（ａ）に示すように、番組
の録画と写真の撮影が行なわれた２００２年７月２０日が選択決定されたものであるから
、この一覧画面６６では、写真に関する情報（写真データ。例えば、写真の枚数）や録画
番組に関する情報（例えば、録画番組の題名など）が表示され、ポインタ６２によってこ
れらのいずれかを選択することができる。
【００５６】
そこで、十字ボタン４３の操作によってポインタ６２を写真データに合わせてこれを選択
し、決定ボタン４４を操作すると、リモコン画面３０ａにこの選択された２００２年７月
２０日に撮影した写真の一覧画面６７が表示され、ポインタ６２により、そのいずれか１
つを選択することができる。
【００５７】
ところで、以上の図７（ａ）から図８（ｃ）までの状態では、ＴＶ画面１０ａは受信番組
の表示状態にあり、リモコン画面３０ａが図８（ｃ）に示す一覧画面６７の表示状態にな
ると、そこでのポインタ６２で選択されている写真がＴＶ画面１０ａで表示されるように
なる。従って、十字ボタン４３を操作してポインタ６２による選択写真を順次変更してい
くと、ＴＶ画面１０ａで表示される写真も切り替わっていき、リモコン画面３０ａで小さ
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く表示される一覧画面６７の写真が夫々ＴＶ画面１０ａで拡大して見ることができること
になる。
【００５８】
なお、図８（ｂ）に示す蓄積データの一覧画面６６で録画番組を選択決定すると、選択さ
れた録画番組が記憶部２６から読み出され、ＴＶ画面１０ａに表示されることになる。
【００５９】
以上のように、この具体例は、リモコン３０にＧＵＩ機能を持たせるものであり、リモコ
ン画面３０ａをもとにＧＵＩ機能を実行する操作モードを採ることができる。
【００６０】
この実施形態では、また、以上の蓄積データの読出しを主画面であるＴＶ画面１０ａをも
とにリモコン３０の操作によっても行なうことができるようにしている。これは、主画面
であるＴＶ画面１０ａを用いて行なう操作モードである。以下、これについて図９～図１
１により説明する。
【００６１】
いま、図９（ａ）に示すようなＴＶ画面１０ａでの番組表示状態で、メニューボタン４７
を操作すると、このＴＶ受像機１の機能を選択するメニュー画面７０がＴＶ画面１０ａに
表示される。このメニュー画面７０で表示される機能のメニューとしては、例えば、放送
番組形態やそのチャンネルを選択するためのメニュー「選局」や記憶部２６の蓄積データ
を再生するためのメニュー「蓄積データ」，インターネットとの接続が可能である場合に
は、これを実行するための「インターネット」などがある。
【００６２】
このメニュー画面７０には、また、例えば、手の形をしたポインタ７１が表示されており
、十字ボタン４３の操作によって移動させることにより、メニューのいずれかを選択する
ことができる。そこで、いま、このポインタ７１によってメニュー「蓄積データ」を選択
し、決定ボタン４４を操作すると、図９（ｃ）に示す蓄積データ選択画面７２がＴＶ画面
１０ａに表示される。この蓄積データ選択画面７２は、図７（ｃ）で先に説明したリモコ
ン画面３０ａでの蓄積データ選択画面６４と同様であり、「録画番組」と「写真ムービー
」と「音楽」と「カレンダ」の項目を、十字ボタン４３を操作することによって移動する
ポインタ７１により、選択することができる。
【００６３】
この蓄積データ選択画面７２で、いま、項目「カレンダ」を選択したとすると、図１０（
ａ）に示すように、ＴＶ画面１０ａにカレンダ７３が表示される。このカレンダ７３は、
画面が大きいことから、通常のカレンダと同様の形式で表示することができ、このカレン
ダ７３にも、図７（ｄ）に示すカレンダ６５と同様のマークが付されて、録画があった日
や写真の撮影があった日などが明確にわかるようにしている。希望する日をポインタ７４
に選択することができる。これ以降の操作や表示については、図１０（ｂ）～（ｄ）に示
すように、図８に示したリモコン画面３０ａの場合と同様であり、これらには図８（ｂ）
，（ｃ）と同一符号を付して重複する説明を省略する。
【００６４】
図９および図１０に示すＴＶ画面１０ａでの夫々の画面表示において、戻るボタン４８を
操作すると、１つ前の画面の表示状態に戻る。
【００６５】
また、図９（ｃ）に示す蓄積データ選択画面７２において、項目「録画番組」をポインタ
７１で選択して決定ボタン４４を操作すると、図１１（ａ）に示すような録画番組リスト
画面７５が表示され、そのうちの１つをポインタ（図示せず）で選択して決定ボタン４４
