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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体装置とリモートコントローラとを含む遠隔制御システムにおいて、
　前記リモートコントローラは、
　前記リモートコントローラの姿勢変化量を検出するモーションセンサと、
　前記姿勢変化量以外の形式のユーザ入力信号を取得するユーザ入力手段と、
　前記モーションセンサへの電力供給を制御する電源制御手段と、
　前記本体装置と通信する第１の通信手段と、
　前記リモートコントローラの動作を制御する第１の制御手段とを備え、
　前記本体装置は、
　前記リモートコントローラと通信する第２の通信手段と、
　前記リモートコントローラの姿勢変化量に基づいて操作可能な第１のモードと、前記ユ
ーザ入力信号に応じて操作可能な第２のモードとを有するユーザインターフェース手段と
、
　前記本体装置及び前記リモートコントローラの動作を制御する第２の制御手段とを備え
、
　前記第２の制御手段は、前記ユーザインターフェース手段が前記第２のモードにある状
態において、前記第２の通信手段を介して前記リモートコントローラの姿勢変化量を受信
したとき、前記モーションセンサへの電力供給を停止させる制御信号を前記第２の通信手
段を介して前記リモートコントローラに送信する、
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遠隔制御システム。
【請求項２】
　前記第２の制御手段は、前記ユーザインターフェース手段が前記第１のモードから前記
第２のモードに遷移したとき、前記モーションセンサへの電力供給を停止させる制御信号
を前記第２の通信手段を介して前記リモートコントローラに送信する、
請求項１記載の遠隔制御システム。
【請求項３】
　前記第２の制御手段は、前記ユーザインターフェース手段が前記第１のモードにある状
態において、前記第２の通信手段を介して予め決められたユーザ入力信号を受信したとき
、前記モーションセンサへの電力供給を停止させる制御信号を前記第２の通信手段を介し
て前記リモートコントローラに送信する、
請求項１又は２記載の遠隔制御システム。
【請求項４】
　前記第１の制御手段は、前記第１の通信手段が前記本体装置と通信できないとき、前記
電源制御手段による前記モーションセンサへの電力供給を停止させる、
請求項１～３のうちの１つに記載の遠隔制御システム。
【請求項５】
　前記第１の制御手段は、前記電源制御手段により前記モーションセンサへの電力供給を
開始してから予め決められた時間が経過したとき、前記電源制御手段による前記モーショ
ンセンサへの電力供給を停止させる、
請求項１～４のうちの１つに記載の遠隔制御システム。
【請求項６】
　前記リモートコントローラは、前記モーションセンサに関連付けられたモーションキー
を備え、
　前記第１の制御手段は、
　前記電源制御手段により前記モーションセンサに電力を供給していない状態において前
記モーションキーが押されたとき、前記電源制御手段による前記モーションセンサへの電
力供給を開始させ、
　前記電源制御手段により前記モーションセンサに電力を供給している状態において前記
モーションキーが押されたとき、前記電源制御手段による前記モーションセンサへの電力
供給を停止させる、
請求項１～５のうちの１つに記載の遠隔制御システム。
【請求項７】
　前記ユーザインターフェース手段は、
　前記第１のモードにおいて、前記リモートコントローラの姿勢変化量に基づいて変化す
る位置を有するポインタを含む第１のユーザインターフェース画像を生成し、
　前記第２のモードにおいて、前記ポインタを含まず、前記ユーザ入力信号に応じて変化
する第２のユーザインターフェース画像を生成する、
請求項１～６のうちの１つに記載の遠隔制御システム。
【請求項８】
　前記本体装置は、放送された複数の番組を録画して再生する録画再生装置である、
請求項１～７のうちの１つに記載の遠隔制御システム。
【請求項９】
　リモートコントローラによって遠隔制御される電子機器において、
　前記リモートコントローラは、
　前記リモートコントローラの姿勢変化量を検出するモーションセンサと、
　前記姿勢変化量以外の形式のユーザ入力信号を取得するユーザ入力手段と、
　前記モーションセンサへの電力供給を制御する電源制御手段と、
　前記電子機器と通信する第１の通信手段と、
　前記リモートコントローラの動作を制御する第１の制御手段とを備え、
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　前記電子機器は、
　前記リモートコントローラと通信する第２の通信手段と、
　前記リモートコントローラの姿勢変化量に基づいて操作可能な第１のモードと、前記ユ
ーザ入力信号に応じて操作可能な第２のモードとを有するユーザインターフェース手段と
、
　前記電子機器及び前記リモートコントローラの動作を制御する第２の制御手段とを備え
、
　前記第２の制御手段は、前記ユーザインターフェース手段が前記第２のモードにある状
態において、前記第２の通信手段を介して前記リモートコントローラの姿勢変化量を受信
したとき、前記モーションセンサへの電力供給を停止させる制御信号を前記第２の通信手
段を介して前記リモートコントローラに送信する、
電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、本体装置とリモートコントローラとを含む遠隔制御システムであって、リモ
ートコントローラの動きに応じて操作可能なモードを本体装置が有する遠隔制御システム
に関する。本開示は、また、リモートコントローラによって遠隔制御される本体装置であ
る電子機器であって、リモートコントローラの動きに応じて操作可能なモードを有する電
子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン受像機及び録画再生装置などのさまざまな電子機器が、リモートコントロ
ーラを用いて本体装置を遠隔制御することが可能である。
【０００３】
　記憶装置の大容量化にともない、放送番組を録画して再生する録画再生装置は、非常に
多くの番組を録画できるようになってきている。例えば特許文献１に開示されているよう
に、複数のチューナを備え、１つ又は複数のチャンネルの番組を録画し続ける（本明細書
では「チャンネル録画」という）録画再生装置も登場している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４８４３７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　電子機器を直感的に操作するために、リモートコントローラにジャイロセンサなどのモ
ーションセンサを搭載し、リモートコントローラの動きに応じて移動するポインタを含む
ユーザインターフェース画像をユーザに提示する遠隔制御システムがある。ユーザは、ユ
ーザインターフェース画像上のボタン領域をポインタにより選択し、電子機器を操作する
。本明細書では、このような操作を「モーション操作」という。
【０００６】
　リモートコントローラにおいてモーションセンサの消費電力は比較的大きい。従って、
モーションセンサに電力を供給する時間をできるだけ短くしたいという課題がある。
【０００７】
　本開示は、リモートコントローラの動きに応じて操作可能なモードを本体装置が有する
遠隔制御システムであって、リモートコントローラのモーションセンサによる無駄な電力
消費を抑える遠隔制御システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本開示の一態様に係る遠隔制御システムは、
　本体装置とリモートコントローラとを含む遠隔制御システムにおいて、
　前記リモートコントローラは、
　前記リモートコントローラの姿勢変化量を検出するモーションセンサと、
　前記姿勢変化量以外の形式のユーザ入力信号を取得するユーザ入力手段と、
　前記モーションセンサへの電力供給を制御する電源制御手段と、
　前記本体装置と通信する第１の通信手段と、
　前記リモートコントローラの動作を制御する第１の制御手段とを備え、
　前記本体装置は、
　前記リモートコントローラと通信する第２の通信手段と、
　前記リモートコントローラの姿勢変化量に基づいて操作可能な第１のモードと、前記ユ
ーザ入力信号に応じて操作可能な第２のモードとを有するユーザインターフェース手段と
、
　前記本体装置及び前記リモートコントローラの動作を制御する第２の制御手段とを備え
、
　前記第２の制御手段は、前記ユーザインターフェース手段が前記第２のモードにある状
態において、前記第２の通信手段を介して前記リモートコントローラの姿勢変化量を受信
したとき、前記モーションセンサへの電力供給を停止させる制御信号を前記第２の通信手
段を介して前記リモートコントローラに送信する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示の一態様に係る遠隔制御システムによれば、リモートコントローラのモーション
センサによる無駄な電力消費を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態に係る録画再生装置の本体装置１及びリモートコントローラ２を含むテ
