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(57)【要約】
【課題】リモコンモードで使用する際の利便性を向上す
ることが可能な携帯情報処理装置を提供する。
【解決手段】この携帯情報処理装置１は、情報を表示す
る液晶表示部１０と、液晶表示部１０が表面に取り付け
られるフレーム２０と、情報処理モードとリモコンモー
ドとを切り替え制御可能なＣＰＵ１００と、フレーム２
０の表面に設けられ、リモコンモード時に、制御対象機
器（テレビジョン装置２００）のリモコン操作における
一つ前の操作に戻すための戻る機能スイッチ３５と、戻
る機能スイッチ３５とは別個にフレーム２０の表面に設
けられ、リモコンモード時および情報処理モード時に共
用可能な４方向移動スイッチ３２および決定スイッチ３
３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】
　情報を表示する表示部と、
　前記表示部が表面に取り付けられる筐体と、
　情報処理モードとリモコンモードとを切り替え制御可能な制御部と、
　前記筐体の表面に設けられ、リモコンモード時に、制御対象機器のリモコン操作におけ
る一つ前の操作に戻すための戻る機能専用スイッチと、
　前記戻る機能専用スイッチとは別個に前記筐体の表面に設けられ、前記リモコンモード
時および情報処理モード時に共用可能な共用スイッチとを備えた、携帯情報処理装置。
【請求項２】
　前記共用スイッチは、前記リモコンモード時および情報処理モード時の両方において選
択項目を選択する機能を有する選択スイッチ、および、前記リモコンモード時および情報
処理モード時の両方において選択した選択項目を決定する機能を有する決定スイッチの少
なくとも一方を含む、請求項１に記載の携帯情報処理装置。
【請求項３】
　前記戻る機能専用スイッチおよび前記共用スイッチとは別個に前記筐体の表面に設けら
れ、情報処理モード時に使用する情報処理モード専用スイッチをさらに備える、請求項１
または２に記載の携帯情報処理装置。
【請求項４】
　前記戻る機能専用スイッチおよび前記共用スイッチとは別個に前記筐体の表面に設けら
れ、前記情報処理モードと、前記リモコンモードとを切り替えるための切替専用スイッチ
をさらに備え、
　前記制御部は、前記切替専用スイッチがオン状態になったことに基づいて、リモコンと
して動作するように制御を行うように構成されている、請求項１～３のいずれか１項に記
載の携帯情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示部は、タッチパネル機能を有するとともに、
　前記制御部は、前記リモコンモード時において、リモコンとしての操作を行うための複
数のリモコン操作ボタンを前記表示部に表示させる制御を行うように構成されている、請
求項１～４のいずれか１項に記載の携帯情報処理装置。
【請求項６】
　前記表示部に表示されるリモコン操作ボタンは、前記リモコンモード時に制御対象機器
を選択する対象機器選択ボタンと、前記制御対象機器に対応する対象機器操作ボタンとを
含み、
　前記制御部は、前記リモコンモード時において、前記対象機器選択ボタンにより前記制
御対象機器が選択された場合に、選択された前記制御対象機器に対応する前記対象機器操
作ボタンを前記表示部に表示させるように構成されている、請求項５に記載の携帯情報処
理装置。
【請求項７】
　載置面に対して前記筐体および前記表示部を寝かせるように前記筐体を配置した状態で
、リモコン操作信号を含む赤外線を略前方真正面に出射可能な第１赤外線出射部と、
　前記載置面に対して前記筐体および前記表示部を寝かせるように前記筐体を配置した状
態で、平面的に見て、前記前方真正面に対して所定の角度傾斜させて前記リモコン操作信
号を含む赤外線を出射可能な第２赤外線出射部とをさらに備える、請求項１～６のいずれ
か１項に記載の携帯情報処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、携帯情報処理装置に関し、特に、情報処理モードとリモコンモードとを切
り替え制御可能な携帯情報処理装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、情報処理モードとリモコンモードとを切り替え制御可能な携帯情報処理装置が知
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、情報を表示する表示部と、表示部が表面に設けられる筐体と、筐
体の表面に設けられ、携帯電話機の操作を行うための各種ボタンが配置された操作部とを
備える携帯電話機（携帯情報処理装置）が開示されている。また、上記特許文献１による
携帯電話機は、携帯電話機（情報処理モード）として使用する他、プリンタ（制御対象機
器）のリモコン（リモコンモード）として使用可能に構成されている。具体的には、この
携帯電話機は、プリンタのリモコンとして使用する場合には、携帯電話機の操作を行う操
作部の各種ボタンが電源ボタン、印刷開始ボタンおよび一つ前の操作に戻すための戻るボ
タンなどに切替可能に構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－２２３４３８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による携帯電話機（携帯情報処理装置）では、プリンタ
のリモコンとして（リモコンモードで）使用される場合に、携帯電話機の操作を行うため
の各種ボタンが、印刷開始ボタンおよび一つ前の操作に戻すための戻るボタンなどに切り
替えられるため、携帯電話機として使用する場合とリモコンとして使用する場合とで変更
される各種ボタンの機能をユーザは把握し難いという不都合がある。このため、たとえば
、ユーザはリモコン時に比較的よく使用する一つ前の操作に戻すための戻るボタンを入力
する際にも、各種ボタンのいずれが戻るボタンであるかを確認しながらリモコン操作を行
う必要があるため、ユーザは携帯情報処理装置をリモコンモードで使用するのが煩わしい
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、リモコンモードで使用する際の利便性を向上することが可能な携帯情報処理装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００７】
　この発明の一の局面による携帯情報処理装置は、情報を表示する表示部と、表示部が表
面に取り付けられる筐体と、情報処理モードとリモコンモードとを切り替え制御可能な制
御部と、筐体の表面に設けられ、リモコンモード時に、制御対象機器のリモコン操作にお
