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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモートコントローラから出力される操作情報を受けて、その操作情報に対応した状態
に制御される映像信号処理装置であって、
　ポインタ操作デバイスが接続される接続手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの非接続状態で前記リモートコントローラ
によってポインタ操作を行なう状態に制御され、前記接続手段への前記ポインタ操作デバ
イスの接続状態で前記ポインタ操作デバイスによってポインタ操作を行なう状態に制御さ
れる制御手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの接続期間中、前記接続手段への前記ポイ
ンタ操作デバイスの接続状態であることを画面上に表示させるためのもので、前記ポイン
タ操作デバイスの接続時にその旨を示すメッセージを表示させる表示制御手段とを具備す
る映像信号処理装置。
【請求項２】
　リモートコントローラから出力される操作情報を受けて、その操作情報に対応した状態
に制御される映像信号処理装置であって、
　ポインタ操作デバイスが接続される接続手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの非接続状態で前記リモートコントローラ
によってポインタ操作を行なう状態に制御され、前記接続手段への前記ポインタ操作デバ
イスの接続状態で前記ポインタ操作デバイスによってポインタ操作を行なう状態に制御さ
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れるもので、前記リモートコントローラの操作に対するヘルプ情報を、前記ポインタ操作
デバイスの接続時に非表示にさせる制御手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの接続期間中、前記接続手段への前記ポイ
ンタ操作デバイスの接続状態であることを画面上に表示させるための表示制御手段とを具
備する映像信号処理装置。
【請求項３】
　リモートコントローラから出力される操作情報を受けて、その操作情報に対応した状態
に制御される映像信号処理装置であって、
　ポインタ操作デバイスが接続される接続手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの非接続状態で前記リモートコントローラ
によってポインタ操作を行なう状態に制御され、前記接続手段への前記ポインタ操作デバ
イスの接続状態で前記ポインタ操作デバイスによってポインタ操作を行なう状態に制御さ
れるもので、前記ポインタ操作デバイスの接続時に自動スクロール機能を無効にする制御
手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの接続期間中、前記接続手段への前記ポイ
ンタ操作デバイスの接続状態であることを画面上に表示させるための表示制御手段とを具
備する映像信号処理装置。
【請求項４】
　リモートコントローラから出力される操作情報を受けて、その操作情報に対応した状態
に制御される映像信号処理装置であって、
　ポインタ操作デバイスが接続される接続手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの非接続状態で前記リモートコントローラ
によってポインタ操作を行なう状態に制御され、前記接続手段への前記ポインタ操作デバ
イスの接続状態で前記ポインタ操作デバイスによってポインタ操作を行なう状態に制御さ
れるもので、前記ポインタ操作デバイスの接続時に文字入力画面になったとき入力文字候
補のリストを表示させる制御手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの接続期間中、前記接続手段への前記ポイ
ンタ操作デバイスの接続状態であることを画面上に表示させるための表示制御手段とを具
備する映像信号処理装置。
【請求項５】
　リモートコントローラから出力される操作情報を受けて、その操作情報に対応した状態
に制御される映像信号処理装置であって、
　ポインタ操作デバイスが接続される接続手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの非接続状態で前記リモートコントローラ
によってポインタ操作を行なう状態に制御され、前記接続手段への前記ポインタ操作デバ
イスの接続状態で前記ポインタ操作デバイスによってポインタ操作を行なう状態に制御さ
れる制御手段と、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの接続期間中、前記接続手段への前記ポイ
ンタ操作デバイスの接続状態であることを画面上に表示させるためのもので、前記ポイン
タ操作デバイスの接続時に、当該ポインタ操作デバイスに関するヘルプ情報を表示させる
表示制御手段とを具備する映像信号処理装置。