レビジョンシステムのブロック図である。
【図２】図１のリモートコントローラ２の詳細構成を示すブロック図である。
【図３】図１のリモートコントローラ２の上面図である。
【図４】図１のリモートコントローラ２の側面図である。
【図５】録画された番組を再生していない状態において、リモートコントローラ２のチャ
ンネル録画一覧キー７３が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示されるチャン
ネル録画一覧の画面１００の例を示す図である。
【図６】図５のチャンネル録画一覧で選択された番組を再生しているときに、図１のディ
スプレイ４に表示される画面１１０の例を示す図である。
【図７】図５のチャンネル録画一覧で選択された番組を再生している状態において、リモ
ートコントローラ２の再生メニューキー７６が押下されたときに、図１のディスプレイ４
に表示される画面１２０の例を示す図である。
【図８】図７の画面１２０が表示された後で上辺のタブメニュー１２１が選択されたとき
に、図１のディスプレイ４に表示される画面１３０の例を示す図である。
【図９】図７の画面１２０が表示された後で左辺のタブメニュー１２２が選択されたとき
に、図１のディスプレイ４に表示される画面１４０の例を示す図である。
【図１０】録画された番組を再生していない状態において、リモートコントローラ２の通
常録画一覧キー７４が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示される通常録画一
覧の画面２００の例を示す図である。
【図１１】図１０の通常録画一覧で選択された番組を再生しているときに、図１のディス
プレイ４に表示される画面２１０の例を示す図である。
【図１２】図１０の通常録画一覧で選択された番組を再生している状態において、リモー
トコントローラ２の再生メニューキー７６が押下されたときに、図１のディスプレイ４に
表示される画面２２０の例を示す図である。
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【図１３】図１２の画面２２０が表示された後で上辺のタブメニュー２２１が選択された
ときに、図１のディスプレイ４に表示される画面２３０の例を示す図である。
【図１４】図１２の画面２２０が表示された後で左辺のタブメニュー２２２が選択された
ときに、図１のディスプレイ４に表示される画面２４０の例を示す図である。
【図１５】録画された番組を再生していない状態において、リモートコントローラ２のカ
テゴリ一覧キー７５が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示されるカテゴリ一
覧の１ページ目の画面３００の例を示す図である。
【図１６】録画された番組を再生していない状態において、リモートコントローラ２のカ
テゴリ一覧キー７５が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示されるカテゴリ一
覧の２ページ目の画面３１０の例を示す図である。
【図１７】録画された番組を再生していない状態において、リモートコントローラ２のカ
テゴリ一覧キー７５が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示されるカテゴリ一
覧の３ページ目の画面３２０の例を示す図である。
【図１８】図１５～図１７のカテゴリ一覧で選択された番組を再生しているときに、図１
のディスプレイ４に表示される画面３３０の例を示す図である。
【図１９】図１５～図１７のカテゴリ一覧で選択された番組を再生している状態において
、リモートコントローラ２の再生メニューキー７６が押下されたときに、図１のディスプ
レイ４に表示される画面３４０の例を示す図である。
【図２０】図１９の画面３４０が表示された後で上辺のタブメニュー３４１が選択された
ときに、図１のディスプレイ４に表示される画面３５０の例を示す図である。
【図２１】図１９の画面３４０が表示された後で左辺のタブメニュー３４２が選択された
ときに、図１のディスプレイ４に表示される画面３６０の例を示す図である。
【図２２】図１の制御回路３１によって実行される第１のＵＩ生成処理を示すフローチャ
ートである。
【図２３】図１の制御回路３１によって実行される第２のＵＩ生成処理を示すフローチャ
ートである。
【図２４】図１の制御回路３１によって実行される第３のＵＩ生成処理を示すフローチャ
ートである。
【図２５】図２の制御回路６１によって実行される第１のＵＩ生成処理を示すフローチャ
ートである。
【図２６】図２の制御回路６１によって実行される第２のＵＩ生成処理を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、適宜図面を参照しながら、実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な
説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の
構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になる
のを避け、当業者の理解を容易にするためである。
【００１２】
　なお、発明者（ら）は、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面及び以下の説
明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを
意図するものではない。
【００１３】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る録画再生装置を説明する。本明細書では、リモ
ートコントローラに設けられた操作可能なスイッチを「キー」と呼び、ディスプレイの画
面上に表示された操作可能なエリアを「ボタン」と呼ぶ。
【００１４】
　［１－１．構成］
　図１は、実施形態に係る録画再生装置の本体装置１及びリモートコントローラ２を含む
テレビジョンシステムのブロック図である。テレビジョンシステムは、アンテナＡＮＴ、
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録画再生装置の本体装置１及びリモートコントローラ２、番組情報サーバ装置３、及びデ
ィスプレイ４を含む。本体装置１は、アンテナＡＮＴに接続され、放送された複数の番組
を録画して再生する。本体装置１は、ユーザによって指示された放送中の番組又はユーザ
によって予約された番組を録画する通常録画機能と、１つ又は複数のチャンネルの番組を
録画し続ける（従って、チャンネルの実質的にすべての番組を録画する）チャンネル録画
機能とを有する。本体装置１及びリモートコントローラ２は、無線（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ
（登録商標））を用いて双方向に通信する。リモートコントローラ２は、ユーザによって
入力された指示（リモートコントローラ２の姿勢変化量、及び姿勢変化量以外の形式のユ
ーザ入力信号）を取得し、姿勢変化量又はユーザ入力信号をユーザコマンドとして含む制
御信号を本体装置１に送る。本体装置１は、リモートコントローラ２の動作を制御する制
御信号をリモートコントローラ２に送る。番組情報サーバ装置３は、インターネットなど
を介して本体装置１と通信し、再生中の番組に関連する情報を提供する。ディスプレイ４
は、例えばテレビジョン受像機であり、ＨＤＭＩ（登録商標）などのインターフェースを
介して本体装置１に接続され、本体装置１で再生された番組を表示する。
【００１５】
　リモートコントローラ２は、モーションセンサを内蔵し、リモートコントローラ２が上
下左右に振られたときのリモートコントローラ２の姿勢変化量（動きの差分）を検出する
。リモートコントローラ２は、検出された姿勢変化量をユーザコマンドとして含む制御信
号を本体装置１に送信し、本体装置１は、リモートコントローラ２の姿勢変化量に応じて
、ディスプレイ４の画面４０上でポインタを移動させる。リモートコントローラ２は、モ
ーションセンサを動作させないときには、姿勢変化量以外の形式のユーザ入力信号をユー
ザコマンドとして含む制御信号を本体装置１に送信し、本体装置１は、ユーザ入力信号に
応じて、ディスプレイ４の画面４０上でカーソルの移動などを行う。
【００１６】
　録画再生装置の本体装置１は、通常録画部１０、チャンネル録画部２０、制御回路３１
、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２、通信回路３３、番組データベース（ＤＢ）生成回路
３４、番組再生回路３５、ユーザインターフェース（ＵＩ）生成回路３６、及び画面重畳
回路３７を備える。通常録画部１０は、チューナ１１～１３、通常録画回路１４、及び記
憶装置１５を含む。チャンネル録画部２０は、チューナ２１～２６、チャンネル録画回路
２７、及び記憶装置２８を含む。
【００１７】
　通常録画部１０は、ユーザによって指示された放送中の番組又はユーザによって予約さ
れた番組を録画する。チャンネル録画部２０は、１つ又は複数のチャンネルの番組を録画
し続ける（従って、チャンネルの実質的にすべての番組を録画する）。チューナ１１～１
３、２１～２６は、アンテナＡＮＴに接続され、地上波又は衛星放送（ＢＳもしくはＣＳ
