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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に第１の入力面を備える第１のタッチパッドと、
　前記第１のタッチパッドの前記第１の入力面と連続的に摺動操作が可能な第２の入力面
を表面に備えた第２のタッチパッドと、
　前記第１のタッチパッドの押下動作に連動してスイッチング動作する第１のスイッチと
、
　前記第２のタッチパッドの押下動作に連動してスイッチング動作する第２のスイッチと
を有し、
　前記第１および第２のタッチパッドは、前記第１および第２の入力面への接触を静電容
量の変化で感知し、前記第１および第２の入力面への接触位置を電気信号として出力する
ものであり、押下動作を受ける位置に応じて水平あるいは傾斜の姿勢をとって前記第１あ
るいは第２のスイッチを動作させることを特徴とするリモコン装置。
【請求項２】
　前記第２のタッチパッドの前記第２の入力面は、前記第１のタッチパッドの前記第１の
入力面を囲むよう配置されることを特徴とする請求項１に記載のリモコン装置。
【請求項３】
　前記第２のタッチパッドは、前記第１の入力面上のうち、押下動作により前記第２のス
イッチをスイッチング動作させる位置に、凹部、凸部、又は凹部及び凸部の組み合わせか
らなる形状を有することを特徴とする請求項１に記載のリモコン装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リモコン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のリモコン装置として、映像表示装置に表示された操作パネルをリモコン装置に備
えられたタッチパッドに入力された操作内容に応じて操作するものが知られている（例え
ば、特許文献１）。
【０００３】
　この特許文献１のリモコン装置は、利用者の指等の接触を操作位置として圧力で感知す
るタッチパッドと、映像表示装置に表示される操作パネルの操作位置とタッチパッドの操
作位置とを対応付けてタッチパッドに摺動操作が行われたとき操作パネルの選択位置の移
動を実行するとともに、タッチパッドに接触する指から加えられる圧力に応じて操作パネ
ル上で決定を実行する操作制御部とを有するため、操作パネルに対する移動操作及び決定
操作をタッチパッドで実行することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３４８３７１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、上記した従来のリモコン装置によると、タッチパッドで操作パネルに対する移
動操作及び決定操作を行うことができるが、決定操作はタッチパッドに接触する指の圧力
変化によって感知されるため、利用者は押下感を得ることができず、決定操作の実行成功
又は失敗の判断が容易でないという問題がある。
【０００６】
　従って、本発明の目的は、摺動操作と押下感のある決定操作を利用者に提供することが
できるリモコン装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
［１］本発明は、上記した目的を達成するため、表面に第１の入力面を備える第１のタッ
チパッドと、前記第１のタッチパッドの前記第１の入力面と連続的に摺動操作が可能な第
２の入力面を表面に備えた第２のタッチパッドと、前記第１のタッチパッドの押下動作に
連動してスイッチング動作する第１のスイッチと、前記第２のタッチパッドの押下動作に
連動してスイッチング動作する第２のスイッチとを有し、前記第１および第２のタッチパ
ッドは、前記第１および第２の入力面への接触を静電容量の変化で感知し、前記第１およ
び第２の入力面への接触位置を電気信号として出力するものであり、押下動作を受ける位
置に応じて水平あるいは傾斜の姿勢をとって前記第１あるいは第２のスイッチを動作させ
ることを特徴とするリモコン装置を提供する。
【０００８】
　上記した構成によれば、第１及び第２のタッチパッドを押下する操作と、それぞれのタ
ッチパッド上の入力面における入力とを可能にしたため、第１及び第２のタッチパッドに
