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(57)【要約】
【課題】タッチパネルによるメニュー画面の操作を容易
に行うことが可能なリモコン装置、リモコンシステム及
びプログラムの提供。
【解決手段】リモコン装置１は、表示部１０とタッチパ
ネル部１１とを有する。表示部１０が、テレビジョン受
像機２のテレビ画面２０に表示されている画面と同じメ
ニュー画面１２を表示し、ユーザが選択したメニュー項
目に対応するプルダウンメニュー１３をメニュー画面１
２上に階層表示し、ユーザが選択した階層の選択項目に
対応する設定メニュー画面１４を表示する。タッチパネ
ル部１１が、ユーザが触れることで、メニュー画面１２
のメニュー項目を選択可能とし、プルダウンメニュー１
３の階層の選択項目を選択可能とし、選択した階層の選
択項目の設定値を選択可能とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部と、前記表示部に設けられ、ユーザが接触操作することで入力を行うタッチパネ
ル部とを有し、タッチパネル部によるメニュー画面の操作により表示装置の遠隔操作を行
うリモコン装置であって、
　前記表示部は、表示装置の表示画面に表示されている画面と同じ１以上のメニュー項目
を有するメニュー画面を表示し、ユーザが選択したメニュー項目に対応する１以上の選択
項目を有するプルダウンメニューをメニュー画面上に階層表示し、ユーザが選択した階層
の選択項目に対応する設定値を設定するための１以上の設定ボタンを有する設定メニュー
画面を表示し、前記タッチパネル部は、ユーザが触れることで、メニュー画面のメニュー
項目を選択可能とし、プルダウンメニューの階層の選択項目を選択可能とし、選択した階
層の選択項目の設定値を選択可能とし、ユーザの操作により選択した階層の選択項目の設
定値を表示装置に送信することを特徴とするリモコン装置。
【請求項２】
　表示装置からメニュー画面情報を取得する請求項１に記載のリモコン装置。
【請求項３】
　上記表示部は、ユーザが選択した階層の選択項目に対応する１以上の選択項目を有する
プルダウンメニューをメニュー画面上に階層表示する請求項１に記載のリモコン装置。
【請求項４】
　ユーザの操作により選択したメニュー項目に対応する１以上の選択項目を有するプルダ
ウンメニューを表示装置に送信する請求項１に記載のリモコン装置。
【請求項５】
　ユーザの操作により選択した階層の選択項目に対応する設定値を設定するための１以上
の設定ボタンを有する設定メニュー画面を表示装置に送信する請求項１に記載のリモコン
装置。
【請求項６】
　表示装置と、前記表示装置を遠隔操作するリモコン装置とからなり、
　前記リモコン装置は、請求項１に記載のリモコン装置であることを特徴とするリモコン
システム。
【請求項７】
　表示装置の表示画面に表示されている画面と同じ１以上のメニュー項目を有するメニュ
ー画面を表示する機能と、ユーザが選択したメニュー項目に対応する１以上の選択項目を
有するプルダウンメニューをメニュー画面上に階層表示する機能と、ユーザが選択した階
層の選択項目に対応する設定値を設定するための１以上の設定ボタンを有する設定メニュ
ー画面を表示する機能と、ユーザがタッチパネル部に触れることで、メニュー画面のメニ
ュー項目を選択可能とする機能と、プルダウンメニューの階層の選択項目を選択可能とす
る機能と、選択した階層の選択項目の設定値を選択可能とする機能と、ユーザの操作によ
り選択した階層の選択項目の設定値を表示装置に送信する機能とを、コンピュータに実現
させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネル部によるメニュー画面の操作により表示装置の遠隔操作を行う
リモコン装置、リモコンシステム及びプログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビの高機能化に伴って、リモコンのボタン数が増え、リモコンのボタンの配
置や意味を覚えるのが大変になり、リモコンの操作性が悪くなっている。
【０００３】
　そこで、テレビ用リモコンにタッチパネルを搭載し、リモコンの操作毎に必要なボタン