ける一つ前の操作に戻すための戻る機能専用スイッチと、戻る機能専用スイッチとは別個
に筐体の表面に設けられ、リモコンモード時および情報処理モード時に共用可能な共用ス
イッチとを備える。
【０００８】
　この一の局面による携帯情報処理装置では、上記のように、筐体の表面に、リモコンモ
ード時に、制御対象機器のリモコン操作における一つ前の操作に戻すための戻る機能専用
スイッチを設けることによって、リモコンモード時において比較的利用頻度の高い戻る機
能のスイッチが戻る機能専用に設けられていることにより、ユーザは戻る機能専用スイッ
チの位置および機能を容易に把握することができる。これにより、リモコンモード時に、
制御対象機器のリモコン操作における一つ前の操作に戻したい場合に、容易に戻る機能専
用スイッチを入力することができる。その結果、携帯情報処理装置をリモコンモードで使
用する際の利便性を向上することができる。また、筐体の表面に、戻る機能専用スイッチ
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とは別個にリモコンモード時および情報処理モード時に共用可能な共用スイッチを設ける
ことによって、リモコンモードで使用するスイッチの全てを情報処理モードで使用するス
イッチと別個に設ける場合と比べて、筐体の表面に設けられるスイッチの数を減らすこと
ができる。
【０００９】
　上記一の局面による携帯情報処理装置において、好ましくは、共用スイッチは、リモコ
ンモード時および情報処理モード時の両方において選択項目を選択する機能を有する選択
スイッチ、および、リモコンモード時および情報処理モード時の両方において選択した選
択項目を決定する機能を有する決定スイッチの少なくとも一方を含む。このように構成す
れば、選択スイッチおよび決定スイッチはリモコンモード時および情報処理モード時に同
じ機能を有することにより、リモコンモードおよび情報処理モードのいずれの場合にも、
ユーザは選択スイッチおよび決定スイッチの少なくとも一方を含む共用ボタンの位置およ
び機能を容易に把握することができる。これにより、携帯情報処理装置をリモコンモード
で使用する際の利便性を向上しながら、筐体の表面に設けるスイッチの数を減らすことが
できる。
【００１０】
　上記一の局面による携帯情報処理装置において、好ましくは、戻る機能専用スイッチお
よび共用スイッチとは別個に筐体の表面に設けられ、情報処理モード時に使用する情報処
理モード専用スイッチをさらに備える。このように構成すれば、情報処理モード時に、ユ
ーザは情報処理モード専用スイッチの位置および機能を容易に把握することができるので
、容易に情報処理モード専用スイッチを入力することができる。その結果、携帯情報処理
装置を情報処理モードで使用する際の利便性を向上することができる。
【００１１】
　上記一の局面による携帯情報処理装置において、好ましくは、戻る機能専用スイッチお
よび共用スイッチとは別個に筐体の表面に設けられ、情報処理モードと、リモコンモード
とを切り替えるための切替専用スイッチをさらに備え、制御部は、切替専用スイッチがオ
ン状態になったことに基づいて、リモコンとして動作するように制御を行うように構成さ
れている。このように構成すれば、携帯情報処理装置をリモコンとして使用したい場合に
、切替専用スイッチをオンにすることにより、メニュー画面を操作してリモコンモードに
切り替える場合と異なり、即座にリモコンモードに切り替えることができる。これにより
、携帯情報処理装置をリモコンモードで使用する際の利便性をさらに向上することができ
る。
【００１２】
　上記一の局面による携帯情報処理装置において、好ましくは、表示部は、タッチパネル
機能を有するとともに、制御部は、リモコンモード時において、リモコンとしての操作を
行うための複数のリモコン操作ボタンを表示部に表示させる制御を行うように構成されて
いる。このように構成すれば、筐体の表面上に配置されるスイッチの数を減らすことがで
きるので、複数のリモコン操作ボタンを表示部に表示させる分、携帯情報処理装置が大型
化するのを抑制することができる。
【００１３】
　この場合において、好ましくは、表示部に表示されるリモコン操作ボタンは、リモコン
モード時に制御対象機器を選択する対象機器選択ボタンと、制御対象機器に対応する対象
機器操作ボタンとを含み、制御部は、リモコンモード時において、対象機器選択ボタンに
より制御対象機器が選択された場合に、選択された制御対象機器に対応する対象機器操作
ボタンを表示部に表示させるように構成されている。このように構成すれば、携帯情報処
理装置を複数の対象機器に対応したリモコンとして使用することができる。
【００１４】
　上記一の局面による携帯情報処理装置において、好ましくは、載置面に対して筐体およ
び表示部を寝かせるように筐体を配置した状態で、リモコン操作信号を含む赤外線を略前
方真正面に出射可能な第１赤外線出射部と、載置面に対して筐体および表示部を寝かせる
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ように筐体を配置した状態で、平面的に見て、前方真正面に対して所定の角度傾斜させて
リモコン操作信号を含む赤外線を出射可能な第２赤外線出射部とをさらに備える。このよ
うに構成すれば、第１赤外線出射部および第２赤外線出射部により、平面的に見て、広角
度にリモコン操作信号を含む赤外線を出射することができるので、たとえば大型の画面を
有するテレビジョン装置に近い位置で載置面に対して筐体および表示部を寝かせるように
携帯情報処理装置の筐体を配置した場合にも、第１赤外線出射部および第２赤外線出射部
のいずれかから出射されたリモコン操作信号を含む赤外線をテレビジョン装置（リモコン
制御対象機器）の赤外線受光部に受光させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態による携帯情報処理装置の液晶表示部側の構成を説明するた
めの全体斜視図である。
【図２】図１に示した携帯情報処理装置の内部構成を説明するためのブロック図である。
【図３】図１に示した携帯情報処理装置のフレームの液晶表示部が設けられている表面と
は反対側の表面側の構成を説明するための全体斜視図である。
【図４】図１に示した携帯情報処理装置の近赤外線ＬＥＤの出射範囲を説明するための平
面的に見た模式図である。
【図５】図４に示した近赤外線ＬＥＤの出射範囲を説明するためのフレームおよび液晶表
示部を寝かせた状態の側面図である。
【図６】図４に示した近赤外線ＬＥＤの出射範囲を説明するためのフレームを手で把持し
た状態の側面図である。
【図７】図１に示した携帯情報処理装置の液晶表示部に表示された対象機器選択ボタンを
示した斜視図である。