おいてそれぞれ独立した押下感のある決定操作と、第１及び第２のタッチパッドにおいて
両パッドが一体であっても、第１あるいは第２のスイッチを選択して動作させることがで
き、かつ、連続的な摺動操作を利用者に提供することができるリモコン装置を実現できる
。
【発明の効果】
【００１１】
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　本発明によれば、摺動操作と押下感のある決定操作を利用者に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る映像表示装置の構成例を示す概略図である。
【図２】映像表示装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】リモコン装置の外観の構成例を示す概略図である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、タッチパッドスイッチの構成例を示す概略図であり、（ａ）
は平面図、（ｂ）及び（ｃ）はそれぞれＡ－Ａにおける断面図である。
【図５】リモコン装置の制御系の構成例を示すブロック図である。
【図６】（ａ）及び（ｂ）は、リモコン装置の構成例を示す概略図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、第２の実施の形態に係るタッチパッドスイッチの構成例を示
す概略図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）及び（ｃ）はそれぞれＣ－Ｃ及びＤ－Ｄにおけ
る断面図である。
【図８】リモコン装置の制御系の構成例を示すブロック図である。
【図９】（ａ）～（ｃ）は、第３の実施の形態に係るタッチパッドスイッチの構成例を示
す概略図であり、（ａ）は、平面図、（ｂ）及び（ｃ）は、それぞれＥ－Ｅ及びＦ－Ｆに
おける断面図である。
【図１０】リモコン装置の制御系の構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
〔第１の実施の形態〕
（映像表示装置の構成）
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る映像表示装置の構成例を示す概略図である。
【００１４】
　映像表示装置２は、アンテナ（図２、２０Ａ）を介して外部よりデジタル放送波等を受
信して映像を表示したり、図示しないＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｃ　Ｄｒｉｖｅ）レコー
ダーやＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ）プレイヤー等の外部映
像再生装置から映像信号を受信して映像を表示するテレビ受像器等であって、前面に映像
を表示するＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）パネル等から構成
される表示部２３Ａと、音声を出力するスピーカ２４Ａ、２４Ｂと、複数の操作スイッチ
を有するリモコン装置１から送信されるＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号を
用いた操作信号を受信する受信部２８とを有する。
【００１５】
　また、映像表示装置２は、背面に図示しないアンテナ端子、外部入力端子及び複数のス
イッチからなる操作部等を有し、本体２Ａ内部には映像信号や音声信号を処理したり各部
を制御するためのＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、ＲＡＭ
（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ）及びＨＤＤ等からなる電子部品を有する。
【００１６】
　リモコン装置１は、複数のスイッチ及びタッチパッドを有し、それらに対して操作入力
されることで、映像表示装置２の各機能を操作する操作信号をＲＦ信号を用いて送信する
。
【００１７】
　図２は、映像表示装置２の構成例を示すブロック図である。
【００１８】