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のみを提示することで、ユーザの戸惑いを軽減できると考えられる。
【０００４】
　従来、テレビのチャンネルを操作するときに、ビジュアルリモコン上に、現在放送され
ているテレビ番組をアイコン化して動画像で表示し、それにタッチしてチャンネルを自由
に切り替えることができるようにしたテレビ用ビジュアルリモコンが特許文献１として提
案されている。
【０００５】
　また、デジタル放送中に、タッチパネルに接触入力することによりデータ放送画面を表
示するようにしたデジタル放送受信機が特許文献２として提案されている。
【特許文献１】特開平７－７６３１号公報
【特許文献２】特開２００３－２３００６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、従来の特許文献１，特許文献２として提案されたものでは、メニュー画面に
関して、容易に操作を行う方法がない。
【０００７】
　そこで、本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、表示装置の表示画面に
表示されている画面と同じメニュー画面を表示部に表示し、ユーザがタッチパネル部をタ
ッチすることで表示部に表示されたメニュー画面を操作するので、ユーザによるメニュー
画面の直感的な操作が可能であり、タッチパネルによるメニュー画面の操作を容易に行う
ことが可能なリモコン装置、リモコンシステム及びプログラム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】
【０００８】
　前記従来技術の課題を解決するために、本発明のリモコン装置は、表示部と、前記表示
部に設けられ、ユーザが接触操作することで入力を行うタッチパネル部とを有し、タッチ
パネル部によるメニュー画面の操作により表示装置の遠隔操作を行うリモコン装置であっ
て、前記表示部が、表示装置の表示画面に表示されている画面と同じ１以上のメニュー項
目を有するメニュー画面を表示し、ユーザが選択したメニュー項目に対応する１以上の選
択項目を有するプルダウンメニューをメニュー画面上に階層表示し、ユーザが選択した階
層の選択項目に対応する設定値を設定するための１以上の設定ボタンを有する設定メニュ
ー画面を表示し、前記タッチパネル部が、ユーザが触れることで、メニュー画面のメニュ
ー項目を選択可能とし、プルダウンメニューの階層の選択項目を選択可能とし、選択した
階層の選択項目の設定値を選択可能とし、ユーザの操作により選択した階層の選択項目の
設定値を表示装置に送信することを特徴とする構成を有するものである。
【０００９】
　本発明のリモコン装置は、表示装置からメニュー画面情報を取得するようになっている
。
【００１０】
　本発明のリモコン装置は、上記表示部が、ユーザが選択した階層の選択項目に対応する
１以上の選択項目を有するプルダウンメニューをメニュー画面上に階層表示するようにな
っている。
【００１１】
　本発明のリモコン装置は、ユーザの操作により選択したメニュー項目に対応する１以上
の選択項目を有するプルダウンメニューを表示装置に送信するようになっている。
【００１２】
　本発明のリモコン装置は、ユーザの操作により選択した階層の選択項目に対応する設定
値を設定するための１以上の設定ボタンを有する設定メニュー画面を表示装置に送信する
ようになっている。
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【００１３】
　本発明のリモコンシステムは、表示装置と、前記表示装置を遠隔操作するリモコン装置
とからなり、前記リモコン装置が、上記に記載のリモコン装置であることを特徴とする構
成を有するものである。
【００１４】
　本発明のプログラムは、表示装置の表示画面に表示されている画面と同じ１以上のメニ
ュー項目を有するメニュー画面を表示する機能と、ユーザが選択したメニュー項目に対応
する１以上の選択項目を有するプルダウンメニューをメニュー画面上に階層表示する機能
と、ユーザが選択した階層の選択項目に対応する設定値を設定するための１以上の設定ボ
タンを有する設定メニュー画面を表示する機能と、ユーザがタッチパネル部に触れること
で、メニュー画面のメニュー項目を選択可能とする機能と、プルダウンメニューの階層の