【図８】図１に示した携帯情報処理装置の液晶表示部に表示された対象機器操作ボタンを
示した斜視図である。
【図９】図１に示した携帯情報処理装置の情報処理モードとリモコンモードとの状態遷移
を説明するための状態遷移図である。
【図１０】図１に示した携帯情報処理装置の長手方向を横向きにして携帯情報処理装置が
把持された際の状態を示した斜視図である。
【図１１】図１に示した携帯情報処理装置の長手方向を縦向きにして携帯情報処理装置が
把持された際の状態を示した斜視図である。
【図１２】図１に示した携帯情報処理装置のフレームおよび液晶表示部を立てた状態の表
面側を示した斜視図である。
【図１３】図１に示した携帯情報処理装置のフレームおよび液晶表示部を立てた状態の背
面側を示した斜視図である。
【図１４】図１に示した携帯情報処理装置のフレームおよび液晶表示部を寝かせた状態を
一方の側方から見た斜視図である。
【図１５】図１に示した携帯情報処理装置のフレームおよび液晶表示部を寝かせた状態を
前方から見た斜視図である。
【図１６】図１に示した携帯情報処理装置のフレームおよび液晶表示部を寝かせた状態を
他方の側方から見た斜視図である。
【図１７】本実施形態の変形例による携帯情報処理装置の内部構成を示したブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　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。
【００１７】
　まず、図１～図８および図１０～図１６を参照して、本発明の一実施形態による携帯情
報処理装置１の構成について説明する。
【００１８】
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　図１に示すように、本発明の一実施形態による携帯情報処理装置１は、情報を表示する
液晶表示部１０と、液晶表示部１０が表面に設けられるフレーム２０と、フレーム２０の
表面側に設けられる表面側スイッチ部３０と、フレーム２０の背面（裏面）側に設けられ
る背面側スイッチ部４０とにより主に構成されている。なお、液晶表示部１０は、本発明
の「表示部」の一例であり、フレーム２０は、本発明の「筐体」の一例である。この携帯
情報処理装置１は、後述するユーザにより把持された状態（図１０および図１１参照）で
使用可能に構成されているとともに、フレーム２０および液晶表示部１０を立てた状態（
図１２および図１３参照）、および、フレーム２０および液晶表示部１０を寝かせた状態
（図１４～図１６参照）でも使用可能に構成されている。
【００１９】
　この携帯情報処理装置１は、情報処理装置のみならず制御対象機器（テレビジョン装置
など）のリモコンとしても使用可能に構成されている。具体的には、携帯情報処理装置１
は、インターネット接続可能に構成されており、情報処理装置として機能する情報処理モ
ードにおいて、インターネット接続をすることによりメール、ビデオチャット、ボイスチ
ャットおよびＩＰ電話などを使用可能に構成されている。また、携帯情報処理装置１は、
インターネット接続をしていない場合にも、制御対象機器（テレビなど）のリモコンとし
て機能するリモコンモードにおいて、オーディオ機器類（図示せず）のリモコンとして機
能するように構成されている。上記情報処理モードとリモコンモードとは、携帯情報処理
装置１の制御を行うＣＰＵ１００（図２参照）により切り替え制御可能に構成されている
。なお、ＣＰＵ１００は、本発明の「制御部」の一例である。また、携帯情報処理装置１
は、たとえば、フレーム２０および液晶表示部１０を立てた状態（図１２および図１３参
照）では、デジタルフォトフレームおよび監視装置などとしても使用可能である。
【００２０】
　液晶表示部１０は、図１に示すように、タッチパネル機能を有しており、ユーザが液晶
表示部１０に表示された操作ボタンを押下することにより、アプリケーションに従った操
作が可能なように構成されている。また、液晶表示部１０は、図２に示すように、ＣＰＵ
１００と接続されており、ＣＰＵ１００により制御されるように構成されている。また、
液晶表示部１０は、フレーム２０および液晶表示部１０を立てた状態（図１２および図１
３の状態）、寝かせた状態（図１４～図１６の状態）およびユーザにより把持された状態
（図１０および図１１の状態）などの携帯情報処理装置１の使用状態に応じて、表示の方
向を変更可能に構成されている。
【００２１】
　ここで、本実施形態では、図１に示すように、表面側スイッチ部３０は、液晶表示部１
０の矢印Ｘ２方向側の部分に設けられた、複数（４つ）の情報処理モード専用スイッチ３
１、４方向移動スイッチ３２、決定スイッチ３３、リモコンモード遷移スイッチ３４およ
び戻る機能スイッチ３５を含んでいる。情報処理モード専用スイッチ３１は、図２に示す
ように、ＣＰＵ１００と接続されており、情報処理モード専用スイッチ３１の押下操作に
基づいてＣＰＵ１００により所定の制御が行われるように構成されている。また、複数の
情報処理モード専用スイッチ３１は、それぞれ、メール、ビデオおよびボイスチャットお
よびＩＰ電話など、オーディオ機器類（図示せず）のリモコンモード時以外の情報処理モ
ード専用で使用される異なる機能を有するスイッチである。また、情報処理モード専用ス
イッチ３１は、図１に示すように、４方向移動スイッチ３２、決定スイッチ３３、リモコ
ンモード遷移スイッチ３４および戻る機能スイッチ３５とは別個にフレーム２０の表面に
設けられている。
【００２２】
　また、本実施形態では、４方向移動スイッチ３２は、情報処理モード専用スイッチ３１
の矢印Ｘ２方向側に設けられている。なお、４方向移動スイッチ３２は、本発明の「共用
スイッチ」および「選択スイッチ」の一例である。また、決定スイッチ３３は、４方向移
動スイッチ３２の中心部分に設けられている。なお、決定スイッチ３３は、本発明の「共
用スイッチ」の一例である。これら４方向移動スイッチ３２および決定スイッチ３３は、
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それぞれ、図２に示すように、ＣＰＵ１００と接続されており、４方向移動スイッチ３２
および決定スイッチ３３の押下操作に基づいてＣＰＵ１００により所定の制御が行われる
ように構成されている。また、４方向移動スイッチ３２および決定スイッチ３３は、それ
ぞれ、リモコンモードおよび情報処理モードの両方で同じ機能として使用可能（共用可能
）に構成されている。具体的には、４方向移動スイッチ３２は、リモコンモードおよび情
報処理モードの両方で、液晶表示部１０などに表示された所定のコマンドを選択するよう
に構成されている。また、決定スイッチ３３は、リモコンモードおよび情報処理モードの
両方で、選択されたコマンドを決定するように構成されている。