　映像表示装置２は、チューナ２０と、信号処理部２１と、映像処理部２２と、表示処理
部２３と、音声処理部２４と、制御部２５と、記憶部２６と、ＲＡＭ２７と、受信部２８
とを有し、それぞれバス２９で接続されている。
【００１９】
　チューナ２０は、デジタル放送局から送信される放送信号を受信するアンテナ２０Ａを



(4) JP 4709918 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

備えており、受信した放送信号から所望のチャンネルの信号を選択して信号処理部２１に
送信する。
【００２０】
　信号処理部２１は、映像処理部２２と音声処理部２４とに接続されており、チューナ２
０から受信した放送信号を音声信号と映像信号に分離し、映像信号を映像処理部２２に出
力し、音声信号を音声処理部２４に出力する。
【００２１】
　映像処理部２２は、表示処理部２３を介して表示部２３Ａに接続されている。
【００２２】
　表示処理部２３は、入力された映像信号を画質調整し、画質調整した映像信号を表示部
２３Ａに出力する。また、表示処理部２３は、表示部２３Ａの表示調整を行う図示しない
バックライト処理部及び色温度処理部等を有する。表示部２３Ａは、インバータ等により
制御されて輝度を可変とするバックライトと、バックライトに照射されて映像を表示する
ＬＣＤパネルとを有する。バックライト処理部は、バックライトの輝度値を変化させるこ
とで明るさを調整し、色温度処理部は、ＬＣＤパネルのγ設定値を変化させることで色温
度を調整する。
【００２３】
　音声処理部２４はスピーカ２４Ａ及び２４Ｂに接続されている。また、音声処理部２４
は、入力された音声信号の音質調整を行う。
【００２４】
　また、映像表示装置２は、図示しない外部入力端子に接続された映像再生装置から送信
される映像信号及び音声信号を受信する映像アナログ／デジタル変換器（Ａ／Ｄ）及び音
声Ａ／Ｄを有し、映像Ａ／Ｄ及び音声Ａ／Ｄに入力された映像信号及び音声信号はアナロ
グ信号からデジタル信号へと変換され、それらの出力信号はそれぞれ映像処理部２２及び
音声処理部２４に出力される。
【００２５】
　制御部２５は、図２において矢印のない実線で示された制御線を介して各部を制御する
。
【００２６】
　記憶部２６は、後述するリモコン装置１に入力された操作と映像表示装置２の各部を制
御するための制御信号とを対応付ける操作テーブル２６０や、映像表示装置２によって録
画された番組の映像情報等を格納する。
【００２７】
　ＲＡＭ２７は、一時的に情報を格納して制御部２５の動作を補助する。
【００２８】
　受信部２８は、リモコン装置１が送信するＲＦ信号を受信し、制御部２５に出力する。
【００２９】
　図３は、リモコン装置１の外観の構成例を示す概略図である。
【００３０】
　リモコン装置１は、上部筐体１Ａ及び下部筐体１Ｂとから構成され、映像表示装置２の
各機能を操作するための複数のスイッチを有しており、映像表示装置２の電源投入と遮断
とを切り替える電源スイッチ１０と、表示する映像情報のソースを切り替える入力切替ス
イッチ、ゲーム、地デジ、ＢＳ又はＣＳを選択するスイッチを備えた入力切替スイッチ群
１１と、チャンネルの選択や文字の入力等を行うチャンネル文字スイッチ群１２、チャン
ネルの切り替えを行うチャンネル切替スイッチ１３と、画面の表示形式を選択する画面表
示スイッチ、ミュートスイッチ及びクイックスイッチ等を備えるスイッチ群１４と、音量
を調整する音量調整スイッチ１５と、外部機器と映像表示装置２をリンクさせるリンクス
イッチ、過去番組表を表示させるタイムスイッチ及び番組表を表示させる番組表スイッチ
等を備えるスイッチ群１６と、タッチパッドの機能と押下スイッチの機能とを備えたタッ
チパッドスイッチ１７と、戻るスイッチ、ミニ番組表スイッチ、終了スイッチ、ブロード
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バンドスイッチ、ｄデータスイッチ、ニューススイッチ及びカラースイッチ等を備えたス
イッチ群１８とを有する。
【００３１】
　図４（ａ）～（ｃ）は、タッチパッドスイッチ１７の構成例を示す概略図であり、図４