【請求項６】
　リモートコントローラから出力される操作情報を受けて、その操作情報に対応した状態
に制御されるもので、ポインタ操作デバイスが接続される接続手段を備えた映像信号処理
装置を制御する方法であって、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの非接続状態で前記リモートコントローラ
によってポインタ操作を行ない、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの接続状態で前記ポインタ操作デバイスに
よってポインタ操作を行ない、
　前記接続手段への前記ポインタ操作デバイスの接続期間中、前記接続手段への前記ポイ
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ンタ操作デバイスの接続状態であることを画面上に表示させる際、前記ポインタ操作デバ
イスの接続時にその旨を示すメッセージを表示させる映像信号処理装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明の実施の形態は、画面上に表示されたポインタを操作する映像信号処理装置及
びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、例えばデジタルテレビジョン放送受信装置や光ディスク記録再生装置等
の映像信号処理装置にあっては、画面上に複数の選択肢を表示させ、その中からユーザに
所望の選択肢を選定させることにより、当該装置自体に対する各種の状態設定や、所定の
文字入力等を行なわせる機能が搭載されている。
【０００３】
　この場合、現状では、映像信号処理装置が画面上に表示させたポインタを、ユーザがリ
モートコントローラに設けられた上下左右方向の各移動キーを選択的に操作して所望の選
択肢に移動させた後、決定キーを操作するようにしているため、ユーザにとって操作性が
悪くポインタ操作が煩雑なものとなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－０７８７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　例えばマウス等のポインタ操作デバイスを利用可能とすることにより、画面上でのポイ
ンタ操作に対する操作性を向上させた上で、さらなる利便性を図り、ユーザにとっての取
り扱いを便利にして実用に適し得るようにした映像信号処理装置及びその制御方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施の形態によれば、映像信号処理装置は、リモートコントローラから出力される操作
情報を受けて、その操作情報に対応した状態に制御されるものを対象とし、接続手段と、
制御手段と、表示制御手段とを備えている。接続手段は、ポインタ操作デバイスが接続さ
れる。制御手段は、接続手段へのポインタ操作デバイスの非接続状態でリモートコントロ
ーラによってポインタ操作を行なう状態に制御され、接続手段へのポインタ操作デバイス
の接続状態でポインタ操作デバイスによってポインタ操作を行なう状態に制御される。表
示制御手段は、接続手段へのポインタ操作デバイスの接続期間中、接続手段へのポインタ
操作デバイスの接続状態であることを画面上に表示させるもので、ポインタ操作デバイス
の接続時にその旨を示すメッセージを表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置の信号処理系の一例を概
略的に説明するために示すブロック構成図。
【図２】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置で使用されるリモート
コントローラの一例を説明するために示す外観図。
【図３】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置に接続されるマウスの
一例を説明するために示す外観図。
【図４】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置で画面に表示されるポ
インタの一例を説明するために示す図。
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【図５】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置で画面に表示されるメ
ッセージの一例を説明するために示す図。
【図６】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置でのヘルプ情報の表示
の有無の一例を説明するために示す図。
【図７】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置が行なう画面垂直方向
の自動スクロール機能の一例を説明するために示す図。
【図８】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置が行なう画面水平方向