【００２３】
　また、本実施形態では、図１に示すように、リモコンモード遷移スイッチ３４は、４方
向移動スイッチ３２の矢印Ｙ２方向側に設けられており、リモコンモードと情報処理モー
ドとを切り替える機能を有する。なお、リモコンモード遷移スイッチ３４は、本発明の「
切替専用スイッチ」の一例である。このリモコンモード遷移スイッチ３４は、図２に示す
ように、ＣＰＵ１００と接続されており、リモコンモード遷移スイッチ３４の押下操作に
基づいてＣＰＵ１００により情報処理モードとリモコンモードとの切り替え制御が行われ
るように構成されている。また、リモコンモード遷移スイッチ３４は、図１に示すように
、情報処理モード専用スイッチ３１、４方向移動スイッチ３２、決定スイッチ３３および
戻る機能スイッチ３５とは別個にフレーム２０の表面に設けられている。
【００２４】
　ここで、本実施形態では、戻る機能スイッチ３５は、４方向移動スイッチ３２の矢印Ｙ
１方向側に設けられており、リモコンモード時に、リモコン制御対象機器（テレビジョン
装置２００（図４参照）など）のリモコン操作時における現在の状態から１つ前の状態に
戻す機能を有する。この戻る機能スイッチ３５は、リモコンモード時のみ使用され、リモ
コン制御対象機器（テレビジョン装置２００（図４参照）など）の表示部にＯＳＤ表示さ
れた操作画面を現在の状態から１つ前の状態に戻すための操作専用に設けられている。な
お、戻る機能スイッチ３５は、本発明の「戻る機能専用スイッチ」の一例である。また、
戻る機能スイッチ３５は、図２に示すように、ＣＰＵ１００と接続されており、戻る機能
スイッチ３５の押下に基づいてＣＰＵ１００によりＯＳＤ表示された操作画面を１つ前の
状態に戻す制御が行われるように構成されている。また、戻る機能スイッチ３５は、図１
に示すように、上記情報処理モード専用スイッチ３１、４方向移動スイッチ３２、決定ス
イッチ３３およびリモコンモード遷移スイッチ３４とは別個にフレーム２０の表面に設け
られている。
【００２５】
　また、背面側スイッチ部４０は、図３に示すように、電源スイッチ４１および音量スイ
ッチ４２を含んでいる。これら電源スイッチ４１および音量スイッチ４２は、図２に示す
ように、ＣＰＵ１００と接続されており、電源スイッチ４１および音量スイッチ４２の押
下に基づいてＣＰＵ１００により電源制御および音量制御が行われるように構成されてい
る。電源スイッチ４１は、図３に示すように、押下することにより主電源および画面表示
のオンおよびオフ操作が可能なように構成されている。具体的には、電源スイッチ４１が
長押しされた場合に、ＣＰＵ１００（図２参照）により携帯情報処理装置１の主電源をオ
ンまたはオフにする制御が行われるように構成されている。また、電源スイッチ４１が長
押しよりも短い押圧時間で押下（短押し）された場合に、ＣＰＵ１００により液晶表示部
１０の画面表示をオンまたはオフに切り替える制御が行われるように構成されている。
【００２６】
　また、音量スイッチ４２は、電源スイッチ４１の矢印Ｙ２方向側に設けられており、後
述するスピーカ５３などの音量の上げ下げを行う機能を有する。音量スイッチ４２は、シ
ーソー式のスイッチであり、第１スイッチ部４２ａおよび第２スイッチ部４２ｂを有する
。第１スイッチ部４２ａおよび第２スイッチ部４２ｂの一方を押下することによりＣＰＵ
１００（図２参照）により音量を上げる制御が行われ、第１スイッチ部４２ａおよび第２
スイッチ部４２ｂの他方を押下することによりＣＰＵ１００により音量を下げる制御が行
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われるように構成されている。また、音量スイッチ４２は、後述する音声ケーブル接続部
９４（図１２参照）にイヤホン（図示せず）またはヘッドホン（図示せず）などが接続さ
れている場合には、イヤホン（図示せず）またはヘッドホン（図示せず）などから出力さ
れる音量の上げ下げを行うように構成されている。
【００２７】
　また、図１に示すように、液晶表示部１０の長手方向（Ｘ方向）の矢印Ｘ１方向側の側
端部の側方におけるフレーム２０の表面には、カメラユニット５１が設置されている。こ
のカメラユニット５１は、図２に示すように、ＣＰＵ１００と接続されており、ユーザの
操作などに基づいてＣＰＵ１００により制御されるように構成されている。また、カメラ
ユニット５１は、たとえば、ユーザにより把持された状態で携帯情報処理装置１を使用す
る場合などに、ビデオチャット時の画像を入力する機能を有する。また、カメラユニット
５１は、フレーム２０および液晶表示部１０を立てた状態（図１２および図１３の状態）
では、監視カメラおよび明るさを検知するセンサなどの機能を有する。
【００２８】
　また、図１に示すように、カメラユニット５１の矢印Ｙ２方向側（フレーム２０の短手
方向（Ｙ方向）の矢印Ｙ２方向側）の側方には、マイクユニット５２が設置されている。
このマイクユニット５２は、図２に示すように、ＣＰＵ１００と接続されており、音声入
力に基づいて、ＣＰＵ１００により音声信号に変換する制御などが行われるように構成さ
れている。また、マイクユニット５２は、たとえば、ボイスチャット、ビデオチャットお
よびＩＰ電話時などの音声を入力する機能を有する。また、マイクユニット５２は、ボイ
スメモの音声を入力するとともに、監視装置として使用する際には、異常音を検出するセ
ンサとしての機能も有する。
【００２９】
　また、図３に示すように、フレーム２０の背面側には、スピーカ５３（図２参照）が内
蔵されている。このスピーカ５３は、図２に示すように、ＣＰＵ１００と接続されており
、ＣＰＵ１００により制御されるように構成されている。また、スピーカ５３は、たとえ
ば、各種警告音、各種音声ファイル、音楽再生、ビデオ再生、ボイスチャット、ビデオチ
ャットおよびインターネットラジオ再生時などの音声を出力する機能を有する。
【００３０】
　また、本実施形態では、図３に示すように、フレーム２０の矢印Ｙ２方向側の端面２１
ａおよび２２ａには、リモコンモード時において、リモコン制御対象機器（たとえば、テ
レビジョン装置２００（図４参照）など）にリモコン操作信号を含む近赤外線を出射する
ための近赤外線ＬＥＤ６１、６２、６３および６４が設けられている。なお、近赤外線Ｌ
ＥＤ６１および６３は、本発明の「第２赤外線出射部」の一例であり、近赤外線ＬＥＤ６
４は、本発明の「第１赤外線出射部」の一例である。また、近赤外線ＬＥＤ６１～６４は
、図２に示すように、ＬＥＤドライバ６５を介してＣＰＵ１００と接続されており、ＣＰ
Ｕ１００によりＬＥＤドライバ６５を介して制御されるように構成されている。また、近
赤外線ＬＥＤ６１および６２は、フレーム２０の矢印Ｙ２方向側の端面２１ａに設けられ