を操作すると、図１１（ｂ）に示すように、選択された録画番組が記憶部２６から読み出
されてＴＶ画面１０ａに表示される。
【００６６】
このようにして、ＴＶ受像機１の表示画面（ＴＶ画面１０ａ）を用いても、記憶部２６の
蓄積データを再生表示させることができる。
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【００６７】
図１２は図１の各部の回路構成のさらに他の具体例を示すブロック図であって、８０は姿
勢センサ（もしくは、傾きセンサ）であり、図３に対応する部分には同一符号を付けてい
る。
【００６８】
同図において、この具体例は、図３に示した具体例において、リモコン３０に姿勢センサ
８０を追加したものである。この姿勢センサ８０は、リモコン３０の水平面に対する姿勢
（即ち、傾き角θ）を検出するものであって、制御部３４は、この姿勢センサ８０の検出
傾き角θを取得し、この検出傾き角θが予め設定された基準角度θ Sよりも大きいか、小
さいかに応じて、リモコン３０の制御、特に、ボタンスイッチ３７の一部の機能を異なら
せるものである。
【００６９】
図１３は図１２におけるリモコン３０の構造の一具体例を示すものであって、同図（ａ）
はその正面図、同図（ｂ）はその右側面図、同図（ｃ）はその縦断面図であり、図４及び
図１２に対応する部分には同一符号を付けて重複する説明を省略する。
【００７０】
このリモコン３０のケース内には、図１３（ｃ）に示すように、姿勢センサ８０が収納さ
れている。この姿勢センサ８０は、図１４に示すように、リモコン３０の縦軸の傾き角（
以下、リモコン３０の傾き角）θを検出するものであるが、リモコン３０の制御部３４は
、この傾き角θが、予め設定された基準角度θ Sに対し、
θ≦θ S

のとき、図９～図１１で説明したように、リモコン３０にＴＶ受像機１のＴＶ画面１０ａ
での操作を行なうための機能を持たせ、また、
θ S＜θ
のときには、図５～図８で説明したように、リモコン３０にそのリモコン画面３０ａでの
操作を行なうための機能を持たせるものである。
【００７１】
即ち、図４に示したリモコン３０の具体例では、そこに設けられている子画面ボタン４５
（図４（ａ））により、かかる機能の切り替えを行なうようにしたものであるが、図１３
に示すリモコン３０の具体例では、姿勢センサ８０の検出結果を用いてかかる機能の切り
替えを行なうようにしたものである。従って、図１３に示すリモコン３０では、図１３（
ａ）に示すように、上記の子画面ボタン４５が省かれた構造をなしている。
【００７２】
ここで、この具体例でのＴＶ受像機１とリモコン３０の回路構成としては、図１２に示す
ように、リモコン３０からの指令信号は、その内部アンテナ３１からＴＶ受像機１の内部
アンテナ１５に無線（即ち、電波）で送信するようにしている。この場合のリモコン３１
の内部アンテナ３１としては、無指向性に特性のものを用い、リモコン３０がＴＶ受像機
１の内部アンテナ１５の方向に対して傾いた状態にあっても、内部アンテナ１５，３１間
の通信が良好にできるようにしている。
【００７３】
図１５は図１３に示すリモコン３０の使用態様を摸式的に示す図である。
【００７４】
図５～図８で説明したようなリモコン画面３０ａでの操作を行なう場合には、図１５（ａ
）に示すように、リモコン３０を基準角度θ S（図１４）よりも立てた状態とする。かか
る状態では、姿勢センサ８０の検出結果に応じた制御部３４の制御に基づいて、リモコン
３０のリモコン画面３０ａが自動的に表示状態となり、リモコン３０のボタン操作によっ
てそのリモコン画面３０ａでの操作が可能となる。この場合、上記のように、リモコン３
０を立てた状態としても、ＴＶ受像機１とリモコン３０との無線通信が可能である。
【００７５】
また、図９～図１１で説明したようなＴＶ受像機１のＴＶ画面１０ａでの操作を行なう場
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合には、図１５（ｂ）に示すように、リモコン３０を基準角度θ Sよりも寝かせた状態と
する。かかる状態では、姿勢センサ８０の検出結果に応じた制御部３４の制御に基づいて
、リモコン画面３０ａは非表示状態に設定され、リモコン３０のボタン操作によってＴＶ
画面１０ａでの操作が可能となる。
【００７６】
以上のように、この実施形態では、リモコン３０のボタン操作を要することなく、ＴＶ画
面１０ａでの操作とリモコン画面３０ａでの操作とを切り替えることができ、操作の手順
を少なくして操作性が向上する。