選択項目を選択可能とする機能と、選択した階層の選択項目の設定値を選択可能とする機
能と、ユーザの操作により選択した階層の選択項目の設定値を表示装置に送信する機能と
を、コンピュータに実現させるためのものである。
【発明の効果】
【００１５】
　以上に説明したように、本発明によれば、表示装置の表示画面に表示されている画面と
同じメニュー画面を表示部に表示し、ユーザがタッチパネル部をタッチすることで表示部
に表示されたメニュー画面を操作するので、ユーザによるメニュー画面の直感的な操作が
可能であり、タッチパネルによるメニュー画面の操作を容易に行うことが可能なリモコン
装置、リモコンシステム及びプログラムを得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態のリモコン装置について、図面に基づき詳細
に説明する。
【実施例】
【００１７】
　本発明のリモコン装置１は、表示部１０と、表示部１０に設けられ、ユーザが接触操作
することで入力を行うタッチパネル部１１とを有している。
【００１８】
　本発明のリモコン装置１は、タッチパネル部１１によるメニュー画面１２の操作により
表示装置となるテレビジョン受像機２の遠隔操作を行う装置である。
【００１９】
　本発明のリモコン装置１は、表示部１０が、テレビジョン受像機２の表示画面であるテ
レビ画面２０に表示されている画面と同じ１以上のメニュー項目１２ａ～１２ｅを有する
メニュー画面１２を表示するようになっている。
【００２０】
　本発明のリモコン装置１は、表示部１０が、ユーザが選択したメニュー項目に対応する
１以上の選択項目１３ａ～１３ｄを有するプルダウンメニュー１３をメニュー画面１２上
に階層表示するようになっている。
【００２１】
　本発明のリモコン装置１は、表示部１０が、ユーザが選択した階層の選択項目に対応す
る設定値を設定するための１以上の設定ボタン１４ａ，１４ｂを有する設定メニュー画面
１４を表示するようになっている。
【００２２】
　本発明のリモコン装置１は、タッチパネル部１１が、ユーザが触れることで、メニュー
画面１２のメニュー項目を選択可能としてある。
【００２３】
　本発明のリモコン装置１は、タッチパネル部１１が、ユーザが触れることで、プルダウ
ンメニュー１３の階層の選択項目を選択可能としてある。
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【００２４】
　本発明のリモコン装置１は、タッチパネル部１１が、ユーザが触れることで、選択した
階層の選択項目の設定値を選択可能としてある。
【００２５】
　本発明のリモコン装置１は、ユーザの操作により選択した階層の選択項目の設定値をテ
レビジョン受像機２に送信するようになっている。
【００２６】
　本発明のリモコン装置１は、テレビジョン受像機２からメニュー画面情報を取得するよ
うになっている。
【００２７】
　本発明のリモコン装置１は、表示部１０が、ユーザが選択した階層の選択項目に対応す
る１以上の選択項目１５ａ～１５ｄを有するプルダウンメニュー１５をメニュー画面１２
上に階層表示するようになっている。
【００２８】
　本発明のリモコン装置１は、ユーザの操作により選択したメニュー項目に対応する１以
上の選択項目１３ａ～１３ｄを有するプルダウンメニュー１３をテレビジョン受像機２に
送信するようになっている。
【００２９】
　本発明のリモコン装置１は、ユーザの操作により選択した階層の選択項目に対応する設
定値を設定するための１以上の設定ボタン１４ａ，１４ｂを有する設定メニュー画面１４
をテレビジョン受像機２に送信するようになっている。
【００３０】
　本発明のリモコン装置１は、ユーザの操作により選択した階層の選択項目に対応する１
以上の選択項目１５ａ～１５ｄを有するプルダウンメニュー１５をテレビジョン受像機２
に送信するようになっている。
【００３１】
　本発明のリモコン装置１は、表示部１０が、テレビジョン受像機２のテレビ画面２０に
表示されているテレビ番組を表示可能である。
【００３２】
　本発明のリモコンシステムＳは、テレビジョン受像機２と、テレビジョン受像機２を遠
隔操作するリモコン装置１とからなる。
【００３３】
　本発明のリモコンシステムＳは、リモコン装置１が、上記に記載のリモコン装置である
。
【００３４】
　図１は、本発明の実施例に係るリモコン装置を示す斜視図である。