ている。
【００３１】
　近赤外線ＬＥＤ６１は、図３に示すように、端面２１ａの矢印Ｘ１方向側の端部近傍に
設けられている。また、近赤外線ＬＥＤ６１は、図４に示すように、平面的に見て、真正
面方向（矢印Ｙ２方向）に対して矢印Ｘ１方向に所定の角度α１傾斜させた方向（図４の
矢印Ａ方向）を中心としてリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するように構成されて
いる。また、近赤外線ＬＥＤ６１は、図５に示すように、側方（矢印Ｘ１方向側）から見
て、載置面Ｐと略平行にリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するように構成されてい
る。つまり、近赤外線ＬＥＤ６１は、載置面Ｐに対してフレーム２０および液晶表示部１
０を寝かせるように配置した状態（図５参照）で、テレビジョン装置２００（リモコン制
御対象機器）などにリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するために設けられている。
【００３２】
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　また、近赤外線ＬＥＤ６２は、図３に示すように、端面２１ａの近赤外線ＬＥＤ６１の
矢印Ｘ２方向側に設けられている。また、近赤外線ＬＥＤ６２は、図４に示すように、平
面的に見て、真正面方向（矢印Ｙ２方向（図４の矢印Ｂ方向））を中心としてリモコン操
作信号を含む近赤外線を出射するように構成されている。また、近赤外線ＬＥＤ６２は、
図５に示すように、側方（矢印Ｘ１方向側）から見て、載置面Ｐ側（斜め下方）に向かっ
てリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するように構成されている。つまり、近赤外線
ＬＥＤ６２は、図６に示すように、液晶表示部１０の長手方向（Ｘ方向）が横向きになる
ようにユーザにより把持された状態で、リモコン制御対象機器（テレビジョン装置２００
など）にリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するために設けられている。
【００３３】
　また、本実施形態では、近赤外線ＬＥＤ６３および６４は、図３に示すように、フレー
ム２０の矢印Ｙ２方向側の端面２２ａに設けられている。
【００３４】
　近赤外線ＬＥＤ６３は、端面２２ａの矢印Ｘ２方向側の端部近傍に設けられている。ま
た、近赤外線ＬＥＤ６３は、図４に示すように、平面的に見て、真正面方向（矢印Ｙ２方
向）に対して矢印Ｘ２方向に所定の角度α２傾斜させた方向（図４の矢印Ｃ方向）を中心
としてリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するように構成されている。また、近赤外
線ＬＥＤ６３は、図５に示すように、側方（矢印Ｘ２方向側）から見て、載置面Ｐと略平
行にリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するように構成されている。つまり、近赤外
線ＬＥＤ６３は、図５に示すように、載置面Ｐに対してフレーム２０および液晶表示部１
０を寝かせるように配置した状態で、リモコン制御対象機器（テレビジョン装置２００な
ど）にリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するために設けられている。
【００３５】
　また、近赤外線ＬＥＤ６４は、図３に示すように、端面２２ａの近赤外線ＬＥＤ６３の
矢印Ｘ１方向側に設けられている。また、近赤外線ＬＥＤ６４は、近赤外線ＬＥＤ６３と
異なり、図４に示すように、平面的に見て、真正面方向（矢印Ｙ２方向（図４の矢印Ｄ方
向））を中心としてリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するように構成されている。
また、近赤外線ＬＥＤ６４は、図５に示すように、側方（矢印Ｘ２方向側）から見て、近
赤外線ＬＥＤ６３と同様に、載置面Ｐと略平行にリモコン操作信号を含む近赤外線を出射
するように構成されている。つまり、近赤外線ＬＥＤ６４は、近赤外線ＬＥＤ６３と同様
に、載置面Ｐに対してフレーム２０および液晶表示部１０を寝かせるように配置した状態
で、リモコン制御対象機器（テレビジョン装置２００など）にリモコン操作信号を含む近
赤外線を出射するために設けられている。
【００３６】
　上記のように近赤外線ＬＥＤ６１、６３および６４を、側方（Ｘ方向側）から見て、載
置面Ｐと略平行に、かつ、平面的に見て、真正面方向（矢印Ｄ方向）、真正面方向（矢印
Ｙ２方向）に対して所定の角度α１およびα２傾斜させた方向（矢印Ａ方向および矢印Ｃ
方向）に向かってリモコン操作信号を含む近赤外線を出射するように構成することによっ
て、図４に示すように、広角度範囲にリモコン操作信号を含む近赤外線を出射することが
可能となる。すなわち、比較的大きな画面サイズを有するテレビジョン装置２００の近傍
に携帯情報処理装置１が水平方向に配置された状態でリモコン操作された場合にも、テレ
ビジョン装置２００の幅方向の矢印Ｘ１方向端部から矢印Ｘ２方向端部に渡ってリモコン
操作信号を含む近赤外線を出射することが可能となるので、テレビジョン装置２００のリ
モコン受光部が、矢印Ｘ１方向端部近傍（リモコン受光部２００ａ）に存在する場合、Ｘ
方向の中心部分近傍（リモコン受光部２００ｂ）に存在する場合、または、矢印Ｘ２方向
端部近傍（リモコン受光部２００ｃ）に存在する場合のいずれの場合であっても、ユーザ
は出射される近赤外線の指向性を気にすることなく携帯情報処理装置１を用いてリモコン
操作を行うことが可能となる。
【００３７】
　また、上記のように近赤外線ＬＥＤ６２を、側方（Ｘ方向側）から見て、載置面Ｐに向
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かって、かつ、平面的に見て、真正面方向（矢印Ｂ方向）に向かってリモコン操作信号を
含む近赤外線を出射するように構成することによって、図６に示すように、ユーザが携帯
情報処理装置１を長手方向（Ｘ方向）を横向きにして、かつ、矢印Ｙ２方向側を上向きに
して把持した状態でリモコン操作された場合にも、近赤外線ＬＥＤ６２からユーザの前方
（矢印Ｂ方向）に向かって近赤外線を出射することが可能となる。
【００３８】
　また、携帯情報処理装置１は、図２に示すように、ＣＰＵ１００、フラッシュメモリ７
１および主メモリ７２を含んでいる。ＣＰＵ１００は、フラッシュメモリ７１に記憶され
ているプログラムを主メモリ７２に読み出して実行することが可能である。
【００３９】
