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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像機器を制御するための入力機器において、
　複数の入力キーと、
　前記入力キーの入力モードを切り替えるための入力モード切替部と、を含み、
　前記入力モード切替部は、ユーザの操作に応じて所定の入力キーがナビゲーション機能
を行うように前記入力キーの入力モードを切り替え、ユーザが前記入力機器を握る方向を
検知し、前記入力機器を握っている方向に応じて前記入力キーの入力モードを切り替える
ことを特徴とする入力機器。
【請求項２】
　前記入力モード切替部は、前記入力モードを切り替えるためのモード切替ボタンである
ことを特徴とする請求項１に記載の入力機器。
【請求項３】
　前記入力モード切替部は、前記入力モードを切り替えるためのモード切替センサである
ことを特徴とする請求項１に記載の入力機器。
【請求項４】
　前記入力モード切替部は、前記入力モードを切り替えるためのタッチセンサであること
を特徴とする請求項１に記載の入力機器。
【請求項５】
　映像機器を制御する入力機器において、
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　複数の入力キーと、
　前記入力キーの入力モードを切り替えるための入力モード切替部と、を含み、
　前記入力モード切替部は、ユーザの操作に応じて所定のキーが文字入力機能を行うよう
に前記入力キーの入力モードを切り替え、ユーザが前記入力機器を握る方向を検知し、前
記入力機器を握っている方向に応じて前記入力キーの入力モードを切り替えることを特徴
とする入力機器。
【請求項６】
　映像を再生する映像機器において、
　映像を表示するディスプレイと、
　複数のキーを含む入力機器から前記映像機器を制御するための入力モード切替信号を受
信する受信部と、
　前記受信された入力モード切替信号に応じて前記入力機器の特定のキーに対応するナビ
ゲーションキーシンボルを前記ディスプレイに表示するように制御する制御部と、
　を含み、
　前記入力モード切替信号は、前記入力機器により検知されたユーザが前記入力機器を握
っている方向に応じて生成される、ことを特徴とする映像機器。
【請求項７】
　映像を再生する映像機器において、
　映像を表示するディスプレイと、
　複数のキーを含む入力機器から前記映像機器を制御するための入力モード切替信号を受
信する受信部と、
　前記受信された入力モード切替信号に応じて前記入力機器の特定のキーに対応する文字
キーシンボルを前記ディスプレイに表示するように制御する制御部と、
　を含み、
　前記入力モード切替信号は、前記入力機器により検知されたユーザが前記入力機器を握
っている方向に応じて生成される、ことを特徴とする映像機器。
【請求項８】
　ユーザによる操作部の握られる状態に応じて、前記操作部上のキーと対応する文字キー
シンボルを含むナビゲーション窓を表示するステップと、
　前記操作部上の特定のキーに対する第１のユーザ命令が入力されると、前記ナビゲーシ
ョン窓のうち前記特定のキーに対応する特定の文字キーシンボルを活性化させるステップ
と、
　前記特定のキーに対する第２のユーザ命令が入力されると、活性化された前記特定の文
字キーシンボルに対応する文字が入力されるステップと、
　を含むことを特徴とする映像機器の制御方法。
【請求項９】
　前記第１のユーザ命令は、前記特定のキーに対するタッチによるユーザ命令であり、前
記第２のユーザ命令は前記特定のキーに対する押しによるユーザ命令であることを特徴と
する請求項８に記載の映像機器の制御方法。
【請求項１０】
　タッチされた前記操作部上のタッチ領域が連続的であるか否かを判断するステップを更
に含み、
　前記表示するステップは、
　前記タッチ領域が非連続的であると判断されると、前記ナビゲーション窓を表示するこ
とを特徴とする請求項９に記載の映像機器の制御方法。
【請求項１１】
　前記操作部は、前記映像機器と物理的に分離されていることを特徴とする請求項８に記
載の映像機器の制御方法。
【請求項１２】
　入力モードとして数字が入力される数字モードと文字が入力される文字モードとを含む
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映像機器の制御方法において、
　ユーザによる操作部の握られる状態に応じて、前記入力モードが前記数字モードである
かまたは前記文字モードであるかを決定するステップと、
　前記入力モードが数字モードであると、操作部上のキーのうち特定の数字キーが選択さ
れると、前記特定の数字が入力されるステップと、
　前記入力モードが文字モードであると、前記操作部上のキーに対応する文字キーシンボ
ルを含むナビゲーション窓を表示するステップと、
　前記操作部上のキーのうち特定のキーが選択されると、前記ナビゲーション窓のうち特
定のキーに対応する特定の文字が入力されるステップと、
　を含むことを特徴とする映像機器の制御方法。
【請求項１３】
　前記決定するステップは、
　前記操作部をユーザが片手で握った場合に前記映像機器が数字モードであると決定し、
前記操作部をユーザが両手で握った場合に前記映像機器が文字モードであると決定するこ
とを特徴とする請求項１２に記載の映像機器の制御方法。
【請求項１４】
　複数のキーが配置されている操作部と、
　映像機器と、を含み、
　前記映像機器は、
　ユーザによる操作部の握られる状態に応じて、前記操作部上のキーの配列と対応する文
字キーシンボルを表示する表示部と、
　前記操作部上の特定のキーに対する第１のユーザ命令が入力されると、前記表示部に表
示された前記文字キーシンボルのうち前記特定のキーに対応する特定の文字キーシンボル