　リモコン装置１は、図１に示すように、リモコン本体１６を有している。
【００３５】
　リモコン装置１のリモコン本体１６には、図１に示すように、表示部１０と、表示部１
０に対応してタッチパネル部１１と、ボタン部１７とが設けられている。
【００３６】
　リモコン装置１のリモコン本体１６のボタン部１７には、電源のＯＮ／ＯＦＦを行う電
源ボタン１７ａと、チャンネル切り替えを行うチャンネルアップダウンボタン１７ｂと、
音量切り替えを行う音量アップダウンボタン１７ｃと、メニュー呼び出しを行うメニュー
ボタン１７ｄと、その他機能呼び出しを行うその他機能呼び出しボタン１７ｅとが設けら
れている。
【００３７】
　リモコン通常時、リモコン装置１の表示部１０には、図１に示すような、１～１２の数
字ボタン１０ａと、地上波アナログ放送を選択するための地上波アナログ放送切替ボタン
１０ｂと、地上波デジタル放送を選択するための地上波デジタル放送切替ボタン１０ｃと
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、ＢＳデジタル放送を選択するためのＢＳデジタル放送切替ボタン１０ｄと、ＣＳデジタ
ル放送を選択するためのＣＳデジタル放送切替ボタン１０ｅとが表示されている。
【００３８】
　リモコン装置１は、テレビジョン受像機２からメニュー画面情報を取得する。
【００３９】
　リモコン装置１は、テレビジョン受像機２のテレビ画面２０に表示されているメニュー
画面と同じ１以上のメニュー項目を有するメニュー画面１２を表示部１０に表示する。
【００４０】
　リモコン装置１は、ユーザが選択したメニュー項目に対応する１以上の選択項目を有す
るプルダウンメニュー１３を表示部１０に表示されているメニュー画面１２上に階層表示
する。
【００４１】
　リモコン装置１は、ユーザが選択した階層の選択項目に対応する１以上の選択項目を有
するプルダウンメニュー１５を表示部１０に表示されているメニュー画面１２上に階層表
示する。
【００４２】
　リモコン装置１は、ユーザが選択した階層の選択項目に対応する設定値を設定するため
の１以上の設定ボタンを有する設定メニュー画面１４を表示部１０に表示する。
【００４３】
　図２は、本発明の実施例に係るリモコン装置におけるメニューボタンを押してメニュー
画面を呼び出したときの表示部の表示例を示す説明図である。
　ユーザがリモコン装置１のボタン部１７のメニューボタン１７ｄを指で押したとき、リ
モコン装置１の表示部１０には、図２に示すような、テレビジョン受像機２のテレビ画面
２０に表示されている画面と同じメニュー画面１２と、通常画面に戻る戻りボタン１０ｆ
とが表示される。
【００４４】
　図３は、本発明の実施例に係るリモコン装置におけるその他機能呼び出しボタンを押し
たときの表示部の表示例を示す説明図である。
　ユーザがリモコン装置１のボタン部１７のその他機能呼び出しボタン１７ｅを指で押し
たとき、リモコン装置１の表示部１０には、図３に示すような、ＥＰＧボタン，ｉ．ＬＩ
ＮＫボタン，静止画ボタンなどの複数のボタン１０ｇと、通常画面に戻る戻りボタン１０
ｆとが表示される。
【００４５】
　ユーザがリモコン装置１のタッチパネル部１１の各ボタン１０ｇの表示領域を指で押す
ことで設定画面に移行する。
【００４６】
　図４は、本発明の実施例に係るリモコンシステムを示すシステム構成図である。
　リモコンシステムＳは、図４に示すように、テレビジョン受像機２と、テレビジョン受
像機２を遠隔操作するリモコン装置１とからなる。
【００４７】
　テレビジョン受像機２は、テレビ画面２０を有している。
【００４８】
　テレビジョン受像機２は、メニュー画面をテレビ画面２０に表示する。
【００４９】
　テレビジョン受像機２は、リモコン装置１から送信されたユーザの操作により選択した
メニュー項目に対応する１以上の選択項目１３ａ～１３ｄを有するプルダウンメニュー１
３を受信し、リモコン装置１の表示部１０に表示されているプルダウンメニュー１３と同
じ選択したメニュー項目に対応する１以上の選択項目をプルダウンメニューとしてテレビ
画面２０に表示されたメニュー画面上に階層表示する。
【００５０】
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　テレビジョン受像機２は、リモコン装置１から送信されたユーザの操作により選択した