）などの放送された複数の番組を受信する少なくとも１つの受信機である。通常録画回路
１４は、チューナ１１～１３により受信された複数の番組を記憶装置１５に録画する。チ
ャンネル録画回路２７は、チューナ２１～２６により受信された複数の番組を記憶装置２
８に録画する。記憶装置１５，２８は、１つ又は複数のハードディスクドライブなどの記
憶手段である。
【００１８】
　チャンネル録画部２０は、録画再生装置の本体装置１のメンテナンスのために、１日の
うちで予め決められた長さの時間にわたって休止してもよい。
【００１９】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２は、リモートコントローラ２と通信する通信手段であ
る。Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２は、リモートコントローラ２からユーザコマンドを
含む制御信号を受信する。通信回路３３は、番組情報サーバ装置３と通信し、再生中の番
組に関連する情報を取得する。再生中の番組に関連する情報は、例えば、再生中の番組の
シーン一覧、再生中の番組に類似した番組、番組のランキング、などを含む。通信回路３
３は、番組情報サーバ装置３と通信し、ニュースなどの他の情報を取得してもよい。番組
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ＤＢ生成回路３４は、記憶装置１５，２８に録画された番組のタイトル名、記録時間、ジ
ャンルなど属性情報と、記録位置に関する情報とを含む番組データベースを生成する。番
組再生回路３５は、記憶装置１５，２８に録画された複数の番組のうちの１つを再生する
再生手段である。ＵＩ生成回路３６は、番組データベースの情報に基づいて、録画された
複数の番組のうちの１つを選択するための複数のユーザインターフェース画像を生成する
ユーザインターフェース手段である。画面重畳回路３７は、再生された番組の映像及びユ
ーザインターフェース画像に基づいて出力映像を生成する画面重畳手段である。制御回路
３１は、ユーザコマンドに基づいて、本体装置１（すなわち、通常録画回路１４、チャン
ネル録画回路２７、番組再生回路３５、及びＵＩ生成回路３６）及びリモートコントロー
ラ２の動作を制御する制御手段である。
【００２０】
　ＵＩ生成回路３６は、リモートコントローラの姿勢変化量に基づいて操作可能な第１の
モード（モーション操作）と、ユーザ入力信号に応じて操作可能な第２のモード（カーソ
ル操作）とを有する。ＵＩ生成回路３６は、第１のモードにおいて、例えば、リモートコ
ントローラ２の姿勢変化量に基づいて変化する位置を有するポインタを含む第１のユーザ
インターフェース画像を生成し、第２のモードにおいて、例えば、ポインタを含まず、ユ
ーザ入力信号に応じて変化する第２のユーザインターフェース画像を生成する。ＵＩ生成
回路３６は、第１のユーザインターフェース画像を生成するとき、制御回路３１からリモ
ートコントローラ２の姿勢変化量を取得し、リモートコントローラ２の姿勢変化量に基づ
いて、ユーザインターフェース画像を含む平面におけるポインタの座標を決定する。ポイ
ンタの座標の初期値は、例えば、ポインタの可動領域の中央の座標である。ＵＩ生成回路
３６は、リモートコントローラ２の姿勢変化量（動きの差分）を積算することでポインタ
の仮想座標を決定する。ＵＩ生成回路３６は、番組ＤＢ生成回路３４によって生成された
番組データベースに基づいて、通常録画部１０又はチャンネル録画部２０によって録画さ
れた複数の番組からユーザが所望の番組を選択するための番組選択メニューを生成する。
ＵＩ生成回路３６は、番組選択メニューとポインタとを合成してユーザインターフェース
画像を生成し、画面重畳回路３７に送る。
【００２１】
　画面重畳回路３７によって生成された出力映像は、ディスプレイ４の画面４０に表示さ
れる。
【００２２】
　図２は、図１のリモートコントローラ２の詳細構成を示すブロック図である。リモート
コントローラ２は、制御回路６１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機６２、モーションセンサ
６３、モーションキー６４、他のキー６５、電源制御回路６６、及びＬＥＤ６７を備える
。制御回路６１は、リモートコントローラ２の動作を制御する制御手段である。モーショ
ンセンサ６３は、例えばジャイロセンサであり、リモートコントローラ２が上下左右に振
られたときのリモートコントローラ２の姿勢変化量を検出する。電源制御回路６６は、モ
ーションセンサ６３への電力供給を制御する電源制御手段である。電源制御回路６６は、
例えば、モーションキー６４が押されたときにモーションセンサ６３への電力供給を開始
する。モーションセンサ６３に電力が供給されているとき、ＬＥＤ６７が点灯する。他の
キー６５は、姿勢変化量以外の形式のユーザ入力信号を取得するユーザ入力手段である。
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機６２は、本体装置１と通信する通信手段である。Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ送受信機６２は、姿勢変化量又はユーザ入力信号をユーザコマンドとして含む制
御信号を本体装置１に送信する。
【００２３】
　図４は、図１のリモートコントローラ２の上面図である。図５は、図１のリモートコン
トローラ２の側面図である。図３の他のキー６５は、例えば、カーソルキー７１、決定キ
ー７２、チャンネル録画一覧キー７３、通常録画一覧キー７４、カテゴリ一覧キー７５、
及び再生メニューキー７６などを含む。カーソルキー７１は、上キー、下キー、左キー、
及び右キーを含む。
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【００２４】
　［１－２．動作］
　録画再生装置の本体装置１は、ユーザが録画された番組のなかから所望の番組を選択す
ることを支援するために、複数の番組選択メニュー、本実施形態では特に以下の３つの番
組選択メニューをユーザに提示する。
（１）チャンネル録画一覧…チャンネル録画部２０によって録画された複数の番組からユ
ーザが所望の番組を選択するための番組選択メニューである。これは、複数の番組をチャ
ンネル及び時間により２次元的に配列した番組表の形式を有する。
（２）通常録画一覧…通常録画部１０によって録画された複数の番組からユーザが所望の
番組を選択するための番組選択メニューである。これは、複数の番組を時系列に配列した
形式を有する。
（３）カテゴリ一覧…チャンネル録画部２０によって録画された複数の番組からユーザが
所望の番組を選択するための番組選択メニューである。これは、複数の番組をカテゴリに
より分類して配列した形式を有する。
【００２５】
　各番組選択メニュー（すなわち、チャンネル録画一覧、通常録画一覧、及びカテゴリ一
覧）では、録画された複数の番組を異なる分類方法で分類して配列している。
【００２６】
　一般に、ユーザに提示するメニューの個数が増大すると、メニュー間の遷移回数も増大
し、操作が複雑化する。従って、操作を複雑化することなく、録画された番組のなかから
所望の番組を少ない手間で選択して再生することができる録画再生装置が必要とされる。
【００２７】
　本実施形態によれば、ＵＩ生成回路３６は、録画された複数の番組を複数の分類方法で
分類して配列した複数ペアの番組選択メニューのＵＩ画像を生成する。各ペアの番組選択
メニューは、同じ分類方法で分類された複数の番組の複数の配列をそれぞれ含む第１及び
第２の番組選択メニューを含む。ここで、第１の番組選択メニューは、録画された番組を
再生していないときに表示され、第２の番組選択メニューは、録画された番組を再生して
いるときに再生中の番組の映像に部分的に重畳して表示される。
【００２８】
　［１－２－１．番組選択メニュー］
　次に、図５～図２１を参照して、モーション操作が有効なユーザインターフェース画像
と、モーション操作が無効なユーザインターフェース画像とについて説明する。
【００２９】
　［１－２－１－１．チャンネル録画一覧を用いた番組の再生］
　図５は、録画された番組を再生していない状態において、リモートコントローラ２のチ
ャンネル録画一覧キー７３が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示されるチャ
ンネル録画一覧の画面１００の例を示す図である。図６は、図５のチャンネル録画一覧で
選択された番組を再生しているときに、図１のディスプレイ４に表示される画面１１０の
例を示す図である。図５の画面１００は、チャンネル録画一覧の第１の番組選択メニュー
の例を示す。チャンネル録画一覧の第１の番組選択メニューでは、モーション操作が有効
である。番組表エリア１０１は、横軸をチャンネルとし、縦軸を時間として、チャンネル
録画部２０によって録画された複数の番組を２次元的に配列した番組表の形式を有する。
従って、チャンネル録画部２０によって録画された複数の番組は、各番組を放送した複数
のチャンネルにそれぞれ対応する複数の配列に分類され、各チャンネルの配列は、当該チ
ャンネルの番組を時系列に並べている。ユーザはポインタ１０３を移動させて番組を選択