を活性化させ、前記特定のキーに対する第２のユーザ命令が入力されると活性化された前
記特定の文字キーシンボルに対応する文字が入力されるものと判断する制御部と、
　を含むことを特徴とする映像システム。
【請求項１５】
　前記第１のユーザ命令は、前記特定のキーに対するタッチによるユーザ命令であり、前
記第２のユーザ命令は前記特定のキーに対する押しによるユーザ命令であることを特徴と
する請求項１４に記載の映像システム。
【請求項１６】
　前記制御部は、
　タッチされた前記操作部上のタッチ領域が非連続的であると判断されると、前記表示部
に前記文字キーシンボルが表示されるようにすることを特徴とする請求項１５に記載の映
像システム。
【請求項１７】
　前記操作部は、前記映像機器と物理的に分離されていることを特徴とする請求項１４に
記載の映像システム。
【請求項１８】
　数字が入力される数字モードと文字が入力される文字モードとを含む映像システムにお
いて、
　ユーザ命令が入力される操作部と、
　映像機器と、を含み、
　前記映像機器は、
　ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ　ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を表示する表示部と、
　ユーザによる前記操作部の握られる状態に応じて、前記映像機器が前記数字モードであ
るかまたは前記文字モードであるかを決定する制御部と、を含み、
　前記制御部は、
　前記映像機器のモードが文字モードであると決定されると、前記表示部に前記操作部上
のキーに対応する文字キーシンボルを含むＧＵＩが表示されるようにすることを特徴とす
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る映像システム。
【請求項１９】
　前記制御部は、
　前記ユーザが前記操作部を片手で握ると前記映像機器が数字モードであると決定し、前
記操作部をユーザが両手で握ると前記映像機器が文字モードであると決定することを特徴
とする請求項１８に記載の映像システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像機器の制御方法及びこれを適用した映像機器に関し、より詳細には、映
像機器にユーザ命令を入力する方法及びこれを適用した映像機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　映像機器とは、放送、記録媒体に記録された映像、外部から転送される映像などを再生
または記録する装置である。映像技術または放送技術の急速な発達に伴い、映像機器が提
供するコンテンツの種類が多くなった。特に、映像機器の一種であるデジタルＴＶ及びイ
ンターネットＴＶの出現によって視聴者がＴＶを介して数多くのコンテンツを視聴できる
ようになったことにより、コンテンツを検索するために数字の入力だけでなく文字の入力
の必要性がますます増加している。
【０００３】
　現在の文字を入力する技術として、ＴＶに有/無線キーボードまたは文字キーが備えら
れたリモコンを用いて文字を入力する方法がある。しかし、上記のようにＴＶにキーボー
ドを別途備えて文字を入力する方法は、追加されるキーボードにより製造コストが増加す
る問題点がある。また、視聴者がＴＶを視聴しながら入力の必要性がある度に別途のキー
ボードを探して装着しなければならないため、文字を入力するための行為自体が煩わしい
という問題がある。
【０００４】
　また、リモコンに数字キーに加えて文字キーを追加すると、リモコンのサイズが大きく
なるという問題点がある。そして、リモコン上の文字キーを用いて文字を入力するように
なると、リモコンとＴＶをユーザが同時に見ることができないため、ユーザはリモコンを
介して文字を入力し、また入力された文字が正しいか否かをＴＶの画面を介して確認しな
ければならないという煩わしさがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＫＲ２００４―０００８１６４
【特許文献２】ＫＲ１９９９―００００８６４
【特許文献３】ＵＳ５,７９６,３８８
【特許文献４】ＵＳ６,７３１,２２７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、操作部のキーに対応するナビゲーション窓が表示され、ユーザがより便利にユーザ命
令を入力することができる方法及びこれを適用した映像機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的を達成するための本発明にかかる映像機器を制御するための入力機器は、複数
の入力キーと、前記入力キーの入力モードを切り替えるための入力モード切替部と、を含
み、前記入力モード切替部は、ユーザの操作に応じて前記所定の入力キーがナビゲーショ
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ン機能を行うように前記入力キーの入力モードを切り替える。
【０００８】
　そして、前記入力モード切替部は、前記入力モードを切り替えるためのモード切替ボタ
ンであってもよい。
【０００９】
　前記入力モード切替部は、前記入力モードを切り替えるためのモード切替センサであっ
てもよい。
【００１０】
　そして、前記入力モード切替部は、前記入力モードを切り替えるためのタッチセンサで
あってもよい。
【００１１】
　一方、本発明の一実施形態にかかる映像機器を制御する入力機器は、複数の入力キーと
、前記入力キーの入力モードを切り替えるための入力モード切替部と、を含み、前記入力
モード切替部は、ユーザの操作に応じて前記所定の入力キーが文字入力機能を行うように
前記入力キーの入力モードを切り替える。
【００１２】
　一方、本発明の一実施形態にかかる映像を再生する映像機器は、映像を表示するディス