の自動スクロール機能の一例を説明するために示す図。
【図９】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置に接続されるポインタ
操作デバイスの種類に応じて各機能別に設定情報をまとめたテーブルの一例を説明するた
めに示す図。
【図１０】同実施の形態におけるデジタルテレビジョン放送受信装置が行なう主要な処理
動作の一例を説明するために示すフローチャート。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。図１は、この実施の形態で
説明する映像信号処理装置の一例として、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の信号
処理系を概略的に示している。
【０００９】
　すなわち、アンテナ１２で受信したデジタルテレビジョン放送信号は、入力端子１３を
介してチューナ部１４に供給されることにより、所望のチャンネルの放送信号が選局され
る。チューナ部１４で選局された放送信号は、復調復号部１５に供給されてデジタルの映
像信号及び音声信号等に復元された後、信号処理部１６に出力される。
【００１０】
　この信号処理部１６は、復調復号部１５から供給されたデジタルの映像信号及び音声信
号に対してそれぞれ所定のデジタル信号処理を施している。そして、この信号処理部１６
は、デジタルの映像信号を合成処理部１７に出力し、デジタルの音声信号を音声処理部１
８に出力している。
【００１１】
　このうち、合成処理部１７は、信号処理部１６から供給されるデジタルの映像信号に、
ＯＳＤ（on screen display）信号生成部１９で生成されるＯＳＤ信号を重畳して出力し
ている。そして、合成処理部１７から出力されたデジタルの映像信号は、映像処理部２０
に供給される。
【００１２】
　この映像処理部２０は、入力されたデジタルの映像信号を、後段の、例えば液晶表示パ
ネル等を有する平面型の映像表示部２１で表示可能なフォーマットに変換している。そし
て、この映像処理部２０から出力された表示映像信号が、映像表示部２１に供給されて映
像表示に供される。
【００１３】
　また、上記音声処理部１８は、入力されたデジタルの音声信号を、後段のスピーカ２２
で再生可能なフォーマットのアナログ音声信号に変換している。そして、この音声処理部
１８から出力されたアナログ音声信号が、スピーカ２２に供給されることにより音声再生
に供される。
【００１４】
　ここで、このデジタルテレビジョン放送受信装置１１は、上記した各種の受信動作を含
むその全ての動作を制御部２３によって統括的に制御されている。この制御部２３は、Ｃ
ＰＵ（central processing unit）２３ａを内蔵しており、デジタルテレビジョン放送受
信装置１１の本体に設置された操作部２４からの操作情報を受けて、または、リモートコ
ントローラ２５から送出され受信部２６で受信した操作情報を受けて、その操作内容が反
映されるように各部をそれぞれ制御している。
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【００１５】
　この場合、制御部２３は、メモリ部２３ｂを利用している。このメモリ部２３ｂは、主
として、ＣＰＵ２３ａが実行する制御プログラムを格納したＲＯＭ（read only memory）
と、該ＣＰＵ２３ａに作業エリアを提供するためのＲＡＭ（random access memory）と、
各種の設定情報及び制御情報等が格納される不揮発性メモリとを有している。
【００１６】
　また、この制御部２３には、ＨＤＤ（hard disk drive）２７が接続されている。この
制御部２３は、ユーザによる操作部２４やリモートコントローラ２５等の操作に基づいて
、上記復調復号部１５から得られるデジタルの映像信号及び音声信号を、記録再生処理部
２８によって暗号化し所定の記録フォーマットに変換した後、ＨＤＤ２７に供給してハー
ドディスク２７ａに記録させるように制御することができる。
【００１７】
　さらに、この制御部２３は、ユーザによる操作部２４やリモートコントローラ２５等の
操作に基づいて、ＨＤＤ２７によりハードディスク２７ａからデジタルの映像信号及び音
声信号を読み出させ、上記記録再生処理部２８によって復号化した後、信号処理部１６に
供給することによって、以後、上記した映像表示及び音声再生に供させるように制御する
ことができる。
【００１８】
　また、上記デジタルテレビジョン放送受信装置１１には、入力端子２９が接続されてい
る。この入力端子２９は、デジタルテレビジョン放送受信装置１１の外部からデジタルの
映像信号及び音声信号を直接入力するためのものである。この入力端子２９を介して入力
されたデジタルの映像信号及び音声信号は、ユーザによる操作部２４やリモートコントロ
ーラ２５等の操作に対応した制御部２３の制御に基づいて、記録再生処理部２８を介した
後、信号処理部１６に供給されて、以後、上記した映像表示及び音声再生に供される。
【００１９】
　さらに、この入力端子２９を介して入力されたデジタルの映像信号及び音声信号は、ユ
