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(57)【要約】
【課題】リモートコントローラの操作性を向上させるこ
とが可能な映像装置を提供する。
【解決手段】この映像装置１００は、リモートコントロ
ーラ１本体の動作を検出する運動検出部１１と、運動検
出部１１の検出結果に基づいて動作に関する信号を送信
する赤外線送信部１５とを含み、操作ボタンを含まない
リモートコントローラ１と、赤外線送信部１５から送信
された動作信号を受信する赤外線受信部２０と、動作信
号に基づいて、リモートコントローラ１の動作に連動す
るとともに、複数の選択項目４ｂおよび６ｂを選択可能
に表示するメニュアイコン４ａおよび６ａを表示可能な
表示画面部２３とを含む液晶テレビジョン２とを備え、
リモートコントローラ１の前後方向（Ｘ方向）の動作に
基づいて、メニュアイコン４ａの選択項目４ｂおよびメ
ニュアイコン６ａの選択項目６ｂが選択決定されるよう
に構成されている。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモートコントローラ本体の動作を検出する運動検出部と、前記運動検出部の検出結果
に基づいて前記動作に関する信号を送信する動作信号送信部とを含み、操作ボタンを含ま
ないリモートコントローラと、
　前記動作信号送信部から送信された前記動作信号を受信する動作信号受信部と、前記動
作信号に基づいて、前記リモートコントローラの動作に連動するとともに、複数の選択項
目を選択可能に表示する第１グラフィカルユーザインタフェースを表示可能な表示画面部
とを含む映像機器とを備え、
　前記リモートコントローラの前後方向の動作に基づいて、前記第１グラフィカルユーザ
インタフェースの選択項目が選択決定されるように構成されている、映像装置。
【請求項２】
　前記第１グラフィカルユーザインタフェースは、前記リモートコントローラの回転運動
に連動して、前記表示画面部において前記リモートコントローラの回転方向と同一方向に
回転しながら前記複数の選択項目を表示するとともに、前記リモートコントローラの前後
方向の動作に基づいて、前記複数の選択項目のいずれかが選択決定されるように構成され
ている、請求項１に記載の映像装置。
【請求項３】
　前記第１グラフィカルユーザインタフェースは、前記リモートコントローラが一定の角
速度以上で回転運動された場合に、前記表示画面部において継続して回転するように表示
されるとともに、前記第１グラフィカルユーザインタフェースが継続して回転するように
表示されている状態において、前記リモートコントローラが前記第１グラフィカルユーザ
インタフェースの回転方向と逆方向に回転された際に、前記第１グラフィカルユーザイン
タフェースの回転が停止されるように構成されている、請求項２に記載の映像装置。
【請求項４】
　前記表示画面部は、前記第１グラフィカルユーザインタフェースが表示される第１選択
画面と、前記第１選択画面において選択決定された前記第１グラフィカルユーザインタフ
ェースの選択項目に対応する複数の第２グラフィカルユーザインタフェースが選択可能に
表示される第２選択画面とを表示可能なように構成されており、
　前記第１選択画面において、前記リモートコントローラの前後方向の動作に基づいて、
前記第１グラフィカルユーザインタフェースの所定の選択項目の選択決定が行われた後、
前記第２選択画面において、前記リモートコントローラの前後方向の動作に基づいて、ポ
インタにより選択された所定の前記第２グラフィカルユーザインタフェースの決定が行わ
れるように構成されている、請求項１～３のいずれか１項に記載の映像装置。
【請求項５】
　前記第１グラフィカルユーザインタフェースが前記表示画面部に表示されていない状態
で、前記リモートコントローラの前後方向の動作に基づいて、前記第１グラフィカルユー
ザインタフェースが前記表示画面部に表示されるように構成されている、請求項１～４の
いずれか１項に記載の映像装置。
【請求項６】
　前記リモートコントローラは、スライドさせることによってポインタを前記表示画面部
に表示させるためのスライド部をさらに含む、請求項１～５のいずれか１項に記載の映像
装置。
【請求項７】
　前記映像機器は、テレビジョン放送を受信するとともに、受信した前記テレビジョン放
送を録画可能な記憶部を含むテレビジョンである、請求項１～６のいずれか１項に記載の
映像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　この発明は、映像装置に関し、特に、動作を検出する運動検出部を含むリモートコント
ローラを備えた映像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、動作を検出する運動検出部を含むリモートコントローラを備えた映像装置が知ら
れている（たとえば、特許文献１～４参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、２軸方向の直線移動を検出する加速度センサおよび３軸方向に対
する回転量を検出する地磁気センサからなるモーションコントロールセンサとボタンから
なる操作子とモーションコントロールセンサの出力から操作を決定する制御部と操作に関