プレイと、複数のキーを含む入力機器から前記映像機器を制御するための入力モード切替
信号を受信する受信部と、前記受信された入力モード切替信号に応じて前記入力機器の特
定のキーに対応するナビゲーションキーシンボルを前記ディスプレイに表示するように制
御する制御部と、を含む。
【００１３】
　一方、本発明の一実施形態にかかる映像を再生する映像機器は、映像を表示するディス
プレイと、
複数のキーを含む入力機器から前記映像機器を制御するための入力モード切替信号を受信
する受信部と、前記受信された入力モード切替信号に応じて前記入力機器の特定のキーに
対応する文字キーシンボルを前記ディスプレイに表示するように制御する制御部と、を含
む。
【００１４】
　一方、本発明の一実施形態にかかる映像機器の制御方法は、操作部上のキーと対応する
文字キーシンボルを含むナビゲーション窓を表示するステップと、前記操作部上の特定の
キーに対する第１のユーザ命令が入力されると、前記ナビゲーション窓のうち前記特定の
キーに対応する特定の文字キーシンボルを活性化させるステップと、前記特定のキーに対
する第２のユーザ命令が入力されると、活性化された前記特定の文字キーシンボルに対応
する文字が入力されるステップと、を含む。
【００１５】
　そして、前記第１のユーザ命令は、前記特定のキーに対するタッチによるユーザ命令で
あり、前記第２のユーザ命令は前記特定のキーに対する押しによるユーザ命令であっても
よい。
【００１６】
　また、タッチされた前記操作部上のタッチ領域が連続的であるか否かを判断するステッ
プを更に含み、前記表示ステップは、前記タッチ領域が非連続的であると判断されると、
前記ナビゲーション窓を表示することができる。
【００１７】
　そして、前記操作部は、前記映像機器と物理的に分離されていてもよい。
【００１８】
　一方、本発明の一実施形態にかかる数字が入力される数字モードと文字が入力される文
字モードとを含む映像機器の制御方法は、ユーザによる操作部の握られる状態に応じて、
前記映像機器が前記数字モードであるかまたは前記文字モードであるかを決定するステッ
プと、前記モードが数字モードであると、操作部上のキーのうち特定の数字キーが選択さ
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れると、前記特定の数字が入力されるステップと、前記モードが文字モードであると、前
記操作部上のキーに対応する文字キーシンボルを含むナビゲーション窓を表示するステッ
プと、前記操作部上のキーのうち特定のキーが選択されると、前記ナビゲーション窓のう
ち特定のキーに対応する特定の文字が入力されるステップと、を含む。
【００１９】
　そして、前記モード決定ステップは、前記操作部をユーザが片手で握った場合に前記映
像機器が数字モードであると決定し、前記操作部をユーザが両手で握った場合に前記映像
機器が文字モードであると決定することもできる。
【００２０】
　一方、本発明の一実施形態にかかる映像システムは、複数のキーが配置されている操作
部と、映像機器と、を含み、前記映像機器は、前記操作部上のキーの配列と対応する文字
キーシンボルを表示する表示部と、前記操作部上の特定のキーに対する第１のユーザ命令
が入力されると、前記表示部に表示された前記文字キーシンボルのうち前記特定のキーに
対応する特定の文字キーシンボルを活性化させ、前記特定のキーに対する第２ユーザ命令
が入力されると、活性化された前記特定の文字キーシンボルに対応する文字が入力される
ものと判断する制御部と、を含む。
【００２１】
　そして、前記第１のユーザ命令は、前記特定のキーに対するタッチによるユーザ命令で
あり、前記第２のユーザ命令は前記特定のキーに対する押しによるユーザ命令であっても
よい。
【００２２】
　また、前記制御部は、タッチされた前記操作部上のタッチ領域が非連続的であると判断
されると、前記表示部に前記文字キーシンボルが表示されるようにすることができる。
【００２３】
　そして、前記操作部は、前記映像機器と物理的に分離されていてもよい。
【００２４】
　一方、本発明の一実施形態にかかる数字が入力される数字モードと文字が入力される文
字モードとを含む映像システムは、ユーザ命令が入力される操作部と、映像機器と、を含
み、前記映像機器は、ＧＵＩ（Ｇｒａｐｈｉｃ　ｕｓｅｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を表示
する表示部と、ユーザによる前記操作部の握られる状態に応じて、前記映像機器が前記数
字モードであるかまたは前記文字モードであるかを決定する制御部と、を含み、前記制御
部は、前記映像機器のモードが文字モードであると決定されると、前記表示部に前記操作
部上のキーに対応する文字キーシンボルを含むＧＵＩが表示されるようにする。
【００２５】
　そして、前記制御部は、前記ユーザが前記操作部を片手で握ると前記映像機器が数字モ
ードであると決定し、前記操作部をユーザが両手で握ると前記映像機器が文字モードであ
ると決定することもできる。
【発明の効果】
【００２６】
　以上説明したように本発明によれば、操作部と操作部の結果が表示されるディスプレイ
が分離されている場合にも、ユーザはディスプレイだけを見てユーザ命令を入力すること
ができる。
【００２７】
　特に、文字を入力する時、操作部のキーに対応する文字キーが映像機器のディスプレイ
に表示され、操作部のキーに対するタッチと押しを介して文字キーの活性化及び文字を入
力することができるため、ユーザはより便利に文字を用いたユーザ命令を入力することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態にかかる映像機器の一種である放送受信装置のブロック図で
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ある。