ーザによる操作部２４やリモートコントローラ２５等の操作に対応した制御部２３の制御
に基づいて、記録再生処理部２８を介した後、ＨＤＤ２７によるハードディスク２７ａに
対しての記録再生に供される。
【００２０】
　また、上記制御部２３は、ネットワークインターフェース３０を介して外部のネットワ
ーク３１に接続されている。このため、制御部２３は、ユーザによる操作部２４やリモー
トコントローラ２５等の操作に基づいて、ネットワーク３１上のネットワークサーバ３２
にアクセスすることにより、そこで提供している各種のサービスを利用することができる
ようになっている。
【００２１】
　さらに、上記制御部２３には、例えばＵＳＢ（universal serial bus）接続規格等に準
拠した接続部３３を介して、ポインタ操作デバイス３４が着脱可能に接続されるようにな
っている。また、この接続部３３は、ポインタ操作デバイス３４の接続の有無を常時検出
しており、その検出結果を示す信号を制御部２３に出力している。これにより、制御部２
３は、ポインタ操作デバイス３４の接続の有無を判別することができる。
【００２２】
　なお、このポインタ操作デバイス３４とは、例えばマウスやタッチパッド等に代表され
るように、画面上に表示されたポインタを移動させたり、移動させた位置で決定等の意思
表示のための操作を行なわせたりする、いわゆる、ポインタ操作に適した操作デバイスを
総称している。
【００２３】
　また、上記制御部２３は、詳細は後述するが、現在の動作内容（例えば映像表示部２１
の画面に表示されている内容）が、ポインタの表示を必要とする内容か否かを判断してい
る。例えば、テレビジョン放送番組の映像が表示されている場合には、ポインタ表示が不
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要であり、ネットワークサーバ３２の提供するブラウザ画面が表示されている場合には、
ポインタ表示が必要であると判断する。
【００２４】
　そして、ポインタ表示が必要であると判断された場合、制御部２３は、ＯＳＤ信号生成
部１９からポインタを表示させるためのＯＳＤ信号を発生させる。このＯＳＤ信号生成部
１９から発生されたＯＳＤ信号は、前述したように、合成処理部１７で信号処理部１６か
ら出力されるデジタルの映像信号に重畳された後、映像処理部２０を介して映像表示部２
１によりポインタとして表示される。
【００２５】
　この場合、制御部２３は、詳細は後述するが、接続部３３にポインタ操作デバイス３４
が接続されていない状態では、表示されたポインタに対する操作をリモートコントローラ
２５によって行なうように制御する。そして、制御部２３は、接続部３３にポインタ操作
デバイス３４が接続されると、表示されたポインタに対する操作を、リモートコントロー
ラ２５に代えてポインタ操作デバイス３４によって行なうように自動的に切り替える。
【００２６】
　図２は、上記リモートコントローラ２５の外観を示している。このリモートコントロー
ラ２５には、主として、電源キー２５ａ、数字キー２５ｂ、チャンネルアップダウンキー
２５ｃ、音量調整キー２５ｄ、上移動キー２５ｅ、下移動キー２５ｆ、左移動キー２５ｇ
、右移動キー２５ｈ、決定キー２５ｉ、メニューキー２５ｊ、戻るキー２５ｋ、終了キー
２５ｌ、４色（青，赤，緑，黄）のカラーキー２５ｍ等が設けられている。
【００２７】
　また、このリモートコントローラ２５には、再生停止キー２５ｎ、再生／一時停止キー
２５ｏ、逆方向スキップキー２５ｐ、順方向スキップキー２５ｑ、早戻しキー２５ｒ、早
送りキー２５ｓ等が設けられている。
【００２８】
　すなわち、上記ＨＤＤ２７に対しては、リモートコントローラ２５の再生停止キー２５
ｎや再生／一時停止キー２５ｏを操作することにより、再生、停止、一時停止を行なうこ
とが可能となる。
【００２９】
　また、リモートコントローラ２５の逆方向スキップキー２５ｐや順方向スキップキー２
５ｑを操作することによって、ＨＤＤ２７でハードディスク２７ａから読み取っている映
像や音声等のデータを、その再生方向に対して逆方向や順方向に一定量ずつスキップさせ
る、いわゆる、逆方向スキップや順方向スキップを行なうことができる。
【００３０】
　さらに、リモートコントローラ２５の早戻しキー２５ｒや早送りキー２５ｓ等を操作す
ることにより、ＨＤＤ２７でハードディスク２７ａから読み取っている映像や音声等のデ
ータを、その再生方向に対して逆方向や順方向に連続的に高速で再生させる、いわゆる、
早戻し再生や早送り再生を行なうことができる。
【００３１】
　図３は、上記ポインタ操作デバイス３４の一例としてマウス３５の外観を示している。
このマウス３５は、既に良く知られているように、本体となる把持部３５ａと、この把持
部３５ａの先端部分に併設された左クリックキー３５ｂ及び右クリックキー３５ｃと、両
クリックキー３５ｂ，３５ｃ間に回転自在に遊挿されたダイヤルキー３５ｄとから構成さ
れている。
【００３２】
　ここにおいて、上記制御部２３は、ポインタを表示させる必要が生じた状態で、接続部
３３にポインタ操作デバイス３４が接続されていない場合、図４（ａ）に示すように、矢