する信号を出力する信号送信部とを含むリモコン装置と、操作に関する信号を受信して信
号に対応した処理を行うテレビ受像装置とを備えた音響映像装置が開示されている。この
音響映像装置は、ボタンが押下された状態で、リモコン装置の前後方向の直線移動、左右
方向の直線移動、Ｘ軸を中心とする回転、Ｙ軸を中心とする回転およびＺ軸を中心とする
回転のいずれかがモーションコントロールセンサにより検出されると、テレビ受像装置に
対してあらかじめ決められた処理を行うように構成されている。また、この音響映像装置
は、ボタンが押下されていない状態においては、テレビ受像装置の操作が行われないよう
に構成されている。
【０００４】
　また、上記特許文献２には、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸を中心として回転する場合の回転状
態をそれぞれ検出するＸ軸角度検出部、Ｙ軸角度検出部およびＺ軸角度検出部と入力ボタ
ンからなる選択部とを含むリモートコントローラと、文字制御部を含むビデオレコーダと
、文字が円形状に配置された画面（グラフィカルユーザインタフェース）を表示するテレ
ビジョン受像機とを備えた情報処理装置が開示されている。この情報処理装置では、リモ
ートコントローラから送信されるリモートコントローラの回転状態に応じて、リモートコ
ントローラの回転方向と同一の方向に、選択されている文字が切り替わるとともに、入力
ボタンの押下による選択情報に応じて、選択されている文字が選択決定されるように構成
されている。
【０００５】
　また、上記特許文献３には、角速度を検出する角速度センサと実行スイッチなどのスイ
ッチと制御信号を送信する送信部とを含む送信機（リモートコントローラ）と、カーソル
とリング状に配置された選択項目（グラフィカルユーザインタフェース）とを表示させる
テレビとを用いるリモートコントロール方式が開示されている。このリモートコントロー
ル方式では、送信機（リモートコントローラ）の回転方向に応じて、送信機の回転方向と
同一の方向に、選択されていることを示すカーソルがリング状に配置された選択項目上を
移動するとともに、実行スイッチの押下によって、カーソルが位置する選択項目が選択決
定されるように構成されている。
【０００６】
　また、上記特許文献４には、動きを検出するセンサとメニューボタンと制御部と制御信
号にしたがって発光する発光部とを含むリモートコントローラと、発光部からの光を受光
する受光部と制御部とオーバレイグラフィック処理部とアイコンからなる操作者インタフ
ェース画面およびポインタが表示される表示部とを用いるリモコンシステムが開示されて
いる。このリモコンシステムでは、メニューボタンを押下することによって、オーバレイ
グラフィック処理部により表示部に表示されているテレビ画像に重なるように操作者イン
タフェース画面およびポインタが表示されるとともに、発光部から送信されるリモートコ
ントローラの動きに応じて、リモートコントローラの動きと同一の方向にポインタが移動
するように構成されている。そして、メニューボタンを再度押下することによって、ポイ
ンタが位置するアイコンが選択決定され、選択されたアイコンに対応する各種機能の実行
を指示するように構成されている。
【０００７】
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　また、従来、表示画面部を含む装置本体に動作を検出する運動検出部を備える装置など
も知られている（たとえば、特許文献５参照）。特許文献５には、３軸方向の動きを検出
する３軸ジャイロセンサと、操作ボタンが設けられた筐体と、制御部と、カーソルおよび
メニュ（グラフィカルユーザインタフェース）を表示するＬＣＤとを備えた情報処理装置
（ＰＤＡ）が開示されている。この情報処理装置は、操作ボタンが押下された状態で、３
軸ジャイロセンサにより情報処理装置（装置本体）の回動が検出されると、ＬＣＤに表示
されたドラム状のメニュが情報処理装置の回動に連動して回動するとともに、操作ボタン
の押下が解除されると、ドラム状のメニュの回動が停止され、カーソル内に表示されたメ
ニュ項目が選択決定されるように構成されている。また、この情報処理装置は、操作ボタ
ンが押下されていない状態においては、３軸ジャイロセンサによる情報処理装置の回動は
検出されないように構成されている。
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－４２７４８号公報
【特許文献２】特開２００４－３４８６１６号公報
【特許文献３】特開平６－３１１５６４号公報
【特許文献４】特開２００６－２８７５８１号公報
【特許文献５】特許第４０００５７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の音響映像装置では、テレビ受像装置に対して処
理を行わせるために、ボタンを押下した状態でリモコン装置を回動する必要がある。この
際、操作者にとって、ボタンを押下した状態でリモコン装置を大きく回動させにくいとい
う不都合がある。このため、リモコン装置の操作性が悪くなるという問題点があると考え
られる。
【００１０】
　また、上記特許文献２および３に記載の情報処理装置（リモートコントロール方式）で