【図２】本発明の一実施形態にかかる操作部の一種であるリモコンの外観を示す図である
。
【図３】本発明の一実施形態にかかるモード決定過程及び特定モードにおけるユーザ命令
が入力される過程の説明に提供されるフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態にかかる数字モードと文字モード時の表示部及びリモコンの
状態を示す図である。
【図５】本発明の一実施形態にかかる数字モードと文字モード時の表示部及びリモコンの
状態を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態にかかる数字モードと文字モード時の表示部及びリモコンの
状態を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態にかかる数字モードと文字モード時の表示部及びリモコンの
状態を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態にかかる数字モードと文字モード時の表示部及びリモコンの
状態を示す図である。
【図９】放送受信装置の様々なモードにおいてナビゲーション窓が表示された場合を示す
図である。
【図１０】放送受信装置の様々なモードにおいてナビゲーション窓が表示された場合を示
す図である。
【図１１】放送受信装置の様々なモードにおいてナビゲーション窓が表示された場合を示
す図である。
【図１２】放送受信装置の様々なモードにおいてナビゲーション窓が表示された場合を示
す図である。
【図１３】放送受信装置の様々なモードにおいてナビゲーション窓が表示された場合を示
す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下に、図面を参照しながら、本発明をより詳細に説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の一実施形態にかかる映像機器の一種である放送受信装置のブロック図
である。図１に示されているように、放送受信装置は、放送受信部１１０、入力端子部１
１５、スイッチング部１２０、Ａ/Ｖ処理部１３０、表示情報組合せ部１４０、ビデオ駆
動部１４５、表示部１５０、出力端子部１５５、スピーカ１６０、オーディオ駆動部１６
５、ＧＵＩ生成部１７０、及び制御部１８０を含む。操作部２００（たとえば、リモコン
）はユーザ命令を制御部１８０に伝送する。
【００３１】
　放送受信部１１０は、ＴＶ放送を選局して復調する。入力端子部１１５は、外部機器が
通信可能に接続されるようにするための通信インターフェースを提供する。入力端子部１
１５に接続される外部機器として、ＰＣ、カメラ、ビデオカメラ、ＤＶＤプレーヤ、ＰＭ
Ｐ、ＨＤＤプレーヤ、ＵＳＢメモリスティック及びメモリカード等が挙げられる。しかし
、これらは外部機器の例示に過ぎず、映像を記録または保存する記録媒体を内蔵した機器
であればいずれも機器でも外部機器として役割することができる。また、入力端子部１１
５は、インターネットを介してコンテンツ提供者などの外部機器と通信可能な通信インタ
ーフェースであってもよい。このような入力端子部１１５は、外部機器と無線または有線
で接続される。
【００３２】
　スイッチング部１２０は、放送受信部１１０、入力端子部１１５の出力のいずれかがＡ
/Ｖ処理部に伝達されるようにスイッチング動作を行う。スイッチング部１２０のスイッ
チング動作は制御部１８０の制御に従う。
【００３３】
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　表示情報組合せ部１４０は、Ａ/Ｖ処理部から出力されるビデオに文字、記号、図形、
グラヒィックなどの出力情報を組合せ処理する。このとき、表示情報組合せ部１４０は、
ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）方式を用いて出力情報をビデオ信号に組
合わせる処理を行うことができる。表示情報組合せ部１４０の組合せ処理の動作も制御部
１８０の制御に従う。
【００３４】
　ビデオ駆動部１４５は、表示情報組合せ部１４０から出力される表示情報が組合せ処理
されたビデオを、表示部１５０に出力するか出力端子部１５５を介して接続された他の外
部機器（図示せず）に伝送する。
【００３５】
　オーディオ駆動部１６５は、Ａ/Ｖ処理部から出力されるオーディオ信号をスピーカ１
６０を介して出力させるか、出力端子部１５５を介して接続された他の外部機器（図示せ
ず）に伝送する。
【００３６】
　ＧＵＩ生成部１７０は、本放送受信装置のモードと関連したＧＵＩを生成し、生成され
たＧＵＩを表示情報組合せ部１４０に出力する。特に、ＧＵＩ生成部１７０は、ナビゲー
ション窓と関連したＧＵＩを生成する。
【００３７】
　ナビゲーション窓は、放送受信装置のモードにおいて頻度の高いユーザ命令が表示部１
５０に表示されるＧＵＩである。特に、操作部２００に設けられたキーを介してユーザ命
令を直接入力することができない場合にナビゲーション窓は有用であり、放送受信装置の
モードに応じて異なる種類のナビゲーション窓が自動で表示されることが一般である。
【００３８】
　本発明に関連して、放送受信装置のモードは大きく数字モード及び文字モードに区分さ
れる。数字モードは数字によってユーザ命令が入力されるモードであって、放送チャネル
番号などを入力して特定の放送を視聴するのに利用される。一方、文字モードは文字によ
ってユーザ命令が入力されるモードであって、特定のコンテンツの検索、チャットなどを
するのに利用される。ここで、「文字」はローマ文字に限られるのではなく、いずれの文
字言語体系で使用される文字でも適用できることは勿論のことである。
【００３９】