することができる。代替として、リモートコントローラ２のカーソルキー７１を用いて番
組表エリア１０１のカーソルを移動させて番組を選択してもよい。説明文エリア１０２は
、ポインタ１０３の下の番組の説明文を示す。リモートコントローラ２の決定キー７２が
押下されたとき、本体装置１はポインタ１０３の下の番組を再生する。
【００３０】
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　制御回路３１は、録画された番組を再生している状態において、第２の番組選択メニュ
ーの呼び出しを指示するユーザコマンドが入力されたとき、再生中の番組を選択したとき
に用いた番組選択メニューのものと同じ分類方法に係る第２の番組選択メニューを再生中
の番組の映像に部分的に重畳して表示させる。本実施形態において、第２の番組選択メニ
ューの呼び出しを指示するユーザコマンドは、リモートコントローラ２の再生メニューキ
ー７６を押下することによって入力される。
【００３１】
　図７は、図５のチャンネル録画一覧で選択された番組を再生している状態において、リ
モートコントローラ２の再生メニューキー７６が押下されたときに、図１のディスプレイ
４に表示される画面１２０の例を示す図である。図８は、図７の画面１２０が表示された
後で上辺のタブメニュー１２１が選択されたときに、図１のディスプレイ４に表示される
画面１３０の例を示す図である。図９は、図７の画面１２０が表示された後で左辺のタブ
メニュー１２２が選択されたときに、図１のディスプレイ４に表示される画面１４０の例
を示す図である。図７～図９の画面１２０、１３０、及び１４０は、チャンネル録画一覧
の第２の番組選択メニューの例を示す。チャンネル録画一覧の第２の番組選択メニューで
は、モーション操作が有効である。第２の番組選択メニューは、複数のタブメニュー１２
１～１２４と、各タブメニュー１２１～１２４に対応する複数の詳細メニュー（例えば、
タブメニュー１２１，１２２に対応する詳細メニュー１３１，１４１）とを含む。複数の
タブメニュー１２１～１２４は、例えば、画面の上辺、左辺、下辺、及び右辺に沿って表
示される。制御回路３１は、第２の番組選択メニューの呼び出しを指示するユーザコマン
ドが入力されたときに、複数のタブメニュー１２１～１２４を表示させる。次いで、制御
回路３１は、複数のタブメニュー１２１～１２４のうちの１つを選択するユーザコマンド
が入力されたとき、選択された１つのタブメニューに対応する詳細メニューを表示させる
。本実施形態において、複数のタブメニュー１２１～１２４のうちの１つを選択するユー
ザコマンドは、ポインタ１２５によって、又は、リモートコントローラ２のカーソルキー
７１の上キー、下キー、左キー、又は右キーを押下することによって入力される。複数の
タブメニュー１２１～１２４にそれぞれ対応する詳細メニューもまた、例えば、画面の上
辺、左辺、下辺、及び右辺に沿って表示される。タブメニュー１２１を選択するユーザコ
マンドが入力されたとき、タブメニュー１２１に対応する詳細メニュー１３１は、複数の
配列を示す複数のアイコン（すなわち、チャンネルＣＨ１～ＣＨ６のアイコン）を含む。
タブメニュー１２２を選択するユーザコマンドが入力されたとき、タブメニュー１２２に
対応する詳細メニュー１４１は、再生中の番組が属する配列（例えばチャンネルＣＨ１の
番組）を含む。
【００３２】
　制御回路３１は、タブメニュー１２１を選択するユーザコマンドが入力されたときに、
詳細メニュー１３１において、再生中の番組が属する配列（例えばチャンネルＣＨ１）の
アイコンをカーソル又は他の表示方法によって強調表示させてもよい。また、制御回路３
１は、タブメニュー１２２を選択するユーザコマンドが入力されたときに、詳細メニュー
１４１において、再生中の番組をカーソル又は他の表示方法によって強調表示させてもよ
い。
【００３３】
　タブメニュー１２３を選択するユーザコマンドが入力されたとき、タブメニュー１２３
に対応する詳細メニューは、例えば、再生中の番組に類似するおすすめの番組を表示する
。タブメニュー１２４を選択するユーザコマンドが入力されたとき、タブメニュー１２４
に対応する詳細メニューは、例えば、再生中の番組における代表的なシーンの一覧を表示
してする。おすすめの番組の情報及びシーン一覧は、例えば、番組情報サーバ装置３から
取得される。
【００３４】
　［１－２－１－２．通常録画一覧を用いた番組の再生］
　図１０は、録画された番組を再生していない状態において、リモートコントローラ２の
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通常録画一覧キー７４が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示される通常録画
一覧の画面２００の例を示す図である。図１１は、図１０の通常録画一覧で選択された番
組を再生しているときに、図１のディスプレイ４に表示される画面２１０の例を示す図で
ある。図１０の画面２００は、通常録画一覧の第１の番組選択メニューの例を示す。通常
録画一覧の第１の番組選択メニューでは、モーション操作が無効である。通常録画部１０
によって録画された複数の番組は、番組のカテゴリ（ジャンルなど）を表す予め決められ
た複数のタグ２０１によって分類して配列されている。タグ２０１のうちの１つがカーソ
ル２０２によって選択されたとき、番組リスト２０３は、当該タグを有する番組を時系列
に配列した形式で表示する。例えば「すべて」タグは、通常録画部１０によって録画され
たすべての番組を示す。従って、通常録画部１０によって録画された複数の番組は、複数
のタグにそれぞれ対応する複数の配列に分類され、各タグの配列は、当該チャンネルの番
組を時系列に並べている。リモートコントローラ２のカーソルキー７１を用いて、カーソ
ル２０２，２０４を移動させ、番組を選択することができる。リモートコントローラ２の
決定キー７２が押下されたとき、本体装置１はカーソル２０４の番組を再生する。
【００３５】
　図１２は、図１０の通常録画一覧で選択された番組を再生している状態において、リモ
ートコントローラ２の再生メニューキー７６が押下されたときに、図１のディスプレイ４
に表示される画面２２０の例を示す図である。図１３は、図１２の画面２２０が表示され
た後で上辺のタブメニュー２２１が選択されたときに、図１のディスプレイ４に表示され
る画面２３０の例を示す図である。図１４は、図１２の画面２２０が表示された後で左辺
のタブメニュー２２２が選択されたときに、図１のディスプレイ４に表示される画面２４
０の例を示す図である。図１２～図１４の画面２２０、２３０、及び２４０は、通常録画
一覧の第２の番組選択メニューの例を示す。通常録画一覧の第２の番組選択メニューでは
、モーション操作が有効である。第２の番組選択メニューは、複数のタブメニュー２２１
～２２４と、各タブメニュー２２１～２２４に対応する複数の詳細メニュー（例えば、タ
ブメニュー２２１，２２２に対応する詳細メニュー２３１，２４１）とを含む。制御回路
３１は、第２の番組選択メニューの呼び出しを指示するユーザコマンドが入力されたとき
に、複数のタブメニュー２２１～２２４を表示させる。複数のタブメニュー２２１～２２
４は、例えば、画面の上辺、左辺、下辺、及び右辺に沿って表示される。次いで、制御回
路３１は、複数のタブメニュー２２１～２２４のうちの１つを選択するユーザコマンドが
入力されたとき、選択された１つのタブメニューに対応する詳細メニューを表示させる。
本実施形態において、複数のタブメニュー２２１～２２４のうちの１つを選択するユーザ
コマンドは、ポインタ２２５によって、又は、リモートコントローラ２のカーソルキー７
１の上キー、下キー、左キー、又は右キーを押下することによって入力される。複数のタ
ブメニュー２２１～２２４にそれぞれ対応する詳細メニューもまた、例えば、画面の上辺
、左辺、下辺、及び右辺に沿って表示される。タブメニュー２２１を選択するユーザコマ
ンドが入力されたとき、タブメニュー２２１に対応する詳細メニュー２３１は、複数の配
列を示す複数のアイコン（すなわち、図１０のタグ２０１のアイコン）を含む。タブメニ
ュー２２２を選択するユーザコマンドが入力されたとき、タブメニュー２２２に対応する
詳細メニュー２４１は、再生中の番組が属する配列（例えば「すべて」タグを有する番組
）を含む。
【００３６】
　制御回路３１は、タブメニュー２２１を選択するユーザコマンドが入力されたときに、
詳細メニュー２３１において、再生中の番組が属する配列（例えば「すべて」タグ）のア
イコンをカーソル又は他の表示方法によって強調表示させてもよい。また、制御回路３１
は、タブメニュー２２２を選択するユーザコマンドが入力されたときに、詳細メニュー２
４１において、再生中の番組をカーソル又は他の表示方法によって強調表示させてもよい
。
【００３７】
　タブメニュー２２３又は２２４を選択するユーザコマンドが入力されたとき、タブメニ
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ュー２２３又は２２４に対応する詳細メニューは、例えば、図７のタブメニュー１２３又
は１２４に対応する詳細メニューと同様の内容を表示する。
【００３８】
　［１－２－１－３．カテゴリ一覧を用いた番組の再生］
　図１５は、録画された番組を再生していない状態において、リモートコントローラ２の