階層の選択項目に対応する１以上の選択項目１５ａ～１５ｄを有するプルダウンメニュー
１５を受信し、リモコン装置１の表示部１０に表示されているプルダウンメニュー１５と
同じ選択した階層の選択項目に対応する１以上の選択項目をプルダウンメニューとしてテ
レビ画面２０に表示されたメニュー画面上に階層表示する。
【００５１】
　テレビジョン受像機２は、リモコン装置１から送信されたユーザの操作により選択した
階層の選択項目に対応する設定値を設定するための１以上の設定ボタン１４ａ，１４ｂを
有する設定メニュー画面１４を受信し、リモコン装置１の表示部１０に表示されている設
定メニュー画面１４と同じ選択した階層の選択項目に対応する設定値を設定するための１
以上の設定ボタンを有する設定メニュー画面をテレビ画面２０に表示する。
【００５２】
　図５は、本発明の実施例に係るリモコンシステムにおける表示装置の表示画面の表示例
を示す説明図である。
　テレビジョン受像機２のテレビ画面２０には、図５に示すような、メニュー画面２１と
、放送中のテレビ番組２２が表示される。
【００５３】
　図６は、本発明の実施例に係るリモコン装置の表示部に表示されるメニュー画面の一例
を示す説明図である。
　図６にリモコン装置の表示部に表示されるメニュー画面の一例を示す。
　リモコン装置１の表示部１０には、図６に示すような、上縁部分に５つのメニュー項目
１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ，１２ｅを横方向に並べて配列したメニュー画面１２が
表示される。
【００５４】
　図７は、本発明の実施例に係るリモコン装置の表示部のメニュー画面上に表示される選
択したメニュー項目に対応するプルダウンメニューの一例を示す説明図である。
　図７にリモコン装置の表示部のメニュー画面上に表示される選択したメニュー項目に対
応するプルダウンメニューの一例を示す。
　リモコン装置１の表示部１０には、図７に示すような、ユーザが選択したメニュー項目
１２ａの下に４つの選択項目１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄを縦方向に並べて配列した
プルダウンメニュー１３がメニュー画面１２上に階層表示される。
【００５５】
　図８は、本発明の実施例に係るリモコン装置の表示部のメニュー画面上に表示される選
択した階層の選択項目に対応するプルダウンメニューの一例を示す説明図である。
　図８にリモコン装置の表示部のメニュー画面上に表示される選択した階層の選択項目に
対応するプルダウンメニューの一例を示す。
　リモコン装置１の表示部１０には、図８に示すような、ユーザが選択した選択項目１３
ｂの右横に４つの選択項目１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄを縦方向に並べて配列したプ
ルダウンメニュー１５がメニュー画面１２上に階層表示される。
【００５６】
　図９は、本発明の実施例に係るリモコン装置の表示部に表示される設定メニュー画面の
一例を示す説明図である。
　図９にリモコン装置の表示部に表示される設定メニュー画面の一例を示す。
　リモコン装置の表示部には、図９に示すような、ユーザが選択した階層の選択項目に対
応する設定値Ａの設定ボタン１４ａと設定値Ｂの設定ボタン１４ｂを有する設定メニュー
画面１４が表示される。
【００５７】
　図１０は、本発明の実施例に係るリモコン装置におけるメニュー選択の場合の処理の流
れを説明するフローチャート図である。
　以下、本発明におけるメニュー選択の場合の処理フローの一例を、図１０を用いて説明
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する。
　まず、ユーザがリモコン装置１にメニューキー入力を行う（ステップＳ１００）。
【００５８】
　次いで、リモコン装置１がテレビジョン受像機２からメニュー画面情報を取得し、テレ
ビジョン受像機２がメニュー画面をテレビ画面２０に表示し、リモコン装置１がテレビジ
ョン受像機２のテレビ画面２０に表示されているメニュー画面と同じメニュー画面１２を
表示部１０に表示する（ステップＳ１０１）。
【００５９】