　制御部１８０は、後述する操作部２００から印加されたユーザ命令を判断して放送受信
装置の動作を制御する。たとえば、制御部１８０は、操作部２００を介して入力されたユ
ーザ命令に基づいて本放送受信装置のモードを判断することになるが、ユーザが操作部２
００をタッチするにあって、操作部２００のタッチされた領域が連続的であれば制御部１
８０は本放送受信装置のモードを数字モードと判断する。しかし、操作部２００のタッチ
された領域が非連続的であれば制御部１８０は本放送受信装置のモードを文字モードと判
断する。そして、制御部１８０は上記した数字モード及び文字モードにおいて入力される
ユーザ命令に従って映像または放送などの特定のコンテンツが再生されるように放送受信
装置の様々な機能ブロックを制御する。
【００４０】
　操作部２００は、ユーザの操作命令を受けて制御部１８０に伝達する装置であって、放
送受信装置と一体型または分離型に設けることができる。また、操作部２００は、メニュ
ー画面を介してユーザ命令を入力することができるユーザインターフェースとして実現さ
れてもよい。それだけでなく、操作部２００は、ユーザの操作命令を入力するためのリモ
コンとリモコンの出力信号を受信して制御部１８０に伝達する受光部として実現されるの
も可能である。以下で、操作部２００は放送受信装置と分離されてユーザ命令が入力され
るリモコン２００’、２００”を中心に説明する。しかし、操作部２００がこのような実
施例に限定されないことは勿論のことである。
【００４１】
　図２は、本発明の一実施形態にかかる操作部２００の一のタイプに該当するリモコン２
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００’の外形を示す図である。特に、リモコン２００’には、数字キー、選択キー、ボリ
ュームキー、チャネル選択キーなどの複数個のキー２０１が設けられている。それぞれの
キー２０１にはタッチセンサと押しセンサとが設けられている。ユーザによるキー２０１
のタッチを検知するタッチセンサはタッチ結果を制御部１８０に印加する。そして、ユー
ザによるキー２０１の押し操作を検知する押しセンサは押し結果を制御部１８０に印加す
る。それぞれのキー２０１は固有の座標情報を持っている。よって、タッチセンサ及び押
しセンサはその結果を制御部１８０に印加するとき、上記したセンサの固有の座標情報も
共に印加することもできる。第１及び第２タッチセンサ２２０、２３０はキーだけでなく
リモコン２００’の全面または一部の領域に設けられるように実現することができる。こ
のように、第１及び第２タッチセンサ２２０、２３０は放送受信装置のモードを決定する
のに使用される。
【００４２】
　リモコン２００’は放送受信装置と物理的に分離されているため、リモコン内にはタッ
チ結果及び押し結果を放送受信装置に伝送する送信部が設けられており、放送受信装置に
はリモコン２００’のタッチ結果と押し結果を受信する受信部が設けられている。
【００４３】
　以下では、図１に示された放送受信装置のモード決定過程及び特定モードでのユーザ命
令が入力される過程について、図３を参照して詳細に説明する。図３は、本発明の一実施
形態にかかるモード決定過程及び特定モードでのユーザ命令が入力される過程の説明に提
供されるフローチャートである。
【００４４】
　まず、制御部１８０はリモコン２００’上のタッチが発生したかを判断する（Ｓ３１０
）。具体的に、ユーザはリモコン２００’を用いてユーザ命令を入力することができるた
めリモコンを握る。ユーザがリモコン２００’を握った時、リモコン２００’の前面に配
置されているキー２０１を用いてユーザ命令を入力するため、キー２０１を親指でタッチ
することができる。すると、タッチされた領域に配置されているタッチセンサ２２０はタ
ッチ結果及びタッチセンサ２２０の座標情報を制御部１８０に伝送する。リモコン２００
’から印加された信号によって制御部１８０はリモコン２００’上にタッチが発生したと
判断する。
【００４５】
　リモコン２００’上のタッチが発生したと判断されると（Ｓ３１０－Ｙ）、制御部１８
０はリモコン２００’上のタッチ領域が連続的であるかを判断する（Ｓ３２０）。すなわ
ち、制御部１８０は、リモコン２００’の一つの領域がタッチされたか分離された複数の
領域（たとえば、リモコン２００’の両側の端部）がタッチされたかを判断する。たとえ
ば、ユーザがリモコン２００’を片手で握った場合、ユーザの親指などはリモコン２００
に設けられているキーをタッチするようになる。親指によってタッチされた領域は連続的
であるため、制御部１８０がリモコン２００’から印加された座標情報も連続的である。
しかし、ユーザがリモコン２００’を両手で握った場合、二つの親指はリモコン２００上
の相互異なる領域をタッチするのが一般である。そのため、タッチされた領域は非連続的
であるのが一般である。このような場合、制御部１８０がリモコン２００’から印加され
た座標情報も非連続的である。
【００４６】
　リモコン２００’上のタッチ領域が非連続的であると判断されると（たとえば、ユーザ
がリモコン２００’を両手で握った場合）（Ｓ３２０－Ｎ）、制御部１８０は文字ナビゲ
ーション窓であるＧＵＩが表示部１５０に表示されるようにＧＵＩ生成部１７０、表示情
報組合せ部１４０及び表示部１５０などを制御する（Ｓ３３０）。すなわち、リモコン２
００上のタッチ領域が非連続的であると、制御部１８０は本放送受信装置のモードを文字
モードに決定する。そして、文字ナビゲーション窓を生成するようにする制御信号をＧＵ
Ｉ生成部１７０に印加する。すると、ＧＵＩ生成部１７０は保存部に保存されているＧＵ
Ｉ要素を用いて文字ナビゲーション窓（たとえば、図５～８に示されている文字ナビゲー
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ション１５１）を生成する。文字ナビゲーション窓１５１は一連の文字キーシンボル（ｓ