は、選択決定する際に、リモートコントローラ（送信機）の回転状態によっては、入力ボ
タン（実行スイッチ）が押下しにくい場合があると考えられる。このため、情報処理装置
（リモートコントロール方式）の操作性が悪くなるという問題点があると考えられる。
【００１１】
　また、上記特許文献４に記載のリモコンシステムでは、選択決定するために、メニュー
ボタンを複数回押下する必要があるため、複数のボタンが設けられている場合などにおい
ては、ボタンを誤って押下する可能性が高いと考えられる。このため、リモコンシステム
の操作性が悪くなるという問題点があると考えられる。
【００１２】
　なお、上記特許文献５は、表示画面（ＬＣＤ）を有するＰＤＡなどの情報処理装置本体
の動作を検出して表示画面のメニュを連動させるものであり、運動検出部を含むリモート
コントローラと、リモートコントローラにより遠隔操作される映像機器とを備える本発明
とは前提とする技術が全く異なる。
【００１３】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、リモートコントローラの操作性を向上させることが可能な映像装置を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【００１４】
　この発明の一の局面による映像装置は、リモートコントローラ本体の動作を検出する運
動検出部と、運動検出部の検出結果に基づいて動作に関する信号を送信する動作信号送信
部とを含み、操作ボタンを含まないリモートコントローラと、動作信号送信部から送信さ
れた動作信号を受信する動作信号受信部と、動作信号に基づいて、リモートコントローラ
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の動作に連動するとともに、複数の選択項目を選択可能に表示する第１グラフィカルユー
ザインタフェースを表示可能な表示画面部とを含む映像機器とを備え、リモートコントロ
ーラの前後方向の動作に基づいて、第１グラフィカルユーザインタフェースの選択項目が
選択決定されるように構成されている。
【００１５】
　この一の局面による映像装置では、上記のように、操作ボタンを含まないリモートコン
トローラを用いるとともに、リモートコントローラの動作に連動するように映像機器の表
示画面部の第１グラフィカルユーザインタフェースを動かすことによって、操作ボタンを
押下することなくリモートコントローラを動かすだけで第１グラフィカルユーザインタフ
ェースを動かすことができる。これにより、リモートコントローラの操作性を向上させる
ことができる。また、リモートコントローラを前後方向に動かすことによって、第１グラ
フィカルユーザインタフェースの選択項目を選択決定することができるので、操作ボタン
を設けることなく第１グラフィカルユーザインタフェースを選択決定することができる。
これによっても、リモートコントローラの操作性を向上させることができる。なお、本発
明における「グラフィカルユーザインタフェース」は、アイコンに限らず、メニュなども
含まれる。また、「前後方向」とは、リモートコントローラと映像機器とを結ぶ線上にお
ける方向のことである。
【００１６】
　上記一の局面による映像装置において、好ましくは、第１グラフィカルユーザインタフ
ェースは、リモートコントローラの回転運動に連動して、表示画面部においてリモートコ
ントローラの回転方向と同一方向に回転しながら複数の選択項目を表示するとともに、リ
モートコントローラの前後方向の動作に基づいて、複数の選択項目のいずれかが選択決定
されるように構成されている。このように構成すれば、操作者がリモートコントローラを
回転させる動作とリモートコントローラを前後方向に動かす動作とを行うことによって、
容易に第１グラフィカルユーザインタフェースの選択項目を選択決定することができる。
【００１７】
　この場合において、好ましくは、第１グラフィカルユーザインタフェースは、リモート
コントローラが一定の角速度以上で回転運動された場合に、表示画面部において継続して
回転するように表示されるとともに、第１グラフィカルユーザインタフェースが継続して
回転するように表示されている状態において、リモートコントローラが第１グラフィカル
ユーザインタフェースの回転方向と逆方向に回転された際に、第１グラフィカルユーザイ
ンタフェースの回転が停止されるように構成されている。このように構成すれば、リモー
トコントローラを何度も回転させることなく表示画面部に表示される第１グラフィカルユ
ーザインタフェースを回転させ続けることができるとともに、逆方向の回転動作により容
易に第１グラフィカルユーザインタフェースの回転を停止させることができるので、この
点でも、リモートコントローラの操作性を向上させることができる。
【００１８】
　上記一の局面による映像装置において、好ましくは、表示画面部は、第１グラフィカル
ユーザインタフェースが表示される第１選択画面と、第１選択画面において選択決定され
た第１グラフィカルユーザインタフェースの選択項目に対応する複数の第２グラフィカル
ユーザインタフェースが選択可能に表示される第２選択画面とを表示可能なように構成さ