印型の形状を有するポインタ３６を映像表示部２１の画面に表示させる。これは、制御部
２３が、ＯＳＤ信号生成部１９から、図４（ａ）に示す矢印型の形状を有するポインタ３
６を表示させるためのＯＳＤ信号を発生させることにより実現される。
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【００３３】
　そして、接続部３３にポインタ操作デバイス３４が接続されていない状態では、制御部
２３は、リモートコントローラ２５によりポインタ３６に対する操作を行なう状態に制御
される。具体的には、リモートコントローラ２５の上、下、左、右の各移動キー２５ｅ，
２５ｆ，２５ｇ，２５ｈや決定キー２５ｉを選択的に操作することにより、ポインタ３６
の移動や決定等の意思表示を行なうというように、ポインタ３６に対する操作が実行され
る状態に制御される。
【００３４】
　一方、上記制御部２３は、接続部３３にポインタ操作デバイス３４が接続されると、そ
の接続期間中、図４（ｂ）に示すように、三角形型の形状を有するポインタ３７を映像表
示部２１の画面に表示させる。これは、制御部２３が、ＯＳＤ信号生成部１９から、図４
（ｂ）に示す三角形型の形状を有するポインタ３７を表示させるためのＯＳＤ信号を発生
させることにより実現される。
【００３５】
　そして、この接続部３３にポインタ操作デバイス３４が接続された状態では、制御部２
３は、リモートコントローラ２５に代えてポインタ操作デバイス３４によりポインタ３７
に対する操作を行なう状態に自動的に切り替えられる。具体的には、ポインタ操作デバイ
ス３４がマウス３５であれば、それ自体を移動させたり左クリックキー３５ｂを操作した
りすることによって、ポインタ３７の移動や決定等の意思表示が行なえるというように、
ポインタ３７に対する操作が実行される状態に自動的に制御される。
【００３６】
　なお、このように、ポインタ操作デバイス３４が接続されている状態では、制御部２３
は、リモートコントローラ２５を操作してもポインタ３７に対する操作が行なわれないよ
うに、つまり、ポインタ操作デバイス３４によってのみポインタ３７に対する操作が行な
われるように制御している。
【００３７】
　また、ポインタ操作デバイス３４が接続部３３から取り外された場合には、制御部２３
は、再び図４（ａ）に示すように、矢印型の形状を有するポインタ３６を表示させるとと
もに、リモートコントローラ２５によるポインタ操作状態に自動的に切り替えられるよう
になる。
【００３８】
　上記した実施の形態によれば、まず、例えばマウス３５等のポインタ操作デバイス３４
を接続可能とし、ポインタ操作デバイス３４が接続されたとき、リモートコントローラ２
５によるポインタ操作状態からポインタ操作デバイス３４によるポインタ操作状態に自動
的に切り替えるようにしている。このため、ユーザは、ポインタ操作デバイス３４を利用
して容易にポインタ操作を行なうことができるようになり、画面上でのポインタ操作に対
する操作性を格段に向上させることができる。
【００３９】
　また、ポインタ操作デバイス３４が接続されているときに表示されるポインタ３７の形
状を、ポインタ操作デバイス３４が接続されていないときに表示されるポインタ３６の形
状と変えるようにしている。すなわち、ポインタ操作デバイス３４によるポインタ操作状
態に切り替えられていることを、その期間中、ポインタ３７の形状によってユーザに示す
ようにしている。
【００４０】
　このため、ユーザは、表示されているポインタ３７の形状を見ることにより、ポインタ
操作デバイス３４によるポインタ操作状態に切り替えられていることを容易に判断するこ
とが可能となるので、ユーザにとっての取り扱いが便利になり十分に実用に適するものと
なる。
【００４１】
　なお、上記した実施の形態では、ポインタ操作デバイス３４の接続の有無に応じて、表
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示されるポインタ３７，３６の形状を変えるようにしたが、これは、例えば、表示される
ポインタの色を変えたり、色と形状との両方を変えたりすることも可能である。
【００４２】
　次に、ポインタ操作デバイス３４の接続の有無を示す他の例について説明する。すなわ
ち、制御部２３は、ポインタを表示させる必要が生じた状態で、ポインタ操作デバイス３
４が接続されていない場合、図５（ａ）に示すように、ポインタ３６とともに、リモート
コントローラ２５によるポインタ操作状態であることを示す「リモコンモード」なるメッ
セージ３８を映像表示部２１の画面に表示させる。
【００４３】
　そして、接続部３３にポインタ操作デバイス３４が接続されると、制御部２３は、図５
（ｂ）に示すように、ポインタ３６とともに、ポインタ操作デバイス３４によるポインタ
操作状態であることを示す「マウスモード」なるメッセージ３９を映像表示部２１の画面
に表示させる。
【００４４】
　なお、ポインタ操作デバイス３４が接続部３３から取り外された場合には、制御部２３
は、再び図５（ａ）に示すように、「リモコンモード」なるメッセージ３８を表示させる