（ａ）は平面図、図４（ｂ）及び（ｃ）はＡ－Ａにおける断面図である。
【００３２】
　タッチパッドスイッチ１７は、表面１７ａが利用者の指等によって押下されることで－
Ｚ方向に沈み込むよう図示しない支持体によって支持されたタッチパッド１７Ａと、タッ
チパッド１７Ａの裏面１７ｂが接触することによりその圧力を感知して感知信号を出力す
るスイッチとしての感圧素子１７０ａ及び１７１ａ～１７１ｄとを有する。支持体として
はバネ等の反発力のあるものを用い、非操作時に裏面１７ｂが各感圧素子１７０ａ及び１
７１ａ～１７１ｄに接触しないよう支持する。
【００３３】
　タッチパッド１７Ａは、利用者の指等による表面１７ａへの接触を、例えば、静電容量
の変化で感知し、Ｘ方向及びＹ方向の操作位置を電気信号として出力する。タッチパッド
１７Ａは、Ｘ方向に沿う複数のＸ方向電極と、Ｙ方向に沿う複数のＹ方向電極と、複数の
Ｘ方向電極と複数のＹ方向電極との間に設けられた絶縁体からなるスペーサとを備える。
タッチパッド１７Ａの表面１７ａに指等で接触すると、接触したＸ方向電極とＹ方向電極
との交差点の静電容量が変化し、この変化を後述する操作信号生成部１００が電気信号に
変換する。
【００３４】
　タッチパッド１７Ａは、タッチパッド１７Ａの表面１７ａに対して感圧素子１７０ａ及
び１７１ａ～１７１ｄをそれぞれＺ方向に投影した領域付近が押下されることで、感圧素
子１７０ａ及び１７１ａ～１７１ｄが圧力を感知するよう支持されている。例えば、タッ
チパッド１７Ａの表面１７ａの感圧素子１７１ａに対応する領域付近が利用者の指等によ
り押下されると、図４（ｃ）に示すようにタッチパッド１７Ａの左半分が－Ｚ方向に沈み
込み、破線で示した状態となり、裏面１７ｂが感圧素子１７１ａと接触する。また、決定
マーク１７０付近が押下されると、タッチパッド１７Ａ全体が－Ｚ方向に沈み込み、図４
（ｃ）に示すように２点鎖線で示す状態となり、裏面１７ｂが感圧素子１７０ａと接触す
る。
【００３５】
　感圧素子１７０ａ、１７１ａ～１７１ｄは、タッチパッド１７Ａを介して押下されたと
きの圧力に応じて抵抗値が減少し、その抵抗値を電気信号に変換して出力する。なお、感
圧素子１７０ａ及び１７１ａ～１７１ｄに換えて電子スイッチや機械スイッチを用いても
良い。
【００３６】
　また、タッチパッドスイッチ１７は、タッチパッド１７Ａの表面１７ａに対して感圧素
子１７０ａ及び１７１ａ～１７１ｄをそれぞれＺ方向に投影した領域付近に凹部を備え、
利用者の指先に対して触覚の変化を与えることで、操作位置を提示する。
【００３７】
　図５は、リモコン装置１の制御系の構成例を示すブロック図である。
【００３８】
　リモコン装置１は、電源スイッチ１０、入力切替スイッチ群１１、チャンネル文字スイ
ッチ群１２、チャンネル切替スイッチ１３、スイッチ群１４、音量調整スイッチ１５、ス
イッチ群１６、タッチパッドスイッチ１７、スイッチ群１８、後述するスイッチ群１９Ａ
及び１９Ｂの出力する信号を受信し、それぞれの信号に応じた操作信号を生成する操作信
号生成部１００と、操作信号生成部１００が生成した操作信号をＲＦ信号に変換して映像
表示装置２に送信する操作信号送信部１０１とを有する。
【００３９】
　また、操作信号生成部１００は、図示しない電力供給線で上記した各スイッチに電力を
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供給するが、タッチパッド１７Ａに対して一定時間操作入力がないとき、タッチパッド１
７Ａに対する電力供給を一時的に停止する。電力供給の再開は、映像表示装置２において
タッチパッド１７Ａを用いることができるメニュー画面等の表示がされたとき等に、映像
表示装置２からリモコン装置１に対してＲＦ信号によって解除信号を送信してもよい。ま
た、映像表示装置２の各スイッチに対して所定の操作、例えば、タッチパッドスイッチ１
７の長押し等が実行されたときに、解除してもよい。
【００４０】
　また、操作信号生成部１００は、利用者の設定により、タッチパッド１７Ａが摺動操作
の認識の可否を制御する。つまり、感圧素子１７０ａ及び１７１ａ～１７１ｄの出力信号
のみを受信し、タッチパッド１７Ａの出力信号を無視する。または、タッチパッド１７Ａ