れており、第１選択画面において、リモートコントローラの前後方向の動作に基づいて、
第１グラフィカルユーザインタフェースの所定の選択項目の選択決定が行われた後、第２
選択画面において、リモートコントローラの前後方向の動作に基づいて、ポインタにより
選択された所定の第２グラフィカルユーザインタフェースの決定が行われるように構成さ
れている。このように構成すれば、第１選択画面と第１選択画面により選択した選択項目
を詳細に選択するための第２選択画面との両方において、リモートコントローラの前後方
向の動作により、選択項目の選択決定を行うことができるので、リモートコントローラの
操作性をより向上させることができる。
【００１９】



(6) JP 2010-157930 A 2010.7.15

10

20

30

40

50

　上記一の局面による映像装置において、好ましくは、第１グラフィカルユーザインタフ
ェースが表示画面部に表示されていない状態で、リモートコントローラの前後方向の動作
に基づいて、第１グラフィカルユーザインタフェースが表示画面部に表示されるように構
成されている。このように構成すれば、操作ボタンを設けることなく第１グラフィカルユ
ーザインタフェースを表示画面部に表示させることができるので、これによっても、リモ
ートコントローラの操作性を向上させることができる。
【００２０】
　上記一の局面による映像装置において、好ましくは、リモートコントローラは、スライ
ドさせることによってポインタを表示画面部に表示させるためのスライド部をさらに含む
。このように構成すれば、スライド部をスライドさせることによってポインタを表示画面
部に表示させることができるので、ポインタを表示させるための操作ボタンを設ける必要
がない。
【００２１】
　上記一の局面による映像装置において、好ましくは、映像機器は、テレビジョン放送を
受信するとともに、受信したテレビジョン放送を録画可能な記憶部を含むテレビジョンで
ある。このように構成すれば、テレビジョンを備える映像装置において、操作ボタンを含
まないリモートコントローラを用いるとともに、リモートコントローラの動作に連動する
ように映像機器の表示画面部の第１グラフィカルユーザインタフェースを動かすことによ
って、操作ボタンを押下することなくリモートコントローラを動かすだけで第１グラフィ
カルユーザインタフェースを動かすことができる。これにより、テレビジョンのリモート
コントローラの操作性を向上させることができる。また、テレビジョンのリモートコント
ローラを前後方向に動かすことによって、第１グラフィカルユーザインタフェースの選択
項目を選択決定することができるので、操作ボタンを設けることなく第１グラフィカルユ
ーザインタフェースを選択決定することができる。これによっても、テレビジョンのリモ
ートコントローラの操作性を向上させることができる。また、テレビジョンに記憶部を設
けることによって、外部の録画機器と接続することなく、受信したテレビジョン放送を録
画することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明を具体化した実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２３】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態による映像装置の全体構成を示した図である。また、図
２～図６は、図１に示した本発明の第１実施形態による映像装置の構成の詳細を示した図
である。まず、図１～図６を参照して、本発明の第１実施形態による映像装置１００の構
成について説明する。
【００２４】
　本発明の第１実施形態による映像装置１００は、図１に示すように、リモートコントロ
ーラ１と、液晶テレビジョン２と、外部映像機器３とを備える。なお、液晶テレビジョン
２は、本発明の「映像機器」および「テレビジョン」の一例である。また、リモートコン
トローラ１は、図２～図４に示すように、Ｘ方向に延びる六角柱形状を有する筐体１０に
より構成されている。
【００２５】
　また、リモートコントローラ１は、図５に示すように、運動検出部１１と、制御部１２
と、記憶部１３と、制御信号生成部１４と、赤外線送信部１５とを含んでいる。なお、図
１～図４に示すように、第１実施形態のリモートコントローラ１には操作ボタンは設けら
れていない。なお、赤外線送信部１５は、本発明の「動作信号送信部」の一例である。
【００２６】
　また、運動検出部１１は、Ｘ軸加速度センサ１１ａ、Ｙ軸加速度センサ１１ｂおよびＺ
軸加速度センサ１１ｃからなる。これらＸ軸加速度センサ１１ａ、Ｙ軸加速度センサ１１
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ｂおよびＺ軸加速度センサ１１ｃは、図２および図４に示すように、それぞれ、筐体１０
の内部に収納されている。また、Ｘ軸加速度センサ１１ａ、てＹ軸加速度センサ１１ｂお
よびＺ軸加速度センサ１１ｃは、図５に示すように、リモートコントローラ１のＸ方向、
Ｙ方向およびＺ方向の動作（加速度）を検出するとともに、検出されたＸ方向、Ｙ方向お
よびＺ方向の加速度を制御部１２に出力する機能を有する。
【００２７】
　また、制御部１２は、Ｘ軸加速度センサ１１ａ、Ｙ軸加速度センサ１１ｂおよびＺ軸加