とともに、リモートコントローラ２５によるポインタ操作状態に自動的に切り替えられる
ようになる。このようにしても、ポインタ操作デバイス３４の接続の有無をユーザに示す
ことができる。
【００４５】
　また、上記制御部２３は、ポインタを表示させている状態で、ポインタ操作デバイス３
４が接続されていない場合、つまり、リモートコントローラ２５によるポインタ操作状態
にあるときには、図６（ａ）に示すように、ポインタ３６とともに、リモートコントロー
ラ２５のキー操作に関するヘルプ情報４０を映像表示部２１の画面に表示させている。
【００４６】
　このヘルプ情報４０としては、具体的には、リモートコントローラ２５の各種のキーの
中で、現時点で操作を受付可能なキーや、そのキーの機能等をユーザに案内するためのガ
イドメッセージ等が含まれる。一例としては、青色のカラーキー２５ｍを操作すると○○
機能が実行され、赤色のカラーキー２５ｍを操作すると××機能が実行されるといった、
ユーザに対するガイドメッセージである。
【００４７】
　このような状態で、接続部３３にポインタ操作デバイス３４が接続され、ポインタ操作
デバイス３４によるポインタ操作状態に切り替えられると、制御部２３は、図６（ｂ）に
示すように、ヘルプ情報４０の表示を自動的に停止する。すなわち、リモートコントロー
ラ２５の操作に関するヘルプ情報４０は、ポインタ操作デバイス３４によるポインタ操作
状態では不要な情報となるため、非表示とすることによりユーザの混乱を防止して、ユー
ザにとっての取り扱いを便利にするようにしている。
【００４８】
　なお、ポインタ操作デバイス３４が接続部３３から取り外された場合には、制御部２３
は、再び図６（ａ）に示すように、リモートコントローラ２５のキー操作に関するヘルプ
情報４０を自動的に画面に表示させている。
【００４９】
　また、ポインタ操作デバイス３４によるポインタ操作状態であっても、受け付けること
が可能なリモートコントローラ２５のキー操作に関するヘルプ情報や、ポインタ操作デバ
イス３４によるポインタ操作状態で必要となるリモートコントローラ２５のキー操作に関
するヘルプ情報等については、表示させるようにすることができる。
【００５０】
　さらに、ポインタ操作デバイス３４によるポインタ操作状態に切り替えられた場合、リ
モートコントローラ２５のキー操作に関するヘルプ情報から、ポインタ操作デバイス３４
の操作に関するヘルプ情報、具体的には、右クリックキー３５ｃを操作すると所定のメニ
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ュー画面が表示されるといった内容のヘルプ情報への表示に変更することもできる。
【００５１】
　また、先に述べたように、リモートコントローラ２５によるポインタ操作状態では、リ
モートコントローラ２５の上、下、左、右の各移動キー２５ｅ～２５ｈを選択的に操作す
ることによって、画面上でポインタ３６を上、下、左、右の各方向に移動させることがで
きる。
【００５２】
　この場合、制御部２３は、例えば、下移動キー２５ｆを操作して、図７（ａ）に示すよ
うに、ポインタ３６を画面の最下端まで移動させ、その状態で、さらに、下移動キー２５
ｆを操作し続けると、画面の表示内容が矢印Ａで示すように画面の下から上に移動する、
いわゆる、上方向の自動スクロールを行なわせるようにしている。
【００５３】
　同様に、制御部２３は、上移動キー２５ｅを操作して、図７（ｂ）に示すように、ポイ
ンタ３６を画面の最上端まで移動させ、その状態で、さらに、上移動キー２５ｅを操作し
続けると、画面の表示内容が矢印Ｂで示すように画面の上から下に移動する、いわゆる、
下方向の自動スクロールを行なわせるようにしている。
【００５４】
　一方、ポインタ操作デバイス３４、特にマウス３５によるポインタ操作状態では、制御
部２３は、ダイヤルキー３５ｄの回転操作を受けることにより、画面内でのポインタ３６
の位置に無関係に、上方向スクロールまたは下方向スクロール、つまり、画面の垂直方向
に対するスクロールを実行するようにしている。
【００５５】
　この場合、マウス３５の操作によっても、図７（ａ），（ｂ）に示したように、ポイン
タ３６を画面の最下端または最上端まで移動させることによる上方向または下方向の自動
スクロールが行なわれるようになっていると、ダイヤルキー３５ｄの回転操作と、ポイン
タ３６の移動操作との両方によって、画面垂直方向のスクロールが行なわれることになっ
てしまい、ユーザにとって予期しない方向へのスクロールが行なわれる可能性があり、取
り扱いが不便になる。
【００５６】
　このため、マウス３５によるポインタ操作状態では、制御部２３は、ダイヤルキー３５
ｄの回転操作による画面垂直方向のスクロールを実行させ、ポインタ３６を画面の最下端
または最上端まで移動させることによる画面垂直方向の自動スクロールの機能は無効化す
るように、つまり、実行させないように制御して、ユーザにとっての取り扱いを便利にす
るようにしている。
【００５７】
　また、制御部２３は、例えば、リモートコントローラ２５の左移動キー２５ｇを操作し
て、図８（ａ）に示すように、ポインタ３６を画面の最左端まで移動させ、その状態で、