に対する電力供給を遮断する。また、操作信号生成部１００は、利用者の設定により、タ
ッチパッド１７Ａに対する摺動操作の感度を制御する。例えば、摺動操作に対するタッチ
パッドの１７Ａの反応を遅い、標準、速い等から選択できるものとする。
【００４１】
　図６（ａ）及び（ｂ）は、リモコン装置１の構成例を示す概略図である。
【００４２】
　リモコン装置１は、上部筐体１Ａを下部筐体１Ｂに対して図面の上下方向に移動可能に
取り付けられており、図３に示す状態から上部筐体１Ａを上方向に移動させると、図６（
ａ）に示すように、スイッチ群１９Ａが露出する位置で上部筐体１Ａが下部筐体１Ｂに対
して止まるよう、例えば、上部筐体１Ａと下部筐体１Ｂとの摺動面に互いに引っ掛かり合
う爪と溝とを組にして設けることで構成される。
【００４３】
　また、リモコン装置１は、図６（ａ）に示す状態から上部筐体１Ａをさらに上方向に移
動させると、図６（ｂ）に示すように、スイッチ群１９Ａに加えてスイッチ群１９Ｂが露
出する位置で上部筐体１Ａが下部筐体１Ｂに対して止まるよう構成される。このように、
本実施の形態に係るリモコン装置１は、上部筐体１Ａを下部筐体１Ｂに対して２段階にス
ライドさせる構成となっている。
【００４４】
（映像表示装置の動作）
　以下に、本発明の第１の実施の形態における映像表示装置の動作例を各図を参照しつつ
説明する。
【００４５】
　まず、利用者は、映像表示装置２の電源を投入するためにリモコン装置１の電源スイッ
チ１０を押下する。リモコン装置１の操作信号生成部１００は、電源スイッチ１０が押下
されると映像表示装置２の電源を投入するための操作信号を生成する。操作信号送信部１
０１は、生成された操作信号を映像表示装置２にＲＦ信号によって送信する。映像表示装
置２の受信部２８は、ＲＦ信号を受信すると制御部２５に操作信号を出力し、制御部２５
は、受信した操作信号に基づいて図示しない電源部に映像表示装置２の電源を投入するよ
う要求する。
【００４６】
　次に、利用者は、映像表示装置２の表示部２３Ａに表示される映像に応じてリモコン装
置１の各スイッチを操作するが、以下では、タッチパッドスイッチ１７を操作するときの
動作について説明する。
【００４７】
　利用者がタッチパッドスイッチ１７のタッチパッド１７Ａの表面１７ａを押下する操作
をすると、感圧素子１７０ａ、１７１ａ～１７１ｄのうち、利用者が押下した位置に対応
する感圧素子が感知信号を操作信号生成部１００に出力し、操作信号生成部１００は、対
応する感圧素子に応じた操作信号を生成する。次に、操作信号送信部１０１は、生成され
た操作信号を映像表示装置２にＲＦ信号によって送信する。
【００４８】
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　映像表示装置２の受信部２８は、ＲＦ信号を受信すると制御部２５に操作信号を出力し
、制御部２５は、受信した操作信号に基づいて操作テーブル２６０を参照し、操作テーブ
ル２６０の定義に応じて映像表示装置２内の各部の動作を決定する。操作テーブル２６０
は、例えば、表示部２３Ａに表示された映像等に応じて動作が変更されるよう定義しても
よい。
【００４９】
　タッチパッド１７Ａの押下操作に対応する映像表示装置２の動作は、例えば、表示部２
３Ａに表示される選択表示カーソル等の縦移動、横移動等の操作に対応したもの、及び決
定やキャンセル操作に対応したものが挙げられる。
【００５０】
　また、利用者がタッチパッドスイッチ１７のタッチパッド１７Ａの表面１７ａに触れて
、入力面上の接触位置を移動する摺動操作を行うと、タッチパッド１７Ａが感知信号を操
作信号生成部１００に出力し、操作信号生成部１００は、接触位置の移動に応じた操作信
号を生成する。次に、操作信号送信部１０１は、生成された操作信号を映像表示装置２に
ＲＦ信号によって送信する。
【００５１】
　映像表示装置２の受信部２８は、ＲＦ信号を受信すると制御部２５に操作信号を出力し
、制御部２５は、受信した操作信号に基づいて操作テーブル２６０を参照し、操作テーブ
ル２６０の定義に応じて映像表示装置２内の動作を決定する。
【００５２】
　タッチパッド１７Ａの入力面に対する摺動操作に対応する映像表示装置２の動作は、例