速度センサ１１ｃからそれぞれ出力されたリモートコントローラ１のＸ方向、Ｙ方向およ
びＺ方向の加速度を記憶部１３に一時的に記憶させるように構成されている。また、制御
信号生成部１４は、制御部１２から出力されたリモートコントローラ１のＸ方向、Ｙ方向
およびＺ方向の加速度から検知される動作に対応する制御信号を生成して赤外線送信部１
５に出力する機能を有する。なお、制御信号は、本発明の「動作信号」の一例である。ま
た、赤外線送信部１５は、赤外線通信によって、制御信号生成部１４から出力された制御
信号を外部に向けて発信する機能を有する。
【００２８】
　また、液晶テレビジョン２は、図６に示すように、赤外線受信部２０と、制御部２１と
、記憶部２２と、表示画面部２３と、ＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）２４と
、テレビジョン放送を受信するためのテレビジョン放送受信部２５と、メモリカード３０
を挿入可能なスロット２６とを含む。また、赤外線受信部２０は、赤外線送信部１５から
発信された制御信号を受信するとともに、制御部２１に制御信号を出力する機能を有する
。なお、赤外線受信部２０は、本発明の「動作信号受信部」の一例であり、ＨＤＤ２４は
、本発明の「記憶部」の一例である。
【００２９】
　また、制御部２１は、赤外線受信部２０から出力された制御信号を処理して、制御信号
に対応する後述するメニュアイコン４ａおよび６ａとサムネイル画像５ｂと検索アイコン
５ｄ～５ｇとポインタ５ｈとの動作内容を表示画面部２３に出力する機能を有する。また
、記憶部２２には、予め制御信号に関する処理情報が記憶されており、制御部２１によっ
て、制御信号に関する処理情報が読み出されるように構成されている。また、表示画面部
２３は、略平面状に形成されており、表示画像４０（図１参照）を表示するとともに、メ
ニュアイコン４ａおよび６ａとサムネイル画像５ｂと検索アイコン５ｄ～５ｇとポインタ
５ｈとを表示するように構成されている。また、ＨＤＤ２４およびメモリカード３０には
、複数の表示画像が記憶されており、ＨＤＤ２４およびメモリカード３０は、制御部２１
を介して、記憶されている表示画像を表示画面部２３に表示可能なように構成されている
。
【００３０】
　また、外部映像機器３は、ＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）録画再生機３ａと、ＢＤ
（Ｂｌｕ－Ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）録画再生機３ｂとを含む。また、ＤＶＤ録画再生機３ａお
よびＢＤ録画再生機３ｂは、それぞれ、液晶テレビジョン２と接続されている。また、Ｄ
ＶＤ録画再生機３ａおよびＢＤ録画再生機３ｂには、ＨＤＤ２４およびメモリカード３０
と同様に、それぞれ、複数の表示画像が記憶されており、ＤＶＤ録画再生機３ａおよびＢ
Ｄ録画再生機３ｂは、それぞれ、制御部２１を介して、記憶されている表示画像を表示画
面部２３に表示可能なように構成されている。
【００３１】
　また、図１に示した表示画像４０は、録画画像などであり、複数の表示画像の中の一例
である。また、ＨＤＤ２４、メモリカード３０、ＤＶＤ録画再生機３ａおよびＢＤ録画再
生機３ｂに記憶されている複数の表示画像は、それぞれ、リモートコントローラ１の動き
には反応しない画像である。
【００３２】
　図７～図１６は、本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明する
ための図である。次に、図７～図１６を参照して、本発明の第１実施形態による映像装置
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１００の表示画像選択動作の概略を説明する。
【００３３】
　まず、図７に示すように、液晶テレビジョン２の表示画面部２３には、表示画像４０が
表示されている。ここで、操作者（図示せず）がリモートコントローラ１を後方向である
Ｘ１方向に引くことによって、図８に示すように、第１選択画面４として、メニュアイコ
ン４ａが表示画像４０に重なるように表示画面部２３に表示される。なお、メニュアイコ
ン４ａは、本発明の「第１グラフィカルユーザインタフェース」の一例である。
【００３４】
　ここで、第１実施形態では、メニュアイコン４ａは、リモートコントローラ１と同一の
六角柱形状を有するように表示画面部２３に立体的に表示される。また、六角柱形状のメ
ニュアイコン４ａの６つの側面には、それぞれ、表示画像の選択項目４ｂが表示されてい
る。選択項目４ｂは、たとえば、ＨＤＤ２４、メモリカード３０、ＤＶＤ録画再生機３ａ
およびＢＤ録画再生機３ｂなどを含む。また、メニュアイコン４ａの６つの側面の内、表
示画面部２３において正面に位置するように表示されている側面は、他の側面と異なった
状態で表示されている。これによって、正面に位置する側面に表示されている選択項目４
ｂが、現在選択状態にあることを示している。
【００３５】
　また、第１実施形態では、図９に示すように、操作者がリモートコントローラ１を長手
方向（Ｘ方向）の軸中心回りにＡ方向またはＢ方向に回転させることによって、メニュア