　次いで、リモコン装置１の表示部１０のメニュー画面１２上に図７に示すようなプルダ
ウンメニュー１３が階層表示された状態において、リモート装置１はユーザがリモコン装
置１のタッチパネル部１１の第Ｎ階層部の選択項目の表示領域を指で押したかを判断する
（ステップＳ１０２）。
【００６０】
　ここで、ユーザがリモコン装置１のタッチパネル部１１の第Ｎ階層部の選択項目の表示
領域を指で押した場合（ステップＳ１０２“Ｙｅｓ”）、リモート装置１はユーザが指で
押した第Ｎ階層部の選択項目に第（Ｎ＋１）階層が存在しているかを判断する（ステップ
Ｓ１０３）。
【００６１】
　また、ユーザがリモコン装置１のタッチパネル部１１の第Ｎ階層部の選択項目の表示領
域を指で押していない場合（ステップＳ１０２“Ｎｏ”）、ユーザがリモコン装置１のタ
ッチパネル部１１の第Ｎ階層部の選択項目の表示領域を指で押すまで待機する。
【００６２】
　ここで、ユーザが指で押した第Ｎ階層部の選択項目に第（Ｎ＋１）階層が存在している
場合（ステップＳ１０３“Ｙｅｓ”）、リモコン装置１がユーザの操作により選択した第
Ｎ階層部の選択項目に対応する第（Ｎ＋１）階層の選択項目をプルダウンメニュー１５と
して表示部１０に表示されたメニュー画面１２上に階層表示し、ユーザの操作により選択
した選択項目の情報をリモコン装置１からテレビジョン受像機２へ送信し、テレビジョン
受像機２が第Ｎ階層部の選択項目に対応する第（Ｎ＋１）階層の選択項目をプルダウンメ
ニューとしてテレビ画面２０に表示されたメニュー画面上に階層表示し（ステップＳ１０
４）、その後、ステップＳ１０２に戻る。
【００６３】
　また、ユーザが指で押した第Ｎ階層部の選択項目に第（Ｎ＋１）階層が存在していない
場合（ステップＳ１０３“Ｎｏ”）、リモコン装置１はユーザが選択した階層の選択項目
に対応する設定値を設定するための１以上の設定ボタンを有する設定メニュー画面１４を
表示部１０に表示し、ユーザの操作により選択した階層の選択項目に対応する設定メニュ
ー画面情報をリモコン装置１からテレビジョン受像機２へ送信し、テレビジョン受像機２
がユーザの操作により選択した階層の選択項目に対応する設定メニュー画面をテレビ画面
２０に表示する（ステップＳ１０５）。
【００６４】
　次いで、リモート装置１はユーザがリモコン装置１のタッチパネル部１１の設定値の設
定ボタンの表示領域に接触したかを判断する（ステップＳ１０６）。
【００６５】
　ここで、ユーザがリモコン装置１のタッチパネル部１１の設定値の設定ボタンの表示領
域に接触した場合（ステップＳ１０６“Ｙｅｓ”）、リモコン装置１は一つの上の階層を
表示部１０に表示し、ユーザの操作により選択した階層の選択項目の設定値の情報をリモ
コン装置１からテレビジョン受像機２へ送信し、テレビジョン受像機２が一つの上の階層
をテレビ画面２０に表示し（ステップＳ１０７）、その後、ステップＳ１０２に戻る。
【００６６】
　また、ユーザがリモコン装置１のタッチパネル部１１の設定値の設定ボタンの表示領域
に接触していない場合（ステップＳ１０６“Ｎｏ”）、　ユーザがリモコン装置１のタッ
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チパネル部１１の設定値の設定ボタンの表示領域に接触するまで待機する。
【００６７】
　本実施例のリモコン装置１は、テレビジョン受像機２のテレビ画面２０に表示されてい
る画面と同じメニュー画面１２を表示部１０に表示し、メニュー画面１２を操作したいと
きは、ユーザは、リモコン装置１の表示部１０に表示されているメニュー画面１２を見な
がらタッチパネル部１１に接触操作を行う。
【００６８】
　リモコン装置１の表示部１０には、テレビジョン受像機２のテレビ画面２０に表示され
ている放送中のテレビ番組をそのまま表示することができ、ユーザは、テレビジョン受像
機２から離れた部屋でリモコン装置１を用いてそのテレビ番組を見ることも可能となる。
【００６９】
　本実施例では、リモコン装置１の表示部１０に表示される画面（メニュー画面）とテレ
ビジョン受像機２のテレビ画面２０に表示される画面とを同じにし、ユーザがリモコン装
置１のタッチパネル部１１をタッチすることで表示部１０に表示されたメニュー画面１２
を操作することは、ユーザによるメニュー画面１２の直感的な操作が可能である。
【００７０】