えば、ウェブブラウザ表示時のポインタの自由移動、メニュー表示時のページ切替、ビデ
オ再生時の早送りや巻き戻し等の操作に対応したものが挙げられる。
【００５３】
（第１の実施の形態の効果）
　上記した実施の形態によると、タッチパッドスイッチ１７においてタッチパッド１７Ａ
を押下する操作と、タッチパッド１７Ａ上の入力面に対する入力を可能にした。このため
、押下感のあるスイッチの決定操作を利用者に提供することができるとともに、タッチパ
ッド１７Ａを用いた摺動操作を有するリモコン装置１を提供することができる。
【００５４】
　また、上部筐体１Ａと下部筐体１Ｂとの相対的な移動により、スイッチ群１９Ａとスイ
ッチ群１９Ｂとを段階的に露出する構成としたため、使用頻度等によってスイッチ群１９
Ａとスイッチ群１９Ｂとを配置することで、用途に合わせてリモコン装置１の使用サイズ
を効率的に変化させることができる。
【００５５】
　また、タッチパッド１７Ａの表面１７ａに対して感圧素子１７０ａ及び１７１ａ～１７
１ｄをそれぞれＺ方向に投影した領域付近に凹部を備えたため、利用者の指先に対して触
覚の変化を与えることができ、利用者が押下操作をするときに容易に操作位置を確認する
ことができる。なお、凹部に限らず、凸部や凹部及び凸部の組み合わせを用いても良い。
【００５６】
〔第２の実施の形態〕
　図７（ａ）～（ｃ）は、第２の実施の形態に係るタッチパッドスイッチ１７の構成例を
示す概略図であり、図７（ａ）は平面図、図７（ｂ）及び（ｃ）はそれぞれＣ－Ｃ及びＤ
－Ｄにおける断面図である。
【００５７】
　タッチパッドスイッチ１７は、表面１７ａが利用者の指等によって押下されることで－
Ｚ方向に沈み込むよう図示しない支持体によって支持された２つのタッチパッド１７Ｂ及
び１７Ｃと、タッチパッド１７Ｂ及び１７Ｃの裏面１７ｂが接触することによりその圧力
を感知して感知信号を出力するスイッチとしての感圧素子１７０ａ及び１７１ａ～１７１
ｄとを有する。



(8) JP 4709918 B2 2011.6.29

10

20

30

40

50

【００５８】
　タッチパッド１７Ｂ及び１７Ｃは、それぞれ独立した決定ボタン及び十字操作キーの機
能を有し、タッチパッド１７Ｂ及び１７Ｃの表面１７ａに対して感圧素子１７０ａ及び１
７１ａ～１７１ｄをそれぞれＺ方向に投影した領域付近が押下されることで、感圧素子１
７０ａ及び１７１ａ～１７１ｄが圧力を感知するよう支持される。例えば、タッチパッド
１７Ｃの表面１７ａの感圧素子１７１ａに対応する領域付近が指等により押下されると、
図７（ａ）に示すタッチパッド１７Ａの左半分が－Ｚ方向に沈み込み、裏面１７ｂが感圧
素子１７１ａと接触する。また、タッチパッド１７Ｂが押下されると、タッチパッド１７
Ｂ全体が－Ｚ方向に沈み込み、裏面１７ｂが感圧素子１７０ａと接触する。
【００５９】
　なお、決定ボタンとしてのタッチパッド１７Ｂ及び十字キーとしての１７Ｃそれぞれの
表面１７ａは、利用者の指等の接触を、例えば、静電容量の変化で感知し、操作位置を出
力する。また、タッチパッド１７Ｂ及び１７Ｃそれぞれの表面１７ａは、それぞれの境界
において連続的に操作位置を出力するよう後述する操作信号生成部１００を構成する。
【００６０】
　図８は、リモコン装置１の構成例を示すブロック図である。
【００６１】
　リモコン装置１は、タッチパッドスイッチ１７としてタッチパッド１７Ｂ及び１７Ｃを
含み、操作信号生成部１００は、タッチパッド１７Ｂ及び１７Ｃの表面１７ａにおける摺
動操作をそれぞれの境界において連続的に検知する。つまり、利用者の指が、例えば、タ
ッチパッド１７Ｃの表面１７ａの左端から右端にかけてタッチパッド１７Ｂの表面１７ａ
を通過するとき、その操作位置の移動をタッチパッド１７Ｃの表面１７ａの左端から右端
にかけて一連のものとして扱う。
【００６２】
（第２の実施の形態の効果）
　上記した実施の形態によると、第１の実施の形態の効果に加え、タッチパッド１７Ｂと
タッチパッド１７Ｃとを分離し、感圧素子１７０ａに対して比較的面積の小さいタッチパ
ッド１７Ｂを割り当てたため、決定ボタンとしてのタッチパッド１７Ｂを押下する操作が
より確実で容易となる。
【００６３】