ｙｍｂｏｌ）１５２と文字入力窓１５３から構成されている。文字キーシンボル１５２の
配列はリモコン２００’上のキーの配列と一対一で対応されることが好ましい。すなわち
、文字キーシンボル１５２の座標情報はリモコン２００’に配置されているキーの座標情
報と一対一で対応される。また、文字キーシンボル１５２はリモコン２００’のキーと同
一の配列及び外形(すなわち、形)を有するように実現される。ＧＵＩ生成部１７０は、生
成された文字ナビゲーション窓１５１を表示情報組合せ部１４０に印加し、表示情報組合
せ部１４０はＡ/Ｖ処理部から印加された映像の一領域に文字ナビゲーション窓１５１を
結合して表示部１５０に印加することにより、表示部１５０は文字ナビゲーション窓１５
１を表示する。ここで、文字ナビゲーション１５１はＡ/Ｖ処理部１３０から印加された
映像に重ねて表示される。文字ナビゲーション窓１５１は文字キーでなき機能キー（たと
えば、エンター・キー又はスペースキー）に対するシンボルが含まれてもよいことは勿論
のことである。
【００４７】
　一方、制御部１８０は、リモコン２００’上の特定のキー２０１がタッチされたかを判
断する（Ｓ３４０）。ユーザはリモコン２００’を両手で握った状態でリモコン２００’
上の特定のキー２０１をタッチすることができる。すると、タッチされた領域に配置され
ているタッチセンサ２２０はタッチ結果及び自分の座標情報を制御部１８０に伝送する。
【００４８】
　リモコン２００上の特定のキー２０１がタッチされたと判断されると（Ｓ３４０－Ｙ）
、制御部１８０は特定のキーに対応する文字キーシンボル１５２が活性化されて表示部に
表示されるようにする（Ｓ３５０）。すなわち、制御部１８０はリモコン２００’上の特
定のキー２０１の座標情報と同一の座標情報を有する文字キーシンボル１５２が活性化さ
れるように表示情報組合せ部１４０を制御し、表示情報組合せ部１４０は特定の文字キー
シンボル１５２を活性化させる。そして、活性化された文字キーシンボル１５２を含む文
字ナビゲーション窓が表示部１５０に表示される。言い換えれば、表示部１５０はリモコ
ン２００’上のタッチされたそれぞれのキー２０１に対する視覚的な表示を提供するよう
に制御される。たとえば、タッチされたキーに対応する表示部１５０上の文字キーシンボ
ル１５２は文字ナビゲーション窓１５１上の他の文字キーシンボル１５２と異なる色また
は異なる明るさで表示されるか、ハイライトされるか、アウトラインが表示されるか、点
滅するように表示されることができる。
【００４９】
　そして、制御部１８０はリモコン２００’上の特定のキー２０１が押されたかを判断す
る（Ｓ３６０）。ユーザは表示部１５０に活性化されている文字キーシンボル１５２を見
て、上記の文字キーシンボル１５２にある文字を入力しようとする場合、リモコン２００
’上のタッチされた特定のキー２０１を押す。すると、リモコン２００’上のタッチされ
た特定のキー２０１の押しセンサ２３０は押し結果を制御部１８０に印加する。制御部１
８０は特定のキーに対応する文字キーシンボル１５２に記載されている文字が文字入力窓
１５３に表示されるように表示情報組合せ部１４０及び表示部１５０を制御する。
【００５０】
　このような方式で、ユーザはリモコン２００’上に設けられている特定のキー２０１を
タッチして押すことにより、文字を入力することができる。ユーザがリモコン２００’上
のキー２０１をタッチすることで表示部１５０にはタッチされたキーに対応する文字キー
シンボル１５２が活性化され、タッチされたキー２０１を押すことで特定文字を文字入力
窓１５３に入力することができるため、ユーザはリモコン２００’のキーの位置を一々確
認することなく表示部１５０に表示されている文字キーシンボル１５２だけを見て文字を
入力することができる。
【００５１】
　一方、タッチ領域が連続的であると判断されると（たとえば、ユーザがリモコン２００
’を片手で持っている場合）（Ｓ３２０－Ｙ）、制御部１８０はリモコン２００上の特定
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のキー２０１が押されたかを判断する（Ｓ３８０）。たとえば、ユーザはリモコン２００
を片手で握った状態でリモコン２００’上の特定のキー２０１をタッチすることができる
。すると、タッチされた領域に配置されているタッチセンサ２２０はタッチ結果を制御部
１８０に印加し、制御部１８０はタッチ領域が連続的であると判断する。すなわち、制御
部１８０はタッチ領域が連続的であるため、本放送受信装置のモードを数字モードである
と判断する。一方、制御部１８０は数字モードである場合、リモコン２００’からユーザ
命令の入力のための押し結果が印加されたかを判断する。言い換えると、ユーザがリモコ
ン２００’に設けられている特定の数字キー２０１を押すと、特定のキー２０１の押しセ
ンサ２３０はその結果を制御部１８０に印加し、制御部１８０は特定のキー２０１が押さ
れたと判断する。そして、制御部１８０は特定のキー２０１に対応する数字入力に対する
ユーザ命令が入力されたと判断する（Ｓ３９０）。そして、上述した数字モードでは文字
ナビゲーション窓１５１がディスプレイされない。
【００５２】
　このように、ユーザがリモコン２００’を片手で握った場合と両手で握った場合におい
て、放送受信装置のモードを異にすることにより、リモコン２００’にはモード変更のた
めの別途のキーが不要となる。また、放送受信装置のモードが文字モードである場合、放
送受信装置の表示部１５０には文字ナビゲーション窓１５１が自動で表示されるため、ユ
ーザはキーボードがなくてもより便利に文字を入力することができるようになる。そして
、文字入力がより容易にになると、放送受信装置を介してコンテンツの検索、インターネ