カテゴリ一覧キー７５が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示されるカテゴリ
一覧の１ページ目の画面３００の例を示す図である。図１６は、録画された番組を再生し
ていない状態において、リモートコントローラ２のカテゴリ一覧キー７５が押下されたと
きに、図１のディスプレイ４に表示されるカテゴリ一覧の２ページ目の画面３１０の例を
示す図である。図１７は、録画された番組を再生していない状態において、リモートコン
トローラ２のカテゴリ一覧キー７５が押下されたときに、図１のディスプレイ４に表示さ
れるカテゴリ一覧の３ページ目の画面３２０の例を示す図である。図１８は、図１５～図
１７のカテゴリ一覧で選択された番組を再生しているときに、図１のディスプレイ４に表
示される画面３３０の例を示す図である。カテゴリ一覧の番組選択メニューでは、チャン
ネル録画部２０によって録画された複数の番組が、複数のカテゴリにそれぞれ対応する複
数の配列に分類される。本実施形態では、特に、チャンネル録画部２０によって録画され
た複数の番組のうち、新着の番組のみが、複数のカテゴリにそれぞれ対応する複数の配列
に分類されてユーザに提示される。
【００３９】
　図１５～図１７の画面３００、３１０、及び３２０は、カテゴリ一覧の第１の番組選択
メニューの例を示す。カテゴリ一覧の第１の番組選択メニューでは、モーション操作が有
効である。第１の番組選択メニューは複数のページを含んでいてもよい。本実施形態では
、カテゴリ一覧の第１の番組選択メニューは３つのページ（画面３００、３１０、及び３
２０）を含む。画面３００は、録画再生装置のユーザがよくみる番組のカテゴリを示す履
歴エリア３０１と、番組のランキングを示すランキングエリア３０２と、話題のニュース
一覧を示すニュースエリア３０３とを含む。番組のランキング及び話題のニュース一覧は
、番組情報サーバ装置３から取得される。画面３１０は、ジャンルで分類された番組のカ
テゴリを示す。画面３２０は、ユーザが設定した条件（ジャンル及びキーワードなど）で
検索された番組のカテゴリを示す。各画面３００、３１０、及び３２０における各カテゴ
リのボタンは、例えば、当該カテゴリに含まれる１つの番組のサムネイル画像を示す。
【００４０】
　番組選択メニューの３つのページ（画面３００、３１０、及び３２０）間の移動は、ポ
インタ３０４を用いて、例えば、図１５のボタン３０５、図１６のボタン３１１～３１２
、及び図１７のボタン３２１を選択することにより行われる。代替として、番組選択メニ
ューの３つのページ間の移動は、リモートコントローラ２のカーソルキー７１を用いて行
われてもよい。
【００４１】
　ポインタ３０４（又はカーソル）を移動させ、番組を選択することができる。リモート
コントローラ２の決定キー７２が押下されたとき、本体装置１はポインタ３０４の番組を
再生する。履歴エリア３０１における１つのカテゴリが選択されると、ユーザの再生履歴
に従って、当該カテゴリの未視聴番組が古い順に再生される。ランキングエリア３０２に
おける１つのランキングのカテゴリが選択されると、当該カテゴリの番組がランキングの
順に再生される。ニュースエリア３０３における１つのニュースのカテゴリが選択される
と、ニュースの放送回数の多い順にニュースの各シーンが再生される。画面３１０におけ
る１つのカテゴリが選択されると、当該カテゴリの最新の番組が再生される。画面３２０
における１つのカテゴリが選択されると、当該カテゴリの最新の番組が再生される。
【００４２】
　図１９は、図１５～図１７のカテゴリ一覧で選択された番組を再生している状態におい
て、リモートコントローラ２の再生メニューキー７６が押下されたときに、図１のディス
プレイ４に表示される画面３４０の例を示す図である。図２０は、図１９の画面３４０が
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表示された後で上辺のタブメニュー３４１が選択されたときに、図１のディスプレイ４に
表示される画面３５０の例を示す図である。図２１は、図１９の画面３４０が表示された
後で左辺のタブメニュー３４２が選択されたときに、図１のディスプレイ４に表示される
画面３６０の例を示す図である。図１９～図２１の画面３４０、３５０、及び３６０は、
カテゴリ一覧の第２の番組選択メニューの例を示す。カテゴリ一覧の第２の番組選択メニ
ューでは、モーション操作が有効である。第２の番組選択メニューは、複数のタブメニュ
ー３４１～３４４と、各タブメニュー３４１～３４４に対応する複数の詳細メニュー（例
えば、タブメニュー３４１，３４２に対応する詳細メニュー３５１，３６１）とを含む。
制御回路３１は、第２の番組選択メニューの呼び出しを指示するユーザコマンドが入力さ
れたときに、複数のタブメニュー３４１～３４４を表示させる。複数のタブメニュー３４
１～３４４は、例えば、画面の上辺、左辺、下辺、及び右辺に沿って表示される。次いで
、制御回路３１は、複数のタブメニュー３４１～３４４のうちの１つを選択するユーザコ
マンドが入力されたとき、選択された１つのタブメニューに対応する詳細メニューを表示
させる。本実施形態において、複数のタブメニュー３４１～３４４のうちの１つを選択す
るユーザコマンドは、ポインタ３４５によって、又は、リモートコントローラ２のカーソ
ルキー７１の上キー、下キー、左キー、又は右キーを押下することによって入力される。
複数のタブメニュー３４１～３４４にそれぞれ対応する詳細メニューもまた、例えば、画
面の上辺、左辺、下辺、及び右辺に沿って表示される。タブメニュー３４１を選択するユ
ーザコマンドが入力されたとき、タブメニュー３４１に対応する詳細メニュー３５１は、
複数の配列を示す複数のアイコン（すなわち、図１５～図１７の各カテゴリのアイコン）
を含む。詳細メニュー３５１の１行目の情報エリア３５２は、図１５の各カテゴリのアイ
コンを示し、２行目のジャンルエリア３５３は、図１６の各カテゴリのアイコンを示し、
３行目のお気に入りエリア３５４は、図１７の各カテゴリのアイコンを示す。タブメニュ
ー３４２を選択するユーザコマンドが入力されたとき、タブメニュー３４２に対応する詳
細メニュー３６１は、再生中の番組が属する配列（例えば「よくみる番組　ドラマ」カテ
ゴリの番組）を含む。詳細メニュー３６１に表示される番組の配列が、録画数ランキング
又は話題のニュースを示す場合には、番組はランキングの順に並べられ、ドラマなどのジ
ャンルを示す場合には、番組は古い順に並べられ、再生履歴を示す場合には、番組は新し
い順に並べられる。
【００４３】
　制御回路３１は、タブメニュー３４１を選択するユーザコマンドが入力されたときに、
詳細メニュー３５１において、再生中の番組が属する配列（例えば「よくみる番組　ドラ
マ」カテゴリ）のアイコンをカーソル又は他の表示方法によって強調表示させてもよい。
また、制御回路３１は、タブメニュー３４２を選択するユーザコマンドが入力されたとき
に、詳細メニュー３６１において、再生中の番組をカーソル又は他の表示方法によって強
調表示させてもよい。
【００４４】
　タブメニュー３４３又は３４４を選択するユーザコマンドが入力されたとき、タブメニ
ュー３４３又は３４４に対応する詳細メニューは、例えば、図７のタブメニュー１３５又
は１３６に対応する詳細メニューと同様の内容を表示する。
【００４５】
　カテゴリ一覧の第１の番組選択メニューは、１ページのみ、２ページ、又は４ページ以
上の画面を含んでいてもよい。また、チャンネル録画一覧及び通常録画一覧の第１の番組
選択メニューは、２ページ以上の画面を含んでいてもよい。
【００４６】
　［１－２－１－４．番組選択メニュー間の遷移］
　制御回路３１は、第２の番組選択メニューを表示している状態において、表示中の第２
の番組選択メニューのものとは異なる分類方法に係る他の第２の番組選択メニューの表示
を指示するユーザコマンドが入力されたときに、他の第２の番組選択メニューを表示させ
る。すなわち、図８のチャンネル録画一覧の詳細メニュー、図１３の通常録画一覧の詳細
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メニュー、及び図２０のカテゴリ一覧の詳細メニューの間で移動することができる。
【００４７】
　第２の番組選択メニュー間の移動は、ポインタを用いて、例えば、図８のボタン１３３
、図１３のボタン２３３、及び図２０のボタン３５６，３５７を選択することにより行わ
れる。代替として、第２の番組選択メニュー間の移動は、リモートコントローラ２のカー
ソルキー７１を用いて行われてもよい。
【００４８】
　［１－２－１－５．再生の終了］
　制御回路３１は、録画された番組の再生が終了したときに、再生が終了した番組を選択
したときに用いた第１又は第２の番組選択メニューのものと同じ分類方法に係る第１の番
組選択メニューを表示させる。
【００４９】
　制御回路３１は、番組の再生の終了後に表示された第１の番組選択メニューにおいて、
再生が終了した番組を強調表示してもよい。
【００５０】
　［１－２－２．モーション操作及びカーソル操作］
　前述のように、リモートコントローラ２においてモーションセンサ６３の消費電力は比
較的大きい。従って、モーションセンサ６３に電力を供給する時間をできるだけ短くする
と、モーションセンサ６３による無駄な電力消費を抑えることができる。