さらに、左移動キー２５ｇを操作し続けると、画面の表示内容が矢印Ｃで示すように画面
の左から右に移動する、いわゆる、右方向の自動スクロールを行なわせるようにしている
。
【００５８】
　同様に、制御部２３は、右移動キー２５ｈを操作して、図８（ｂ）に示すように、ポイ
ンタ３６を画面の最右端まで移動させ、その状態で、さらに、右移動キー２５ｈを操作し
続けると、画面の表示内容が矢印Ｄで示すように画面の右から左に移動する、いわゆる、
左方向の自動スクロールを行なわせるようにしている。
【００５９】
　ところで、上記マウス３５は、右方向スクロールまたは左方向スクロール、つまり、画
面の水平方向に対するスクロールを行なわせるためのダイヤルキーを有していない。この
ため、マウス３５によるポインタ操作状態で、画面水平方向のスクロールを実行させる際
には、制御部２３は、マウス３５の操作によりポインタ３６を画面の最左端または最右端
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まで移動させることによって実行される、画面水平方向の自動スクロール機能を用いて行
なうようにしている。
【００６０】
　ここで、上記した実施の形態では、ポインタ操作デバイス３４の一例としてマウス３５
を示したが、ポインタ操作デバイス３４としては、マウス３５だけに限らず、例えば、タ
ッチパッドやジョイスティック等が使用可能である。また、携帯端末を利用することも考
えられる。すなわち、タッチパネル付きの携帯端末を、制御部２３と無線通信可能に接続
し、タッチパネルの画面をタッチパッドのように操作して、その操作情報を制御部２３に
送信することにより、ポインタ操作を行なうことが考えられる。
【００６１】
　このように、ポインタ操作デバイス３４としては、種々のものが考えられる。そして、
使用するデバイスに応じて操作感や操作可能な機能等が異なっている。このため、ポイン
タ操作デバイス３４が接続される接続部３３は、ポインタ操作デバイス３４の接続の有無
を制御部２３に通知するだけでなく、ポインタ操作デバイス３４が接続された場合には、
その接続されたポインタ操作デバイス３４の種類に応じて、どのような機能を行なうかを
示す設定情報を制御部２３に通知している。
【００６２】
　図９は、ポインタ操作デバイス３４がマウス３５とタッチパッドとの２種類の場合につ
いて、各機能別に設定情報をまとめたテーブルを示している。すなわち、画面垂直方向の
自動スクロール機能については、先に述べたようにマウス３５では無効とされ、タッチパ
ッドでは有効とされている。また、画面水平方向の自動スクロール機能については、マウ
ス３５及びタッチパッドの両方で有効となっている。さらに、文字入力時における画面に
ついては、マウス３５及びタッチパッドの両方でソフトキーボードとなっている。
【００６３】
　このため、接続部３３は、例えばマウス３５が接続された場合、その旨を示す情報とと
もに、上記テーブルを参照して、画面垂直方向の自動スクロール機能を無効とし、画面水
平方向の自動スクロール機能を有効とし、文字入力時画面をソフトキーボードとする設定
情報を取得し、制御部２３に通知する。これにより、制御部２３は、接続部３３から通知
された設定情報に基づいて制御内容を決定することが可能となって、ポインタ操作デバイ
ス３４の種類に応じた機能を実行できるようになり、ユーザにとっての取り扱いを便利に
することができる。
【００６４】
　また、ネットワーク３１を利用した情報検索を行なう際、制御部２３は、テキスト入力
により検索条件を指定させるようにしている。このテキスト入力を行なう際、ソフトキー
ボードやマルチタップ等を使用するが、リモートコントローラ２５を操作してテキスト入
力を行なうことは、ユーザにとって非常に煩雑な操作となる。
【００６５】
　一方、例えばマウス３５等のポインタ操作デバイス３４では、画面に表示されているコ
ンテンツの中のテキスト情報をコピーすることができるので、コピーしたテキスト情報を
検索条件として利用することが可能となる。
【００６６】
　すなわち、制御部２３は、文字列入力を行なう場面において、ポインタ操作デバイス３
４の非接続状態では、リモートコントローラ２５を操作してテキスト入力を行なわせる画
面を初期画面として表示し、ポインタ操作デバイス３４の接続を検出すると、入力可能性
の高いキーワードを入力文字候補としてリスト化した画面を初期画面として表示する。
【００６７】
　ユーザは、リストの中から所望のキーワードを選択決定することにより、容易に文字列
入力を行なうことができるようになる。例えばマウス３５等のポインタ操作デバイス３４
を用いた場合、画面に表示されている複数のキーワードの中の所望のキーワードの表示領
域にポインタ３６を移動させ、左クリックキー３５ｂを操作することにより、そのキーワ
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ードを簡易な操作で入力することが可能となる。
【００６８】
　また、ユーザが、リストの中から所望のキーワードをコピーすることによって、文字列