イコン４ａは、リモートコントローラ１の動きに同期（連動）して、リモートコントロー
ラ１と同じ方向（Ｃ方向またはＤ方向）に回転するように表示される。この際、メニュア
イコン４ａの正面に位置する側面が他の側面に切り替わるように表示される。具体的には
、操作者がリモートコントローラ１を右方向（Ａ方向）に回転させることによって、メニ
ュアイコン４ａは一定角度右方向（Ｃ方向）に回転する。これにより、メニュアイコン４
ａの正面に位置する側面が左方向（Ｄ方向）側の側面に切り替わるように表示される。ま
た、操作者がリモートコントローラ１を左方向（Ｂ方向）に回転させることによって、メ
ニュアイコン４ａは一定角度左方向（Ｄ方向）に回転する。これにより、メニュアイコン
４ａの正面に位置する側面が右方向（Ｃ方向）側の側面に切り替わるように表示される。
【００３６】
　また、操作者がリモートコントローラ１を一定の角加速度以上でＡ方向またはＢ方向に
回転させることによって、メニュアイコン４ａは、表示画面部２３において、Ｃ方向また
はＤ方向に継続的に回転するように表示される。この際、メニュアイコン４ａの正面に位
置する側面が他の側面に継続的に切り替わるように表示される。また、メニュアイコン４
ａが表示画面部２３において、Ｃ方向またはＤ方向に継続的に回転するように表示されて
いる状態において、操作者がリモートコントローラ１をメニュアイコン４ａの回転方向と
逆方向に回転させることによって、メニュアイコン４ａの回転は停止されるように表示さ
れる。また、メニュアイコン４ａの回転は停止された際に正面に位置する側面に表示され
ている選択項目４ｂが選択状態になる。
【００３７】
　次に、図１０に示すように、操作者（図示せず）がリモートコントローラ１を後方向で
あるＸ１方向に引くことによって、メニュアイコン４ａの正面に位置する側面に表示され
ている選択項目４ｂが選択決定される。なお、第１実施形態では、ＨＤＤ２４に対応する
選択項目４ｂが選択決定される例について説明する。また、ＨＤＤ２４に対応する選択項
目４ｂが選択決定されることによって、図１１に示すように、表示画面部２３において、
表示画像４０（図７参照）の表示が終了して、第１選択画面４からＨＤＤ２４に対応する
第２選択画面５に切り替わる。一方、図１０に示すように、操作者がリモートコントロー
ラ１を前方向であるＸ２方向に押すことによって、第１選択画面４が選択解除される。つ
まり、第１選択画面４が終了し、図７に示すように、表示画面部２３に表示画像４０のみ
が表示される状態に戻る。
【００３８】
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　また、図１１に示すように、表示画面部２３において、第２選択画面５の中央に広がる
第１表示領域５ａには、複数のサムネイル画像５ｂが表示されている。このサムネイル画
像５ｂは、第１選択画面４において選択決定された選択項目４ｂに対応するＨＤＤ２４に
記憶されている複数の表示画像の一部にそれぞれ対応する。また、表示画面部２３におい
て、第２選択画面５の上部の第２表示領域５ｃには、ＨＤＤ２４に記憶されている複数の
表示画像を検索するための４つの検索アイコン５ｄ～５ｇが表示されている。この４つの
検索アイコン５ｄ～５ｇは、それぞれ、ＨＤＤ２４に記憶されている複数の表示画像に対
する異なる検索方法を表示するように構成されている。具体的には、検索アイコン５ｄ（
Ｐｈｏｔｏ）は、ＨＤＤ２４に記憶されている静止画（表示画像）を検索する検索方法を
表示するように構成されており、検索アイコン５ｅ（Ｄａｔｅ　Ａｌｌ）は、表示画像を
録画した日付によりＨＤＤ２４に記憶されている表示画像を検索する検索方法を表示する
ように構成されている。また、検索アイコン５ｆ（Ｈｉｓｔｏｒｙ　Ａｌｌ）は、表示履
歴によりＨＤＤ２４に記憶されている表示画像を検索する検索方法を表示するように構成
されており、検索アイコン５ｇ（Ｔｉｔｌｅ　Ａｌｌ）は、表示画像のタイトルによりＨ
ＤＤ２４に記憶されている表示画像を検索する検索方法を表示するように構成されている
。なお、サムネイル画像５ｂおよび検索アイコン５ｄ～５ｇは、それぞれ、本発明の「第
２グラフィカルユーザインタフェース」の一例である。
【００３９】
　また、表示画面部２３に第２選択画面５が表示されている状態において、リモートコン
トローラ１を上方向であるＺ１方向に２度連続して動かすことによって、図１２に示すよ
うに、表示画面部２３において、第２選択画面５の略中心にポインタ５ｈが表示される。
このポインタ５ｈは、リモートコントローラ１の上下左右方向（ＹＺ方向）への移動に同
期して上下左右方向に移動する。
【００４０】
　また、図１３に示すように、ポインタ５ｈが、第１表示領域５ａのいずれかのサムネイ
ル画像５ｂに合わされている状態で、操作者（図示せず）がリモートコントローラ１を後
方向であるＸ１方向に引くことによって、ポインタ５ｈに合わされているサムネイル画像
５ｂが選択決定される。これにより、図１４に示すように、表示画面部２３において、第
２選択画面５が終了するとともに、選択決定されたサムネイル画像５ｂに対応する表示画
像５０がＨＤＤ２４から読み出されて表示される。
【００４１】