　また、リモコン装置１でテレビジョン受像機２のテレビ画面２０を表示することで、テ
レビジョン受像機２から離れた部屋でも同じようにテレビを見ることが可能となる。
【００７１】
　なお、表示装置は、テレビジョン受像機に限定されず、画面にメニュー画面を出して操
作する機器、例えば、モニタディスプレイ、パソコンのディスプレイ、液晶プロジェクタ
等の投射型ディスプレイ等でも可能である。
　特に、２００～３００インチ程度の大画面用スクリーンに数十メートル離れた位置で液
晶プロジェクタの再生画像を視聴するとき等に、手元のリモコン装置でメニュー操作がで
きれば、非常に使い易くなる。
【００７２】
　本発明のプログラムは、表示装置の表示画面に表示されている画面と同じ１以上のメニ
ュー項目を有するメニュー画面を表示する機能と、ユーザが選択したメニュー項目に対応
する１以上の選択項目を有するプルダウンメニューをメニュー画面上に階層表示する機能
と、ユーザが選択した階層の選択項目に対応する設定値を設定するための１以上の設定ボ
タンを有する設定メニュー画面を表示する機能と、ユーザがタッチパネル部に触れること
で、メニュー画面のメニュー項目を選択可能とする機能と、プルダウンメニューの階層の
選択項目を選択可能とする機能と、選択した階層の選択項目の設定値を選択可能とする機
能と、ユーザの操作により選択した階層の選択項目の設定値を表示装置に送信する機能と
を、コンピュータに実現させるものである。
　これにより、上記の各機能をコンピュータが読み取り実行することができ、このリモコ
ン装置を汎用的なものにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００７３】
【図１】本発明の実施例に係るリモコン装置を示す斜視図。
【図２】本発明の実施例に係るリモコン装置におけるメニューボタンを押してメニュー画
面を呼び出したときの表示部の表示例を示す説明図。
【図３】本発明の実施例に係るリモコン装置におけるその他機能呼び出しボタンを押した
ときの表示部の表示例を示す説明図。
【図４】本発明の実施例に係るリモコンシステムを示すシステム構成図。
【図５】本発明の実施例に係るリモコンシステムにおける表示装置の表示画面の表示例を
示す説明図。
【図６】本発明の実施例に係るリモコン装置の表示部に表示されるメニュー画面の一例を
示す説明図。
【図７】本発明の実施例に係るリモコン装置の表示部のメニュー画面上に表示される選択
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したメニュー項目に対応するプルダウンメニューの一例を示す説明図。
【図８】本発明の実施例に係るリモコン装置の表示部のメニュー画面上に表示される選択
した階層の選択項目に対応するプルダウンメニューの一例を示す説明図。
【図９】本発明の実施例に係るリモコン装置の表示部に表示される設定メニュー画面の一
例を示す説明図。
【図１０】本発明の実施例に係るリモコン装置におけるメニュー選択の場合の処理の流れ
を説明するフローチャート図。
【符号の説明】
【００７４】
　１　リモコン装置
　２　テレビジョン受像機（表示装置）
１０　表示部
１０ａ　数字ボタン
１０ｂ　地上波アナログ放送切替ボタン
１０ｃ　地上波デジタル放送切替ボタン
１０ｄ　ＢＳデジタル放送切替ボタン
１０ｅ　ＣＳデジタル放送切替ボタン
１０ｆ　戻りボタン
１０ｇ　ボタン
１１　タッチパネル部
１２　メニュー画面
１２ａ，１２ｂ，１２ｃ，１２ｄ，１２ｅ　メニュー項目
１３　プルダウンメニュー
１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ　選択項目
１４　設定メニュー画面
１４ａ，１４ｂ　設定ボタン
１５　プルダウンメニュー
１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄ　選択項目
１６　リモコン本体
１７　ボタン部
１７ａ　電源ボタン
１７ｂ　チャンネルアップダウンボタン
１７ｃ　音量アップダウンボタン
１７ｄ　メニューボタン
１７ｅ　その他機能呼び出しボタン
２０　テレビ画面（表示画面）
２１　メニュー画面
２２　テレビ番組
　Ｓ　リモコンシステム
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