【００７７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によると、リモコンに子画面を設け、ディスプレイ装置から
送信される映像情報をこの子画面で表示可能とするものであるから、ディスプレイ装置の
主画面に影響することなく、任意の画面を子画面に表示させることができ、しかも、ディ
スプレイ装置とリモコン以外の装置を付加することなく、２つの画面を見ることができる
。
【００７８】
また、本発明によると、リモコンの簡単な操作でもって、子画面をもとにした操作モード
と主画面をもとにした操作モードとを選択できるものてあるから、表示される情報内容や
主画面での表示状況に応じて操作モードを選択でき、リモコンの操作性が向上する。
【００７９】
さらに、本発明によると、ディスプレイ装置での受信番組を子画面で表示させることがで
きるから、チャンネル切替えに際し、切り替えるチャンネルの番組内容を、その切り替え
を行なう前に、確認することができ、正確なタイミングでチャンネル切替えを行なうこと
ができる。
【００８０】
さらに、本発明によると、ディスプレイ装置の記憶手段での蓄積データを子画面で表示で
きるものであるから、かかる蓄積データの内容を確認することができる。
【００８１】
また、本発明によると、蓄積データの呼出しをカレンダからたどっていけるので、所望の
データを検索し易くなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明による映像情報システムの一実施形態を示す概略構成図である。
【図２】図１の各部の回路構成の一具体例を示すブロック図である。
【図３】図１の各部の回路構成の他の具体例を示すブロック図である。
【図４】図１及び図２におけるリモコンの構造の一具体例を示す図である。
【図５】図２，図３に示す具体例での番組放送形態の選択操作，チャンネル選択操作とこ
れに伴う画面表示についての説明図である。
【図６】図５に続く選択操作とこれに伴う画面表示の説明図である。
【図７】図２，図３に示す具体例での機能選択操作とこれに伴う画面表示についての説明
図である。
【図８】図７に続く機能選択操作とこれに伴う画面表示についての説明図である。
【図９】図２，図３に示す具体例でのＴＶ画面を用いた蓄積データの読出し操作とこれに
伴う画面表示についての説明図である。
【図１０】図９に続く操作とこれに伴う画面表示についての説明図である。
【図１１】図９（ａ）に示す蓄積データ選択画面で項目「録画番組」を選択した後に続く
操作とこれに伴う画面表示についての説明図である。
【図１２】図１の各部の回路構成のさらに他の具体例を示すブロック図である。
【図１３】図１２におけるリモコンの構造の一具体例を示す図である。
【図１４】図１３に示すリモコンの姿勢センサの役割を示す図である。
【図１５】図１３に示すリモコンの使用態様を摸式的に示す図である。
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【符号の説明】
１　テレビジョン受像機（ＴＶ受像機）
１０　表示パネル
１１　表示部
１５　内部アンテナ
１６　赤外線受光部
１７　指令信号取得部
２０　ＡＶセンタ
２１　外部アンテナ
２２　放送電波受信部
２３　制御部
２４ａ　映像生成部
２４ｂ　ＧＵＩ画像生成部
２５　映像合成部
２６　記憶部
３０　リモコン
３０ａ　リモコン画面
３１　アンテナ
３２　映像受信部
３３　赤外線発光部
３３’　指令信号付加部
３４　制御部
３５　表示部
３７　ボタンスイッチ
４０　ＴＶ電源ボタン
４１　画面入替えボタン
４２　主画面ボタン
４３　十字ボタン
４４　決定ボタン
４５　子画面ボタン
４６　蓄積データボタン
４７　メニューボタン
４８　戻るボタン
４９　詳細ボタン
５０　音量調整ボタン
５１　チャンネル切替ボタン
５２　テンキー
５３　赤外線発光素子
６０　放送形態選択欄
６１　チャンネル表示欄
６２　ポインタ
６３　詳細情報
６４　蓄積データ選択画面
６５　カレンダ
６６　蓄積データの一覧画面
６７　写真の一覧画面
７０　メニュー画面
７１　ポインタ
７２　蓄積データ選択画面
７３　カレンダ
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７４　ポインタ
７５　録画番組リスト画面
８０　姿勢センサ

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

(17) JP 3992570 B2 2007.10.17
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