　また、図１３および図１５に示すように、第２選択画面５において、操作者がリモート
コントローラ１を前方向であるＸ２方向に押すことによって、第２選択画面５が選択解除
される。つまり、第２選択画面５が終了して第１選択画面４に戻る。これにより、図８～
図１０に示すように、表示画面部２３において、再度第１選択画面４として、メニュアイ
コン４ａが表示画像４０に重なるように表示画面部２３に表示される。また、図１５に示
すように、ポインタ５ｈが、第２表示領域５ｃのいずれかの検索アイコンに合わされてい
る状態で、操作者（図示せず）がリモートコントローラ１を後方向であるＸ１方向に引く
ことによって、ポインタ５ｈに合わされている検索アイコン５ｄ～５ｇのいずれかが選択
決定される。なお、第１実施形態では、表示画面を録画した日付によりＨＤＤ２４に記憶
されている表示画像を検索する検索方法を表示する検索アイコン５ｅが選択決定された例
について説明する。これにより、図１６に示すように、表示画面部２３において、第２選
択画面５から第３選択画面６に切り替わる。これにより、選択決定された検索アイコン５
ｅが表示されなくなるとともに、第２選択画面５の上に重なるように、選択決定された検
索アイコン５ｅに対応するメニュアイコン６ａが表示される。つまり、表示画面を録画し
た日付によりＨＤＤ２４に記憶されている表示画像を検索するためのメニュアイコン６ａ
が表示される。
【００４２】
　また、第１実施形態では、図１６に示すように、メニュアイコン６ａは、メニュアイコ
ン４ａと略同一の形状を有するとともに、略同一の動作を行う。具体的には、メニュアイ
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コン６ａは、リモートコントローラ１と同一の形状を有するように表示画面部２３に表示
される。つまり、メニュアイコン６ａは、表示画面部２３に六角柱形状を有するように立
体的に表示される。また、メニュアイコン６ａの６つの側面には、それぞれ、選択決定さ
れた検索アイコン５ｅに対応する選択項目６ｂが表示されている。たとえば、表示画面を
録画した日付によりＨＤＤ２４に記憶されている表示画像を検索するためのメニュアイコ
ン６ａの場合では、「Ａｌｌ（全日付）」、「Ｔｈｉｓ　Ｍｏｎｔｈ（今月）」および「
Ｌａｓｔ　Ｍｏｎｔｈ（先月）」などの選択項目６ｂがメニュアイコン６ａの６つの側面
にそれぞれ表示される。また、正面に位置する側面に表示されている選択項目６ｂが、現
在選択状態にあることを示している。なお、メニュアイコン６ａは、本発明の「第１グラ
フィカルユーザインタフェース」の一例である。
【００４３】
　また、操作者がリモートコントローラ１を右方向（Ａ方向）に回転させることによって
、表示画面部２３においてメニュアイコン６ａは一定角度右方向（Ｅ方向）に回転するよ
うに表示される。これにより、メニュアイコン６ａの正面に位置する側面が左方向（Ｆ方
向）側の側面に切り替わるように表示される。また、操作者がリモートコントローラ１を
左方向（Ｂ方向）に回転させることによって、表示画面部２３においてメニュアイコン６
ａは一定角度左方向（Ｆ方向）に回転するように表示される。これにより、メニュアイコ
ン６ａの正面に位置する側面が右方向（Ｅ方向）側の側面に切り替わるように表示される
。
【００４４】
　また、操作者がリモートコントローラ１を一定の角加速度以上でＡ方向またはＢ方向に
回転させることによって、メニュアイコン６ａは、表示画面部２３において、Ｅ方向また
はＦ方向に継続的に回転するように表示される。また、メニュアイコン６ａが表示画面部
２３において、Ｅ方向またはＦ方向に継続的に回転するように表示されている状態におい
て、操作者がリモートコントローラ１をメニュアイコン６ａの回転方向と逆方向に回転さ
せることによって、メニュアイコン６ａの回転は停止される。また、メニュアイコン６ａ
の回転は停止された際に正面に位置する側面に表示されている選択項目６ｂが選択状態に
なる。
【００４５】
　また、操作者（図示せず）がリモートコントローラ１を後方向であるＸ１方向に引くこ
とによって、メニュアイコン６ａの正面に位置する側面に表示されている選択項目６ｂが
選択決定されるとともに、選択決定された選択項目６ｂに対応する検索が行われる。たと
えば、「Ｌａｓｔ　Ｍｏｎｔｈ（先月）」を選択決定すると、先月の日付の表示画像につ
いて検索が行われる。これにより、図１１に示すように、表示画面部２３において、検索
によって得られた結果が第１表示領域５ａにサムネイル画像５ｂとして表示される。一方
、図１６に示すように、操作者がリモートコントローラ１を前方向であるＸ２方向に押す
ことによって、図１１に示すように、第３選択画面６が選択解除される。つまり、第３選
択画面６から第２選択画面５に切り替わる。これにより、表示画面部２３において、メニ
ュアイコン６ａが表示されなくなり、第２選択画面５が表示される状態に戻る。
【００４６】
　図１７は、本発明の第１実施形態による映像装置のリモートコントローラの制御フロー
を説明するための図である。次に、図１７を参照して、本発明の第１実施形態による映像
装置１００のリモートコントローラ１の画像選択動作における制御フローを説明する。
【００４７】
　まず、図１７に示すように、ステップＳ１において、Ｘ軸加速度センサ１１ａに反応が