【００５１】
　例えば、モーションキー６４を押している間だけモーションセンサ６３に電力を供給す
るようにリモートコントローラ２を構成すると、モーション操作を行いながらリモートコ
ントローラ２の他のキーを押す操作がしにくくなる。また、モーション操作を開始してか
ら一定時間の経過後にモーションセンサ６３への電力供給を停止するようにリモートコン
トローラ２を構成すると、常に少なくとも一定時間にわたってモーションセンサ６３に電
力が供給されるので、リモートコントローラ２のバッテリ寿命が短くなる。従って、本実
施形態では、モーションセンサ６３による無駄な電力消費を抑えるための新規な遠隔制御
システムを提供する。
【００５２】
　次に、図２２～図２６を参照して、録画再生装置の本体装置１及びリモートコントロー
ラ２の動作について説明する。本体装置１及びリモートコントローラ２は、以下に説明す
るように、リモートコントローラ２の姿勢変化量に応じてポインタを移動させる動作（モ
ーション操作）と、姿勢変化量以外の形式のユーザ入力信号に応じてカーソルを移動させ
る動作（カーソル操作）とを切り換えるＵＩ生成処理を実行する。
【００５３】
　図２２～図２４のＵＩ生成処理では、本体装置１の制御回路３１が、モーション操作が
有効であるか、それとも無効であるかを判断し、無効であるとき、リモートコントローラ
２のモーションセンサ６３への電力供給を停止させる。
【００５４】
　図２２は、図１の制御回路３１によって実行される第１のＵＩ生成処理を示すフローチ
ャートである。ここで、制御回路３１は、カーソル操作のモードにおいて、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２の姿勢変化量を受信したとき、モー
ションセンサ６３への電力供給を停止させる制御信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２
を介してリモートコントローラ２に送信する。
【００５５】
　図２２の初期状態において、本体装置１及びリモートコントローラ２はカーソル操作を
行っている。ステップＳ１において、本体装置１の制御回路３１は、モーションキー６４
が押されたか否か、すなわち、モーション操作オンを指示する制御信号をＢｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２から受信したか否かを判断する。制御
回路３１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２から受信
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された制御信号がリモートコントローラ２の姿勢変化量を含むか否かに基づいて、モーシ
ョンキー６４が押されたか否かを判断してもよい。ステップＳ１において、ＹＥＳのとき
はステップＳ２に進み、ＮＯのときはステップＳ１を繰り返す。ステップＳ２において、
制御回路３１は、現在、モーション操作が有効な画面であるか否かを判断し、ＹＥＳのと
きはステップＳ３に進み、ＮＯのときはステップＳ４に進む。ステップＳ３において、制
御回路３１は、モーション操作を有効化してポインタを表示する。ステップＳ４において
、制御回路３１は、モーションセンサ６３への電力供給を停止させる制御信号をＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２に送信し、次いで、ステップＳ
１に戻る。
【００５６】
　図２３は、図１の制御回路３１によって実行される第２のＵＩ生成処理を示すフローチ
ャートである。ここで、制御回路３１は、モーション操作のモードからカーソル操作のモ
ードに遷移したとき、モーションセンサ６３への電力供給を停止させる制御信号をＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２に送信する。
【００５７】
　図２３の初期状態において、本体装置１及びリモートコントローラ２はモーション操作
を行っている。ステップＳ１１において、本体装置１の制御回路３１は、リモートコント
ローラ２のモーションキー６４以外のキー（例えば決定キー７２）が押下されたか否かを
判断し、ＹＥＳのときはステップＳ１２に進み、ＮＯのときはステップＳ１１を繰り返す
。ステップＳ１２において、制御回路３１は、押下されたキーに係る処理（例えば、番組
の選択、画面の移動、など）を実行し、実行後の画面に遷移する。ステップＳ１３におい
て、制御回路３１は、遷移後の画面においてモーション操作が有効な画面であるか否かを
判断する。モーション操作が無効な画面は、例えば、通常録画一覧の第１の番組選択メニ
ューの画面（図１０）、又は、リモートコントローラ２の決定キー７２を押下して番組を
選択した後における当該番組の再生中の画面である。ステップＳ１３において、ＹＥＳの
ときはステップＳ１に戻り、ＮＯのときはステップＳ１４に進む。ステップＳ１４におい
て、制御回路３１は、モーションセンサ６３への電力供給を停止させる制御信号をＢｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２に送信する。ステップＳ１５
において、制御回路３１は、モーション操作を無効化してポインタを画面から消去し、以
後、カーソル操作を行う。
【００５８】
　図２４は、図１の制御回路３１によって実行される第３のＵＩ生成処理を示すフローチ
ャートである。ここで、制御回路３１は、モーション操作のモードにおいて、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ送受信機３２を介して予め決められたユーザ入力信号を受信したとき、モーショ
ンセンサ６３への電力供給を停止させる制御信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介
してリモートコントローラ２に送信する。
【００５９】
　図２４の初期状態において、本体装置１及びリモートコントローラ２はモーション操作
を行っている。ステップＳ２１において、本体装置１の制御回路３１は、リモートコント
ローラ２のモーションキー６４以外のキーが押下されたか否かを判断し、ＹＥＳのときは
ステップＳ２２に進み、ＮＯのときはステップＳ２１を繰り返す。ステップＳ２２におい
て、制御回路３１は、押下されたのはカーソルキーであるか否かを判断し、ＹＥＳのとき
はステップＳ２３に進み、ＮＯのときはステップＳ２６に進む。ステップＳ２３において
、制御回路３１は、モーションセンサ６３への電力供給を停止させる制御信号をＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２に送信する。ステップＳ２４に
おいて、制御回路３１は、モーション操作を無効化してポインタを画面から消去し、以後
、カーソル操作を行う。ステップＳ２５において、制御回路３１は、押下されたキーに係
る処理を実行し、実行後の画面に遷移する。ステップＳ２６において、制御回路３１は、
押下されたキーに係る処理を実行し、実行後の画面に遷移し、次いで、ステップＳ２１に
戻る。
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【００６０】
　ステップＳ２２において、カーソルキー５１以外の予め決められたキーが押下されたと
きにも、ステップＳ２３～Ｓ２４を実行してもよい。
【００６１】
　図２５～図２６のＵＩ生成処理では、リモートコントローラ２の制御回路６１が、モー
ション操作が有効であるか、それとも無効であるかを判断し、無効であるとき、リモート
コントローラ２のモーションセンサ６３への電力供給を停止させる。
【００６２】
　図２５は、図２の制御回路６１によって実行される第１のＵＩ生成処理を示すフローチ
ャートである。ここで、制御回路６１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機６２が本体装置１
と通信できないとき、電源制御回路６６によるモーションセンサ６３への電力供給を停止
させる。
【００６３】
　図２５の初期状態において、本体装置１及びリモートコントローラ２はカーソル操作を
行っている。ステップＳ３１において、リモートコントローラ２の制御回路６１は、リモ
ートコントローラ２のキーが押下されたか否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ３２
に進み、ＮＯのときはステップＳ３１を繰り返す。ステップＳ３２において、制御回路６
１は、キーコードを送信する。ステップＳ３３において、制御回路６１は、押下されたの
はモーションキー６４であるか否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ３４に進み、Ｎ
ＯのときはステップＳ１に戻る。ステップＳ３４において、制御回路６１は、本体装置１
とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信が確立しているか否かを判断し、ＹＥＳのときはステップＳ
３５に進み、ＮＯのときはステップＳ１に戻る。ステップＳ３５において、制御回路６１
は、電源制御回路６６によりモーションセンサ６３の電源をオンする。ステップＳ３６に