　また、本実施形態では、ＣＰＵ１００は、上述したように、情報処理モードとリモコン
モードとを切り替え制御可能に構成されている。具体的には、ＣＰＵ１００は、情報処理
モードにおいてユーザによりリモコンモード遷移スイッチ３４がオン（押下）された場合
に、リモコンモードに切り替え制御を行うように構成されている。そして、ＣＰＵ１００
は、リモコンモードにおいて、リモコンとして動作するように制御を行うように構成され
ている。また、ＣＰＵ１００は、リモコンモードにおいてユーザによりリモコンモード遷
移スイッチ３４がオフ（押下）された場合に、情報処理モードに切り替え制御を行うよう
に構成されている。
【００４０】
　また、ＣＰＵ１００は、リモコンモード時において、リモコンとしての操作を行うため
の複数のリモコン操作ボタン８０（図７および図８参照）を液晶表示部１０に表示させる
制御を行うように構成されている。このリモコン操作ボタン８０は、図７に示すように、
リモコンモード時に複数の制御対象機器（たとえば、テレビジョン装置２００（図４参照
）、ＤＶＤレコーダ（図示せず）など）からリモコン操作を行いたい制御対象機器を選択
する対象機器選択ボタン８１を含んでいる。また、リモコン操作ボタン８０は、図８に示
すように、選択された制御対象機器（たとえば、テレビジョン装置２００（図４参照））
に対応する対象機器操作ボタン８２を含んでいる。そして、ＣＰＵ１００は、リモコンモ
ード時において、対象機器選択ボタン８１により制御対象機器（たとえば、テレビジョン
装置２００（図４参照））が選択された場合に、選択された制御対象機器（たとえば、テ
レビジョン装置２００（図４参照））に対応する対象機器操作ボタン８２を液晶表示部１
０に表示させるように構成されている。
【００４１】
　ここで、情報処理モードとリモコンモードとの状態遷移について詳細に説明する。図９
に示すように、情報処理モードの場合において、ユーザにより４方向移動スイッチ３２（
図１参照）および決定スイッチ３３（図１参照）が押下された場合に、ＣＰＵ１００（図
２参照）により、携帯情報処理装置１自身が操作される。具体的には、４方向移動スイッ
チ３２および決定スイッチ３３が操作されることにより、メール、ビデオチャット、ボイ
スチャットおよびＩＰ電話などのコマンド選択および決定が行われる。また、情報処理モ
ードの場合において、４方向移動スイッチ３２（図１参照）および決定スイッチ３３（図
１参照）のみならず、液晶表示部１０に対してタッチパネル操作が行われることによって
も、ＣＰＵ１００（図２参照）により、携帯情報処理装置１自身が操作される。これによ
り、タッチパネル操作を行うだけで、即時に携帯情報処理装置１自身の操作を行うことが
可能となる。また、情報処理モードの場合には、ＣＰＵ１００により、戻る機能スイッチ
３５は無効になるように制御されている。
【００４２】
　そして、情報処理モードの場合において、ユーザによりリモコンモード遷移スイッチ３
４がオン（押下）された場合に、ＣＰＵ１００により、情報処理モードからリモコンモー
ドに切り替えられる。これにより、リモコンモードにおいて、４方向移動スイッチ３２お
よび決定スイッチ３３が押下された場合に、選択された制御対象機器（たとえば、テレビ
ジョン装置２００（図４参照））が操作される。具体的には、４方向移動スイッチ３２お
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よび決定スイッチ３３が操作されることにより、制御対象機器を操作するためのリモコン
コマンドの選択および決定が行われる。そして、４方向移動スイッチ３２および決定スイ
ッチ３３が押下された際の信号は、ＬＥＤドライバ６５（図２参照）と近赤外線ＬＥＤ６
１、６２、６３および６４（図２参照）とを介して、制御対象機器（たとえば、テレビジ
ョン装置２００（図４参照））に送信される。これにより、送信された信号に基づいて、
選択された制御対象機器が制御される。また、リモコンモードの場合において、４方向移
動スイッチ３２（図１参照）および決定スイッチ３３（図１参照）のみならず、液晶表示
部１０に対してタッチパネル操作が行われることによっても、ＣＰＵ１００（図２参照）
により、選択された制御対象機器（たとえば、テレビジョン装置２００）が操作される。
これにより、タッチパネル操作を行うだけで、即時に選択された制御対象機器の操作を行
うことが可能となる。
【００４３】
　また、情報処理モードからリモコンモードに切り替えられた場合には、ＣＰＵ１００に
より、戻る機能スイッチ３５が有効にされる。これにより、テレビジョン装置２００（図
４参照）の表示部にＯＳＤ表示された操作画面を現在の状態から１つ前の状態に戻したい
場合に、ユーザが戻る機能スイッチ３５を押下することにより、即座にＯＳＤ表示された
操作画面を現在の状態から１つ前の状態に戻すことが可能となる。
【００４４】
　また、リモコンモードの場合において、ユーザによりリモコンモード遷移スイッチ３４
がオフ（押下）された場合に、ＣＰＵ１００により、リモコンモードから情報処理モード
に切り替えられる。この場合、リモコンモードから切り替えられた情報処理モードの使用
状態は、リモコンモードに切り替えられる前の情報処理モードの使用状態と同一の状態に
戻される。
【００４５】
　また、携帯情報処理装置１には、図５に示すように、複数の接続部９０が設けられてい
る。この複数の接続部９０は、フレーム２０の矢印Ｘ１方向側（図１参照）の側面部２４
に設けられている。また、複数の接続部９０は、２つのＵＳＢ接続部９１および９２と、
ＨＤＭＩ接続部９３と、音声ケーブル接続部９４と、電源コネクタ９５とを含んでいる。
２つのＵＳＢ接続部９１および９２と、ＨＤＭＩ接続部９３と、音声ケーブル接続部９４
とは、図２に示すように、ＣＰＵ１００と接続されている。
【００４６】
　２つのＵＳＢ接続部９１および９２は、それぞれ、図示しないＵＳＢケーブルを介して
外部機器（図示せず）と接続するために設けられている。また、ＨＤＭＩ接続部９３は、
図示しないＨＤＭＩケーブルを介してテレビジョン装置２００（図４参照）などと接続さ
れた場合に、テレビジョン装置２００（図４参照）などに対して映像および音声データを
送信可能に構成されている。また、音声ケーブル接続部９４は、イヤホン（図示せず）ま
たはヘッドホン（図示せず）などを接続可能に構成されている。また、電源コネクタ９５
は、携帯情報処理装置１に電力を取り入れるために設けられている。
【００４７】
　次に、図１～図３および図１０～図１６を参照して、携帯情報処理装置１のフレーム２
０の構造について詳細に説明する。
【００４８】
　フレーム２０は、図１および図３に示すように、樹脂により形成されている。フレーム