ットＵＲＬ検索、Ｅメール作成及びチャットが容易となり、放送受信装置の利用度が高く
なる。
【００５３】
　図４乃至図８は、本発明の一実施形態にかかる数字モード（図４）と文字モード（図５
～８）時における表示部１５０及びリモコン２００’の状態を示した図である。
【００５４】
　図４は、本放送受信装置が数字モードである場合を示した図である。数字モードは一般
的なリモコンの使用方法と同一である。すなわち、ユーザはリモコン２００’を片手で握
ることができる。一般的に、ユーザがリモコン２００’を片手で握っている時、リモコン
２００’は縦方向、すなわちリモコン２００’の長い方がユーザとディスプレイ間の方向
とほぼ平行に位置するようになる。ユーザがリモコン２００を片手で握ると、ユーザの親
指が特定のキー２０１などをタッチするようになる。このような場合、タッチ領域が連続
的であるため、制御部１８０は放送受信装置を数字モードであると判断することができ、
ユーザが数字キーを押すと、それに対応する数字が入力されるようになる。勿論、ユーザ
が音量の「上」または「下」のキーを押すと、ユーザ命令が入力され、スピーカ１６０を
介して出力される音量が大きくなったり小さくなったりする。
【００５５】
　一方、図５は、本放送受信装置が文字モードである場合を示した図である。ユーザがリ
モコン２００を横方向にした状態で両手で握ることができる。すると、ユーザの両手の親
指がタッチした領域は二つの部分になるため、タッチ領域は非連続的である。一般的に、
ユーザがリモコン２００’を両手で握っている時、リモコン２００’は横方向、すなわち
リモコン２００’の長い方がユーザとディスプレイ間の方向とほぼ垂直に位置するように
なる。このような場合、制御部１８０は本放送受信装置が文字モードであると判断し、文
字ナビゲーション窓１５１が表示部１５０に表示されるように放送受信装置の機能ブロッ
クを制御する。図５には、ユーザはリモコン２００’を両手で握った状態と表示部１５０
に文字ナビゲーション窓１５１が表示された状態が示されている。表示部１５０に表示さ
れた文字キーシンボル１５２はリモコン２００’に配置されているキー２０１と対応する
。文字キーシンボル１５２とリモコン２００’のキー２０１とが対応されるにあって、同
一の座標情報で対応されることが好ましい。すなわち、リモコン２００’の「３」のキー
は表示部１５０に表示された文字キーシンボル１５２の「ｈｏｍｅ」のキーの座標情報と
同一である。
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【００５６】
　図６は、文字モードにおいて特定の文字キーシンボル１５２が活性化された状態を示す
図である。図６に示されているように、ユーザがリモコン２００’の「５」のキーをタッ
チすると、それに対応する文字キーの「Ａ」のキーが活性化される。そして、図７は、文
字モードにおいて特定の文字が入力された状態を示す図である。図７に示すように、ユー
ザがリモコンの「５」のキーを押すと、それに対応する文字「Ａ」が文字入力窓１５３に
入力される。
【００５７】
　図８は、文字モードがハングルモードである場合を示す図である。文字モードがハング
ルモードである場合、文字ナビゲーション窓１５１はハングル文字に対応する文字キーシ
ンボル１５２がディスプレイされ、英文モードの場合と同一の方式で文字が入力される。
【００５８】
　本実施形態においては、ユーザがリモコン２００’を片手で握るとき又は両手で握ると
きにタッチ領域が連続的であるか否かに応じて放送受信装置のモードが変更されるものと
したが、これに限定されない。たとえば、図２に示されているリモコン２００’の第１側
に第１インターフェースが設けられており、リモコン２００’の第２側に第２インターフ
ェースが設けられてもよい。そして、ユーザがリモコン２００を第１インターフェースが
前を向くように握ると、第１インターフェースから出力される信号が制御部１８０に先に
伝送されるため、制御部１８０は本放送受信装置のモードを数字モードと判断する。一方
、ユーザがリモコン２００を第２インターフェースが前を向くように握ると、第２インタ
ーフェースを介して出力される信号が制御部１８０に先に伝送されることになる。このよ
うな場合、制御部１８０は本放送受信装置のモードを文字モードと判断することもできる
。
【００５９】
　また、図２、３、及び図４～８の実施形態においては、リモコン上のタッチセンサ部が
タッチ結果を制御部に印加し、制御部がタッチ結果に応じてタッチ領域が連続的であるか
否かに応じて放送受信装置のモードを決定するとしたが、これに限定されない。すなわち
、放送受信装置のモードを決定するために他の構造及び方法が使用されてもよいことは勿
論のことである。たとえば、リモコン２００’上の特定ボタンが入力ボタンの入力モード
を切り替えるための機能を行ってもよく、リモコン２００’上の特定のタッチセンサが入
力モードを切り替えるための機能を行ってもよく、リモコン２００’上のタッチセンサ以
外の他のセンサが入力モードを切り替えるための機能を行ってもよい。
【００６０】
　たとえば、図２のリモコン２００’上のボタンのうち数字モードで利用されないボタン
２１０をモード切替ボタンとして利用することができる。また、図２のリモコンの端に配
置されている第１及び第２タッチセンサ２２０、２３０がモード切替のための機能を行う
ことができる。たとえば、第１又は第２タッチセンサ２２０、２３０のうち少なくともい
ずれか一つがタッチ結果を制御部に印加すると、制御部は放送受信装置のモードを文字モ
ードに切り替える。また、図２に示されていないが、リモコンの内部にジャイロセンサの
ようなセンサが備えられていて、リモコンが図４に示すように縦に配置される場合と図５
に示すように横に配置される場合において、異なる結果を出力して放送受信装置の入力モ
ードを切り替えることができる。そして、上記した入力モードを切り替えるための特定ボ