おいて、制御回路６１は、モーション操作オンを指示する制御信号と、モーション情報（
リモートコントローラ２の姿勢変化量）を含む制御信号とをＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機
９２を介して本体装置１に送信する。その後、本体装置１及びリモートコントローラ２は
モーション操作を行う。
【００６４】
　図２６は、図２の制御回路６１によって実行される第２のＵＩ生成処理を示すフローチ
ャートである。ここで、制御回路６１は、モーションセンサ６３への電力供給を停止させ
る制御信号を本体装置１からＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機６２を介して受信したとき、電
源制御回路６６によるモーションセンサ６３への電力供給を停止させる。また、制御回路
６１は、電源制御回路６６によりモーションセンサ６３への電力供給を開始してから予め
決められた時間が経過したとき、電源制御回路６６によるモーションセンサ６３への電力
供給を停止させる。また、制御回路６１は、電源制御回路６６によりモーションセンサ６
３に電力を供給していない状態においてモーションキー６４が押されたとき、電源制御回
路６６によるモーションセンサ６３への電力供給を開始させ、電源制御回路６６によりモ
ーションセンサ６３に電力を供給している状態においてモーションキー６４が押されたと
き、電源制御回路６６によるモーションセンサ６３への電力供給を停止させる。
【００６５】
　図２６の初期状態において、本体装置１及びリモートコントローラ２はモーション操作
を行っている。ステップＳ４１において、リモートコントローラ２の制御回路６１は、モ
ーション情報を本体装置１に送信する。ステップＳ４２において、制御回路６１は、本体
装置１とのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ通信が確立しているか否かを判断し、ＹＥＳのときはステ
ップＳ４３に進み、ＮＯのときはステップＳ４８に進む。ステップＳ４３において、制御
回路６１は、モーションセンサ６３への電力供給を停止させる制御信号を本体装置１から
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機６２を介して受信したか否か（すなわち、本体装置１からモ
ーション操作オフを指示されたか否か）を判断する。ステップＳ４３において、ＹＥＳの
ときはステップＳ４８に進み、ＮＯのときはステップＳ４４に進む。ステップＳ４４にお
いて、制御回路６１は、モーション操作を開始してから１０分経過したか否かを判断し、
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ＹＥＳのときはステップＳ４８に進み、ＮＯのときはステップＳ４５に進む。ステップＳ
４５において、制御回路６１は、リモートコントローラ２のキーが押下されたか否かを判
断し、ＹＥＳのときはステップＳ４６に進み、ＮＯのときはステップＳ４１に戻る。ステ
ップＳ４６において、制御回路６１は、キーコードを送信する。ステップＳ４７において
、制御回路６１は、押下されたのはモーションキー６４であるか否かを判断し、ＹＥＳの
ときはステップＳ４８に進み、ＮＯのときはステップＳ４１に戻る。ステップＳ４８にお
いて、制御回路６１は、電源制御回路６６によるモーションセンサ６３への電力供給を停
止させる。その後、本体装置１及びリモートコントローラ２はカーソル操作を行う。
【００６６】
　本体装置１及びリモートコントローラ２がモーション操作を行っている場合において、
リモートコントローラ２の制御回路６１は、モーションセンサ６３の出力信号が一定時間
（例えば５秒）にわたって変化しないとき、電源制御回路６６によるモーションセンサ６
３への電力供給を停止させてもよい。これにより、ユーザがリモートコントローラ２を机
の上などに放置して操作していないとき、モーションセンサ６３による無駄な電力消費を
抑えることができる。
【００６７】
　以上の説明において、本体装置１の制御回路３１からリモートコントローラ２に送信さ
れる制御信号は、モーション操作オフの指示のみを含んでいたが、モーション操作オンの
指示を含んでもよい。例えば、カーソル操作により図５、図７～図９、図１２～図１７、
図１９～図２１の画面に移動したとき、本体装置１の制御回路３１は、モーションセンサ
６３への電力供給を開始させる制御信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモ
ートコントローラ２に送信する。その後、本体装置１及びリモートコントローラ２はモー
ション操作を開始する。一方、モーション操作により図６、図１０、図１１、及び図１８
の画面に移動したときは、本体装置１の制御回路３１は、モーションセンサ６３への電力
供給を停止させる制御信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントロ
ーラ２に送信する。その後、本体装置１及びリモートコントローラ２はカーソル操作を開
始する。
【００６８】
　リモートコントローラ２のＬＥＤ６７は、モーション操作を行っているとき点灯し、カ
ーソル操作を行っているとき消灯する。
【００６９】
　［１－３．効果等］
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、本体装置１とリモートコントローラ２と
を含む遠隔制御システムが提供される。リモートコントローラ２は、リモートコントロー
ラ２の姿勢変化量を検出するモーションセンサ６３と、姿勢変化量以外の形式のユーザ入
力信号を取得する他のキー６５と、モーションセンサ６３への電力供給を制御する電源制
御回路６６と、本体装置１と通信するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機６２と、リモートコン
トローラ２の動作を制御する制御回路６１とを備える。本体装置１は、リモートコントロ
ーラ２と通信するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２と、リモートコントローラの姿勢変化
量に基づいて操作可能な第１のモードと、ユーザ入力信号に応じて操作可能な第２のモー
ドとを有するＵＩ生成回路３６と、本体装置１及びリモートコントローラ２の動作を制御
する制御回路３１とを備える。本体装置１の制御回路３１は、ＵＩ生成回路３６が第２の
モードにある状態において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントロ
ーラ２の姿勢変化量を受信したとき、モーションセンサ６３への電力供給を停止させる制
御信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２に送信する。
これにより、リモートコントローラ２のモーションセンサ６３による無駄な電力消費を抑
えることができる。
【００７０】
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、本体装置１の制御回路３１は、ＵＩ生成
回路３６が第１のモードから第２のモードに遷移したとき、モーションセンサ６３への電
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力供給を停止させる制御信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコント
ローラ２に送信する。これにより、リモートコントローラ２のモーションセンサ６３によ
る無駄な電力消費を抑えることができる。
【００７１】
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、本体装置１の制御回路３１は、ＵＩ生成
回路３６が第１のモードにある状態において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介して
予め決められたユーザ入力信号を受信したとき、モーションセンサ６３への電力供給を停
止させる制御信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機３２を介してリモートコントローラ２に
送信する。これにより、リモートコントローラ２のモーションセンサ６３による無駄な電
力消費を抑えることができる。
【００７２】
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、リモートコントローラ２の制御回路６１
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機６２が本体装置１と通信できないとき、電源制御回路６
６によるモーションセンサ６３への電力供給を停止させる。これにより、リモートコント
ローラ２のモーションセンサ６３による無駄な電力消費を抑えることができる。
【００７３】
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、リモートコントローラ２の制御回路６１
は、電源制御回路６６によりモーションセンサ６３への電力供給を開始してから予め決め
られた時間が経過したとき、電源制御回路６６によるモーションセンサ６３への電力供給