　また、決定ボタンにタッチパッド１７Ｂを用いたため、決定操作をするボタンでありな
がら摺動操作が可能となる。さらに、タッチパッド１７Ｂ及び１７Ｃの境界を通過するよ
うな摺動操作を一連の操作として扱うため、タッチパッドスイッチ１７の表面１７ａをす
べて用いた摺動操作を実行することができる。
【００６４】
〔第３の実施の形態〕
　図９（ａ）～（ｃ）は、第３の実施の形態に係るタッチパッドスイッチ１７の構成例を
示す概略図であり、図９（ａ）は、平面図、図９（ｂ）及び（ｃ）は、それぞれＥ－Ｅ及
びＦ－Ｆにおける断面図である。
【００６５】
　タッチパッドスイッチ１７は、表面１７ａが利用者の指等によって押下されることで－
Ｚ方向に沈み込むよう図示しない支持体によって支持された４つのタッチパッド１７Ｄ～
１７Ｈと、押下されても沈み込まないよう固定されたタッチパッド１７Ｉと、タッチパッ
ド１７Ｄ～１７Ｈの裏面１７ｂが接触することによりその圧力を感知して感知信号を出力
するスイッチとしての感圧素子１７０ａ及び１７１ａ～１７１ｄとを有する。なお、タッ
チパッド１７Ｄ～１７Ｉの表面１７ａは、利用者の指等の接触を、例えば、静電容量の変
化で感知し、操作位置を出力する。
【００６６】
　タッチパッド１７Ｄ～１７Ｈは、表面１７ａが押下されることで、感圧素子１７０ａ及
び１７１ａ～１７１ｄが圧力を感知するよう支持される。例えば、タッチパッド１７Ｄが
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押下されると、タッチパッド１７Ｄ全体が－Ｚ方向に沈み込み、裏面１７ｂが感圧素子１
７０ａと接触する。
【００６７】
　図１０は、リモコン装置１の構成例を示すブロック図である。
【００６８】
　リモコン装置１は、タッチパッドスイッチ１７としてタッチパッド１７Ｄ～１７Ｉを含
み、操作信号生成部１００は、タッチパッド１７Ｄ～１７Ｉの表面１７ａにおける摺動操
作をそれぞれの境界において連続的に検知する。つまり、利用者の指が、例えば、タッチ
パッド１７Ｉの表面１７ａの左端から右端にかけてタッチパッド１７Ｅ、１７Ｄ、１７Ｆ
の表面１７ａを通過するとき、その操作位置の移動をタッチパッド１７Ｉの表面１７ａの
左端から右端にかけて一連のものとして扱う。
【００６９】
（第３の実施の形態の効果）
　上記した実施の形態によると、第２の実施の形態の効果に加え、感圧素子１７０ａ及び
１７１ａ～１７１ｄに対して比較的面積の小さいタッチパッド１７Ｄ及び１７Ｅから１７
Ｈを割り当てたため、タッチパッド１７Ｄ～Ｈを押下する操作がより確実で容易となる。
【００７０】
［他の実施の形態］
　なお、本発明は、上記実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々
な変形が可能である。例えば、タッチパッドスイッチ１７のタッチパッドの分割数や分割
の形状は限定しない。また、感圧素子の数や配置はタッチパッドの数や配置に合わせて適
宜変更しても構わない。
【００７１】
　また、タッチパッド１７Ａの裏面１７ｂが感圧素子１７０ａ及び１７１ａ～１７１ｄに
部材等を介して間接的に接触する構成にしてもよい。また、感圧素子に換えて非接触スイ
ッチ等を用いても良い。
【符号の説明】
【００７２】
１…リモコン装置、１Ａ…上部筐体、１Ｂ…下部筐体、２…映像表示装置、２Ａ…本体、
１０…電源スイッチ、１１…入力切替スイッチ群、１２…チャンネル文字スイッチ群、１
３…チャンネル切替スイッチ、１４…スイッチ群、１５…音量調整スイッチ、１６…スイ
ッチ群、１７…タッチパッドスイッチ、１７Ａ－１７Ｉ…タッチパッド、１７ａ…表面、
１７ｂ…裏面、１８…スイッチ群、１９Ａ…スイッチ群、１９Ｂ…スイッチ群、２０…チ
ューナ、２０Ａ…アンテナ、２１…信号処理部、２２…映像処理部、２３…表示処理部、
２３Ａ…表示部、２４…音声処理部、２４Ａ…スピーカ、２５…制御部、２６…記憶部、
２７…ＲＡＭ、２８…受信部、２９…バス、１００…操作信号生成部、１０１…操作信号
送信部、１７０…決定マーク、１７０ａ…感圧素子、１７１ａ－１７１ｄ…感圧素子、２
６０…操作テーブル
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