入力を行なうようにしても良いことは言うまでもないことである。
【００６９】
　なお、リストに含まれるキーワードとしては、過去に、ポインタ操作デバイス３４の操
作により選択決定されたことのあるテキスト情報を含むようにする。または、表示中のコ
ンテンツから抽出した名詞の情報であっても良いものである。
【００７０】
　さらに、複数の接続部３３を用意しておき、それぞれの接続部３３に異なる種類のポイ
ンタ操作デバイス３４を接続しておくようにすることも可能である。この場合、制御部２
３は、ユーザによる操作部２４やリモートコントローラ２５等の操作に基づいて、どの種
類のポインタ操作デバイス３４を使用するかを選択し決定させるためのメニュー画面を表
示させる。このため、ユーザは、このメニュー画面から選定したポインタ操作デバイス３
４によってポインタ操作を行なうことができる。
【００７１】
　なお、上記した実施の形態では、ポインタ操作デバイス３４が接続部３３に着脱可能に
接続されるものとして説明している。しかしながら、これに限らず、ポインタ操作デバイ
ス３４と接続部３３とが無線により操作情報を通信可能に接続される場合であっても、上
記した各種のポインタ操作機能を実現することができることはもちろんである。
【００７２】
　図１０は、上記した制御部２３が行なう主要な処理動作をまとめたフローチャートを示
している。すなわち、処理が開始（ステップＳ１）されると、制御部２３は、ステップＳ
２で、ユーザによる操作部２４やリモートコントローラ２５等からの操作情報を受けて、
その操作内容が反映されるように各部をそれぞれ制御する状態となる。
【００７３】
　このような状態で、制御部２３は、ステップＳ３で、現在の動作内容がポインタ表示を
必要とする内容になったか否かを判別する。このとき、ポインタ表示を必要とする内容で
ないと判断された場合（ＮＯ）、制御部２３は、ステップＳ９で、ユーザからデジタルテ
レビジョン放送受信装置１１に対する操作の終了が通知されたか否かを判別する。
【００７４】
　この判別は、例えばリモートコントローラ２５の電源キー２５ａが電源オフ状態に操作
されたか否かを判別することにより行なわれる。そして、操作の終了が通知されていない
と判断された場合（ＮＯ）、制御部２３は、ステップＳ２の処理に戻され、操作の終了が
通知されたと判断された場合（ＹＥＳ）、処理を終了（ステップＳ１０）する。
【００７５】
　また、上記ステップＳ３でポインタ表示を必要とする内容であると判断された場合（Ｙ
ＥＳ）、制御部２３は、ステップＳ４で、接続部３３から供給されるポインタ操作デバイ
ス３４の接続の有無を示す信号を検知し、ステップＳ５で、接続部３３にポインタ操作デ
バイス３４が接続されているか否かを判別する。
【００７６】
　ここで、ポインタ操作デバイス３４が接続されていると判断された場合（ＹＥＳ）、制
御部２３は、ステップＳ６で、接続されているポインタ操作デバイス３４の操作に基づい
たポインタ操作状態に制御される。また、上記ステップＳ５でポインタ操作デバイス３４
が接続されていないと判断された場合（ＮＯ）、制御部２３は、ステップＳ７で、リモー
トコントローラ２５の操作に基づいたポインタ操作状態に制御される。
【００７７】
　そして、上記ステップＳ６またはステップＳ７の後、制御部２３は、ステップＳ８で、
ポインタ表示を必要とする状態が終了したか否かを判別し、終了していないと判断された
場合（ＮＯ）、ステップＳ４の処理に戻され、終了したと判断された場合（ＹＥＳ）、ス
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テップＳ２の処理に戻される。
【００７８】
　なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。また、
上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、
種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つ
かの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を
適宜組み合わせても良いものである。
【符号の説明】
【００７９】
　１１…デジタルテレビジョン放送受信装置、１２…アンテナ、１３…入力端子、１４…
チューナ部、１５…復調復号部、１６…信号処理部、１７…合成処理部、１８…音声処理
部、１９…ＯＳＤ信号生成部、２０…映像処理部、２１…映像表示部、２２…スピーカ、
２３…制御部、２３ａ…ＣＰＵ、２３ｂ…メモリ部、２４…操作部、２５…リモートコン
トローラ、２６…受信部、２７…ＨＤＤ、２７ａ…ハードディスク、２８…記録再生処理
部、２９…入力端子、３０…ネットワークインターフェース、３１…ネットワーク、３２
…ネットワークサーバ、３３…接続部、３４…ポインタ操作デバイス、３５…マウス、３
６，３７…ポインタ、３８，３９…メッセージ、４０…ヘルプ情報。

【図１】 【図２】
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