を停止させる。これにより、リモートコントローラ２のモーションセンサ６３による無駄
な電力消費を抑えることができる。
【００７４】
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、リモートコントローラ２は、モーション
センサ６３に関連付けられたモーションキー６４を備える。リモートコントローラ２の制
御回路６１は、電源制御回路６６によりモーションセンサ６３に電力を供給していない状
態においてモーションキー６４が押されたとき、電源制御回路６６によるモーションセン
サ６３への電力供給を開始させ、電源制御回路６６によりモーションセンサ６３に電力を
供給している状態においてモーションキー６４が押されたとき、電源制御回路６６による
モーションセンサ６３への電力供給を停止させる。これにより、リモートコントローラ２
のモーションセンサ６３による無駄な電力消費を抑えることができる。
【００７５】
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、ＵＩ生成回路３６は、第１のモードにお
いて、リモートコントローラ２の姿勢変化量に基づいて変化する位置を有するポインタを
含む第１のユーザインターフェース画像を生成し、第２のモードにおいて、ポインタを含
まず、ユーザ入力信号に応じて変化する第２のユーザインターフェース画像を生成する。
これにより、リモートコントローラ２のモーションセンサ６３による無駄な電力消費を抑
えることができる。
【００７６】
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、本体装置１は、放送された複数の番組を
録画して再生する録画再生装置である。これにより、録画再生装置を直感的に操作するこ
とができる。
【００７７】
　本実施形態に係る遠隔制御システムによれば、画面に表示されているユーザインターフ
ェース画像間の遷移に応じてリモートコントローラ２のモーションセンサ６３への電力供
給を制御する。リモートコントローラ２は、リモートコントローラ２のモーションキー６
４を押したときモーションセンサ６３への電力供給を開始し、本体装置１にモーション操
作オンを通知する。また、本体装置１は、画面に表示されているユーザインターフェース
画像においてモーション操作が無効である場合、リモートコントローラ２にモーション操
作オフを通知する。また、本体装置１は、モーション操作のユーザインターフェース画像
からカーソル操作のユーザインターフェース画像に遷移した場合、リモートコントローラ
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２にモーション操作オフを通知する。また、本体装置１は、画面に表示されているユーザ
インターフェース画像においてモーション操作が有効である場合、リモートコントローラ
２にモーション操作オンを通知する。画面に表示されているユーザインターフェース画像
においてモーション操作が有効であるか、それとも無効であるかに応じて、すなわち必要
なときのみリモートコントローラ２のモーションセンサ６３への電力供給を制御すること
で、リモートコントローラ２のバッテリ寿命を延ばすことができる。
【００７８】
　（他の実施形態）
　以上のように、本出願において開示する技術の例示として、実施形態に係る録画再生装
置を説明した。しかしながら、本開示の技術は、これに限定されず、適宜、変更、置き換
え、付加、省略などを行った実施形態にも適用可能である。また、上記実施形態で説明し
た各構成要素を組み合わせて、新たな実施形態とすることも可能である。
【００７９】
　実施形態では、録画再生装置の本体装置１及びリモートコントローラ２について説明し
たが、実施形態の説明は、リモートコントローラの姿勢変化量に応じて操作可能なモード
を有するユーザインターフェース手段を備えた他の任意の電子機器に適用可能である。電
子機器は、画面のような視覚的なユーザインターフェースを備えたものに限定されず、実
施形態の説明は、リモートコントローラの姿勢変化量に基づいて操作可能な第１のモード
と、ユーザ入力信号に応じて操作可能な第２のモードとを有するユーザインターフェース
を備えた任意の電子機器に適用可能である。
【００８０】
　他の実施形態に係る電子機器によれば、リモートコントローラによって遠隔制御される
本体装置である電子機器が提供される。リモートコントローラは、リモートコントローラ
の姿勢変化量を検出するモーションセンサと、姿勢変化量以外の形式のユーザ入力信号を
取得する他のキーと、モーションセンサへの電力供給を制御する電源制御回路と、電子機
器と通信するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機と、リモートコントローラの動作を制御する制
御回路とを備える。電子機器は、リモートコントローラと通信するＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送
受信機と、リモートコントローラの姿勢変化量に基づいて操作可能な第１のモードと、ユ
ーザ入力信号に応じて操作可能な第２のモードとを有するＵＩ生成回路と、電子機器及び
リモートコントローラの動作を制御する制御回路とを備える。電子機器の制御回路は、Ｕ
Ｉ生成回路が第２のモードにある状態において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機を介してリ
モートコントローラの姿勢変化量を受信したとき、モーションセンサへの電力供給を停止
させる制御信号をＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機を介してリモートコントローラに送信する
。これにより、リモートコントローラのモーションセンサによる無駄な電力消費を抑える
ことができる。
【００８１】
　実施形態では、本体装置１の通常録画回路１４、チャンネル録画回路２７、制御回路３
１、番組ＤＢ生成回路３４、番組再生回路３５、ＵＩ生成回路３６、及び画面重畳回路３
７を別個のブロックとして示したが、これらの一部又は全部が単一のブロックとして構成
されてもよい。また、リモートコントローラ２の制御回路６１、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受
信機６２、及び電源制御回路６６を別個のブロックとして示したが、これらの一部又は全
部が単一のブロックとして構成されてもよい。また、これらのブロックはハードウェアに
よって実現されてもよく、プロセッサ上で実行されるソフトウェアによって実現されても
よい。
【００８２】
　以上のように、本開示の技術の例示として、実施形態に係る録画再生装置を説明した。
そのために、添付図面及び詳細な説明を提供した。
【００８３】
　従って、添付図面及び詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必
須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構
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に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であると
の認定をするべきではない。
【００８４】
　また、上述の実施形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許
請求の範囲又はその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うこ
とができる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本開示の一態様に係る遠隔制御システムによれば、リモートコントローラの動きに応じ
て操作可能なモードを本体装置が有する遠隔制御システムであって、リモートコントロー
ラのモーションセンサによる無駄な電力消費を抑えることができる。
【符号の説明】
【００８６】
ＡＮＴ…アンテナ、
１…本体装置、
２…リモートコントローラ、
３…番組情報サーバ装置、
４…ディスプレイ、
１０…通常録画部、
１１～１３…チューナ、
１４…通常録画回路、
１５…記憶装置、
２０…チャンネル録画部、
２１～２６…チューナ、
２７…チャンネル録画回路、
２８…記憶装置、
３１…制御回路、
３２…Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、
３３…通信回路、
３４…番組データベース（ＤＢ）生成回路、
３５…番組再生回路、
３６…ユーザインターフェース（ＵＩ）生成回路、
３７…画面重畳回路、
４０…画面、
６１…制御回路、
６２…Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、
６３…モーションセンサ、
６４…モーションキー、
６５…他のキー、
６６…電源制御回路、
６７…ＬＥＤ、
７１…カーソルキー、
７２…決定キー、
７３…チャンネル録画一覧キー、
７４…通常録画一覧キー、
７５…カテゴリ一覧キー、
７６…再生メニューキー。
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