２０の液晶表示部１０が設けられている表面とは反対側の表面には、複数の突起部２１、
２２および２３が一体的に設けられている。
【００４９】
　突起部２１は、図３に示すように、フレーム２０の長手方向（Ｘ方向）の矢印Ｘ１方向
側の端部近傍にフレーム２０の短手方向（Ｙ方向）に延びるように設けられている。また
、突起部２２は、フレーム２０の長手方向（Ｘ方向）の矢印Ｘ２方向側の端部近傍にフレ
ーム２０の短手方向（Ｙ方向）に延びるように設けられている。すなわち、突起部２１お
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よび２２は、フレーム２０の長手方向（Ｘ方向）の両方の端部近傍に設けられ、フレーム
２０および液晶表示部１０の長手方向（Ｘ方向）を横向きにした状態でフレーム２０をユ
ーザの手で把持するための把持部分を構成している。また、図１４および図１６に示すよ
うに、突起部２１および２２は、それぞれ、フレーム２０の矢印Ｙ１方向の端部側から矢
印Ｙ２方向の端部側に向かって徐々に厚みが増加するように構成されている。
【００５０】
　上記のように突起部２１および２２を構成することによって、図１２および図１３に示
すように、フレーム２０および液晶表示部１０を立てた状態で突起部２１および突起部２
２によりフレーム２０を支持可能である。この場合、液晶表示部１０の表示は、矢印Ｙ２
方向側が下方向になるように表示される。また、図１４～図１６に示すように、突起部２
１および２２は、それぞれ、フレーム２０および液晶表示部１０を寝かせた状態で、フレ
ーム２０および液晶表示部１０を載置面Ｐに対して所定の角度傾斜させた状態でフレーム
２０を支持可能である。この場合、液晶表示部１０の表示は、矢印Ｙ１方向側が下方向に
なるように表示される。
【００５１】
　また、上記のように突起部２１および２２を構成することによって、図１０に示すよう
に、突起部２１および２２は、フレーム２０および液晶表示部１０の長手方向（Ｘ方向）
を横向きにして両手で把持可能である。この場合、突起部２１は、ユーザの右手の人差し
指などが添えられた状態で把持されるとともに、突起部２２は、ユーザの左手の人差し指
などが添えられた状態で把持される。また、図１１に示すように、突起部２１および２２
は、フレーム２０および液晶表示部１０の短手方向（Ｙ方向）を横向きにして片手で把持
可能である。この場合、突起部２２は、ユーザの中指が突起部２２の矢印Ｘ１方向側のラ
イン（図１１の破線部分）に添えられた状態で把持される。
【００５２】
　また、突起部２３は、図３に示すように、フレーム２０の短手方向（Ｙ方向）の矢印Ｙ
２方向端部近傍で、かつ、突起部２１および２２の間に設けられている。また、突起部２
３は、突起部２１および２２とは独立して突起部２１および２２が突出する方向と同様の
方向に突出している。この突起部２３の内部には、携帯情報処理装置１の電源を供給する
ための充電可能な二次電池が内蔵（収納）されている。突起部２３の内部に収納されてい
る二次電池には、たとえば、リチウムイオン電池、ニッケル水素電池またはリチウムポリ
マ電池などが使用される。
【００５３】
　また、突起部２１および２２には、それぞれ、開口部２１ｂおよび２２ｂが設けられて
いる。これら開口部２１ｂおよび２２ｂは、それぞれ、スピーカ５３から出力される音声
を外部に出力するために設けられている。
【００５４】
　また、突起部２１および２２のそれぞれの矢印Ｙ１方向側の端部近傍には、凸部２１ｃ
および２２ｃがフレーム２０と一体的に設けられている。また、突起部２１および２２の
矢印Ｙ２方向側の端部近傍には、凸部２１ｄおよび２２ｄがフレーム２０と一体的に設け
られている。これら凸部２１ｃおよび２２ｃと凸部２１ｄおよび２２ｄとは、それぞれ、
載置面Ｐに対して点接触するので、フレーム２０を載置面Ｐに対して安定して載置するこ
とが可能である。
【００５５】
　本実施形態では、上記のように、フレーム２０の表面に、リモコンモード時に、制御対
象機器（たとえば、テレビジョン装置２００）のリモコン操作における一つ前の操作に戻
すための戻る機能スイッチ３５を設けることによって、リモコンモード時において比較的
利用頻度の高い戻る機能のスイッチが戻る機能専用に設けられていることにより、ユーザ
は戻る機能スイッチ３５の位置および機能を容易に把握することができる。これにより、
リモコンモード時に、制御対象機器のリモコン操作における一つ前の操作に戻したい場合
に、容易に戻る機能スイッチ３５を入力することができる。その結果、携帯情報処理装置
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１をリモコンモードで使用する際の利便性を向上することができる。また、フレーム２０
の表面に、戻る機能スイッチ３５とは別個にリモコンモード時および情報処理モード時に
共用可能な４方向移動スイッチ３２および決定スイッチ３３（共用スイッチ）を設けるこ
とによって、リモコンモードで使用するスイッチの全てを情報処理モードで使用するスイ
ッチと別個に設ける場合と比べて、フレーム２０の表面に設けられるスイッチの数を減ら
すことができる。
【００５６】
　また、本実施形態では、上記のように、リモコンモード時および情報処理モード時の両
方において選択項目を選択する機能を有する４方向移動スイッチ３２（選択スイッチ）、
および、リモコンモード時および情報処理モード時の両方において選択した選択項目を決
定する機能を有する決定スイッチ３３を設けることによって、リモコンモードおよび情報
処理モードのいずれの場合にも、ユーザは４方向移動スイッチ３２（選択スイッチ）およ
び決定スイッチ３３の位置および機能を容易に把握することができる。これにより、携帯
情報処理装置１をリモコンモードで使用する際の利便性を向上しながら、フレーム２０の
表面に設けるスイッチの数を減らすことができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、上記のように、フレーム２０の表面に、戻る機能スイッチ３５
、４方向移動スイッチ３２および決定スイッチ３３とは別個に情報処理モード時に使用す
る情報処理モード専用スイッチ３１を設けることによって、情報処理モード時に、ユーザ
は情報処理モード専用スイッチ３１の位置および機能を容易に把握することができるので
、容易に情報処理モード専用スイッチ３１を入力することができる。その結果、携帯情報
処理装置１を情報処理モードで使用する際の利便性を向上することができる。
【００５８】
　また、本実施形態では、上記のように、フレーム２０の表面に、戻る機能スイッチ３５
、４方向移動スイッチ３２および決定スイッチ３３とは別個に、情報処理モードと、リモ