タン、ジャイロセンサやタッチセンサのような特定センサを入力モード切替部と通称する
。そうして、ユーザは入力モード切替部を操作（入力モード切替部がキーである場合はキ
ーを押す、入力モード切替部がタッチセンサである場合はタッチする、入力モード切替部
がジャイロセンサである場合はリモコンの配置を変更させる）することにより、リモコン
上のキーがナビゲーションの機能を行えるようにキーの入力モードを切り替える。
【００６１】
　本実施形態においてはリモコン２００の限定されたキーを用いて文字を容易に入力する
方法について説明した。しかし、上記のようなナビゲーション窓を利用すれば、リモコン
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２００の限定されたキーを用いてより多様なユーザ命令を入力することができる。
【００６２】
　図９乃至図１３は、放送受信装置のいろんなモードにおいてナビゲーション窓が表示さ
れた場合の表示部１５０及びリモコン２００”を示した図である。図９は、コンテンツ検
索モードにおけるナビゲーション窓及びリモコン２００”を示した図である。図９に示す
ように、複数個のコンテンツが表示部１５０に同時に表示されているとき、検索ナビゲー
ション窓５１０が表示部１５０の一領域に表示される。そして、リモコンの「２」、「８
」、「４」及び「６」のキーはそれぞれ「上（∧）」、「下（∨）」、「左（＜）」及び
「右（＞）」のキーの機能を行う。こうして、ユーザがリモコンの「６」のキーをタッチ
すると表示部上の「・右（＞）」キーのシンボルが活性化され、ユーザがリモコンの「６
」のキーを押すと、右側のコンテンツに配置されているカーソルが左側のコンテンツに移
動するようになる。
【００６３】
　図１０は、再生モードにおける再生ナビゲーション窓を示した図である。図１０に示す
ように、放送受信装置がコンテンツを再生している場合、ＧＵＩ生成部１７０は、再生モ
ードにおいてよく利用されるキーを含む再生ナビゲーション窓５２０を生成し、表示部１
５０は再生ナビゲーション窓５２０を表示する。そして、制御部１８０は、リモコンの「
１」乃至「６」のキーがそれぞれ「高速巻き戻し
（外１）

」乃至「ＮＥＸＴ
（外２）

」などの機能を行うものと判断する。こうして、ユーザがリモコン２００”の数字キーを
入力すると、制御部１８０は数字キーに対応する再生関連キーを入力したと判断し、それ
に対応する機能が行われるように機能ブロックを制御する。
【００６４】
　図１１は、ファイル管理及び編集モードにおける編集ナビゲーション窓を示した図であ
る。放送受信装置が編集モードである場合、表示部１５０は編集モードにおいてよく利用
されるキーを含む図１１の編集ナビゲーション窓５３０を表示する。そして、制御部１８
０は、リモコン２００”の「１」乃至「６」のキーの機能がそれぞれ「開く」乃至「削除
」などの機能であると判断し、それに対応するユーザ命令の入力を受ける。
【００６５】
　図１２は、ペンスタイルモードにおけるペンスタイルナビゲーション窓を示す図である
。ユーザは文字などを入力するとき、多様な形式で記載することを希望するため、放送受
信装置はペンスタイルモードを支援することができる。放送受信装置がペンスタイルモー
ドである場合、図１２に示すように、表示部１５０に多様なペンスタイルナビゲーション
窓５４０が表示される。そして、リモコン２００”の「１」乃至「９」のキーは同一の座
標情報を有するナビゲーション窓５４０のペンスタイルキーを選択するのに利用される。
【００６６】
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　図１３は、文字モードにおけるまた別の文字ナビゲーション窓を示す図である。放送受
信装置はハングル文字モードである場合、リモコン２００”の数字キーのみでハングル文
字を入力することができる文字ナビゲーション窓５５０を表示することができる。そして
、リモコン２００”上のそれぞれの数字キーは表示部１５０に表示された同一の位置にあ
る文字キーシンボルに表示された文字を入力するための手段となる。このような原理によ
り、ローマ文字またはその以外の言語文字を入力することもできることは勿論のことであ
る。
【００６７】
　これまで、多様なコンテンツを提供し、そのうち特定コンテンツを再生、検索及び編集
などを行うことができる映像機器において、操作部が映像機器と物理的に分離されている
場合、より容易に映像機器を操作できるようにする方法について説明した。そして、この
方法が適用される映像機器として、放送受信が可能な映像機器を言及した。しかし、この
ような映像機器は本発明の説明の便宜のための一例にすぎない。よって、本発明が適用さ
れる映像機器の種類には制限がない。従って、
ＴＶ、セットップボックス、ＤＶＤ再生機器、ＤＶＤ記録機器、ＶＣＲ（Ｖｉｄｅｏ　Ｃ
ａｓｓｅｔｔｅ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ）、マルチメディア再生機器、動画再生機器、ＣＤ（
Ｃｏｍｐａｃｔ　Ｄｉｓｋ）再生機器、ＣＤ記録機器、ＭＰ３プレーヤ、モバイルフォン
、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）及びオーディオシ
ステムのような映像機器とこれらを選択的に統合した複合（Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）映
像機器の場合にも本発明が適用できることは勿論のことである。
【００６８】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
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