コンモードとを切り替えるためのリモコンモード遷移スイッチ３４を設けるとともに、Ｃ
ＰＵ１００を、リモコンモード遷移スイッチ３４がオン状態になったことに基づいて、リ
モコンとして動作するように制御を行うように構成することによって、携帯情報処理装置
１をリモコンとして使用したい場合に、リモコンモード遷移スイッチ３４をオンにするこ
とにより、メニュー画面を操作してリモコンモードに切り替える場合と異なり、即座にリ
モコンモードに切り替えることができる。これにより、携帯情報処理装置１をリモコンモ
ードで使用する際の利便性をさらに向上することができる。
【００５９】
　また、本実施形態では、上記のように、リモコンモード時において、リモコンとしての
操作を行うための複数のリモコン操作ボタン８０を液晶表示部１０に表示させる制御を行
うことによって、フレーム２０の表面上に配置されるスイッチの数を減らすことができる
ので、複数のリモコン操作ボタン８０を液晶表示部１０に表示させる分、携帯情報処理装
置１が大型化するのを抑制することができる。
【００６０】
　また、本実施形態では、上記のように、リモコンモード時において、対象機器選択ボタ
ン８１により制御対象機器が選択された場合に、選択された制御対象機器に対応する対象
機器操作ボタン８２を液晶表示部１０に表示させることによって、携帯情報処理装置１を
複数の対象機器に対応したリモコンとして使用することができる。
【００６１】
　また、本実施形態では、上記のように、載置面Ｐに対してフレーム２０および液晶表示
部１０を寝かせるようにフレーム２０を配置した状態で、リモコン操作信号を含む赤外線
を略前方真正面（矢印Ｄ方向（矢印Ｙ２方向））に出射可能な近赤外線ＬＥＤ６４と、載
置面Ｐに対してフレーム２０および液晶表示部１０を寝かせるようにフレーム２０を配置
した状態で、平面的に見て、前方真正面（矢印Ｙ２方向）に対して所定の角度α１および
α２傾斜させてリモコン操作信号を含む赤外線を出射可能な近赤外線ＬＥＤ６１および６
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３とを設けることによって、近赤外線ＬＥＤ６１、６３および６４により、平面的に見て
、広角度にリモコン操作信号を含む赤外線を出射することができるので、大型の画面を有
するテレビジョン装置２００に近い位置で載置面Ｐに対してフレーム２０および液晶表示
部１０を寝かせるように携帯情報処理装置１のフレーム２０を配置した場合にも、近赤外
線ＬＥＤ６１、６３および６４のいずれかから出射されたリモコン操作信号を含む赤外線
をテレビジョン装置２００（リモコン制御対象機器）のリモコン受光部（リモコン受光部
２００ａ、２００ｂおよび２００ｃのいずれか）に受光させることができる。
【００６２】
　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。
【００６３】
　たとえば、上記実施形態では、情報処理モードとリモコンモードとの両方で共用できる
スイッチの一例として４方向移動スイッチおよび決定スイッチを設けた例について示した
が、本発明はこれに限られない。４方向移動スイッチおよび決定スイッチのいずれか一方
のみが情報処理モードとリモコンモードとの両方で共用されるスイッチとしてもよいし、
４方向移動スイッチおよび決定スイッチのみならず、４方向移動スイッチおよび決定スイ
ッチ以外のスイッチを情報処理モードとリモコンモードとの両方で共用することができる
ようにしてもよい。
【００６４】
　また、上記実施形態では、情報処理モードとリモコンモードとを切り替えるリモコンモ
ード遷移スイッチを１つ設けた例について示したが、本発明はこれに限られない。リモコ
ンモード遷移スイッチを複数設けるようにしてもよい。この場合、テレビ専用のリモコン
モード遷移スイッチ、ＤＶＤレコーダ専用のリモコンモード遷移スイッチを設けるなど、
リモコン制御対象機器ごとに個別にリモコンモード遷移スイッチを設けることが好ましい
。
【００６５】
　また、上記実施形態では、近赤外線ＬＥＤをフレームの長手方向に沿って配置した例に
ついて示したが、本発明はこれに限られない。近赤外線ＬＥＤをフレームの長手方向のみ
ならず、フレームの短手方向に沿って配置してもよいし、近赤外線ＬＥＤをフレームの短
手方向のみに沿って配置してもよい。
【００６６】
　また、上記実施形態では、リモコンモード時に、制御対象機器に対してリモコン操作信
号を含む赤外線を出射することにより、制御対象機器のリモコン制御を行う例について示
したが、本発明はこれに限られない。たとえば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）および
Ｚｉｇｂｅｅ（登録商標）などの無線通信規格を用いることにより制御対象機器のリモコ
ン制御を行うようにしてもよい。
【００６７】
　また、上記実施形態では、近赤外線ＬＥＤをＣＰＵにより制御するように構成した例に
ついて示したが、本発明はこれに限られない。たとえば、図１７に示す変形例のように、
ＣＰＵ１００とＬＥＤドライバ６５との間にサブマイコン１６５を設けるとともに、近赤
外線ＬＥＤをサブマイコン１６５により制御するようにしてもよい。
【００６８】
　上記変形例のサブマイコン１６５は、図１７に示すように、ＣＰＵ１００のソフトウェ
ア処理を軽減するために設けられている。具体的には、制御対象機器の受信可能な赤外線
のコードは、制御対象機器毎に異なっており、サブマイコン１６５は、制御対象機器毎の
赤外線コードを管理するように構成されている。つまり、ＣＰＵ１００は、制御対象機器
毎の赤外線コードを管理する必要がなく、リモコンモード時に、制御対象機器の指定と操
作したい機能とをサブマイコン１６５に対して命令すればよい。
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【符号の説明】
【００６９】
　１　携帯情報処理装置
　１０　液晶表示部（表示部）
　２０　フレーム（筐体）
　３１　情報処理モード専用スイッチ
　３２　４方向移動スイッチ（共用スイッチ、選択スイッチ）
　３３　決定スイッチ（共用スイッチ）
　３４　リモコンモード遷移スイッチ（切替専用スイッチ）
　３５　戻る機能スイッチ（戻る機能専用スイッチ）
　８０　リモコン操作ボタン
　８１　対象機器選択ボタン
　８２　対象機器操作ボタン
　１００　ＣＰＵ（制御部）

【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１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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