あったか否かが判断される。つまり、リモートコントローラ１がＸ方向に移動したか否か
判断される。そして、ステップＳ１において、Ｘ軸加速度センサ１１ａに反応があったと
判断された場合には、ステップＳ２に進み、Ｘ軸加速度センサ１１ａの情報（加速度デー
タ）が記憶部１３に一時的に記憶される。そして、ステップＳ３に進む。また、ステップ
Ｓ１において、Ｘ軸加速度センサ１１ａに反応がなかったと判断された場合には、ステッ
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プＳ３に進む。
【００４８】
　次に、ステップＳ３において、Ｙ軸加速度センサ１１ｂに反応があったか否かが判断さ
れる。つまり、リモートコントローラ１がＹ方向に移動したか否か判断される。そして、
ステップＳ３において、Ｙ軸加速度センサ１１ｂに反応があったと判断された場合には、
ステップＳ４に進み、Ｙ軸加速度センサ１１ｂの情報（加速度データ）が記憶部１３に一
時的に記憶される。そして、ステップＳ５に進む。また、ステップＳ３において、Ｙ軸加
速度センサ１１ｂに反応がなかったと判断された場合には、ステップＳ５に進む。
【００４９】
　さらに、ステップＳ５において、Ｚ軸加速度センサ１１ｃに反応があったか否かが判断
される。つまり、リモートコントローラ１がＺ方向に移動したか否か判断される。そして
、ステップＳ５において、Ｚ軸加速度センサ１１ｃに反応があったと判断された場合には
、ステップＳ６に進み、Ｚ軸加速度センサ１１ｃの情報（加速度データ）が記憶部１３に
一時的に記憶される。そして、ステップＳ７に進む。また、ステップＳ５において、Ｚ軸
加速度センサ１１ｃに反応がなかったと判断された場合には、ステップＳ７に進む。
【００５０】
　そして、ステップＳ７において、記憶部１３にＸ軸加速度センサ１１ａの情報、Ｙ軸加
速度センサ１１ｂの情報およびＺ軸加速度センサ１１ｃの情報が記憶されているか否かが
判断される。そして、ステップＳ７において、記憶部１３にＸ軸加速度センサ１１ａの情
報、Ｙ軸加速度センサ１１ｂの情報およびＺ軸加速度センサ１１ｃの情報のうち少なくと
も１つ以上の情報が記憶されていると判断された場合には、ステップＳ８に進み、リモー
トコントローラ１のＸ方向、Ｙ方向およびＺ方向の加速度から検知される動作に対応する
制御信号が制御信号生成部１４において生成され、赤外線送信部１５に出力される。そし
て、ステップＳ９に進み、制御信号が赤外線送信部１５から外部に向けて発信される。そ
して、リモートコントローラ１の制御が終了される。また、ステップＳ７において、記憶
部１３にＸ軸加速度センサ１１ａの情報、Ｙ軸加速度センサ１１ｂの情報およびＺ軸加速
度センサ１１ｃの情報のうちいずれの情報も記憶されていないと判断された場合には、リ
モートコントローラ１の制御が終了される。
【００５１】
　図１８～図２０は、本発明の第１実施形態による映像装置の液晶テレビジョンの制御フ
ローを説明するための図である。次に、図７、図１４および図１８～図２０を参照して、
本発明の第１実施形態による映像装置１００の液晶テレビジョン２の画像選択動作におけ
る制御フローを説明する。
【００５２】
　まず、図１８に示すように、ステップＳ２０において、赤外線受信部２０が赤外線送信
部１５から発信された制御信号を受信したか否かが判断される。そして、ステップＳ２０
において、赤外線受信部２０が赤外線送信部１５から発信された制御信号を受信したと判
断された場合には、ステップＳ２１に進む。また、ステップＳ２０において、赤外線受信
部２０が赤外線送信部１５から発信された制御信号を受信していないと判断された場合に
は、赤外線受信部２０が赤外線送信部１５から発信された制御信号を受信したと判断され
るまで、この処理を繰り返す。
【００５３】
　次に、ステップＳ２１において、表示画面部２３に第１選択画面４、第２選択画面５お
よび第３選択画面６のいずれかが表示されているか否かが判断される。そして、ステップ
Ｓ２１において、表示画面部２３に第１選択画面４、第２選択画面５および第３選択画面
６のいずれかが表示されていると判断された場合には、ステップＳ２２に進む。また、ス
テップＳ２１において、表示画面部２３に第１選択画面４、第２選択画面５および第３選
択画面６のいずれも表示されていないと判断された場合には、ステップＳ２３に進む。
【００５４】
　次に、ステップＳ２２において、表示画面部２３に表示されている選択画面が、第１選
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択画面４であるか否かが判断される。そして、ステップＳ２２において、表示画面部２３
に表示されている選択画面が、第１選択画面４であると判断された場合には、ステップＳ
２４に進む。また、ステップＳ２２において、表示画面部２３に表示されている選択画面
が、第１選択画面４でないと判断された場合には、ステップＳ４３（図１９参照）に進む
。
【００５５】
　また、ステップＳ２３において、赤外線受信部２０が受信した制御信号が、リモートコ
ントローラ１の後方向であるＸ１方向に引かれた動きについてであるか否かが判断される
。そして、ステップＳ２３において、リモートコントローラ１が後方向に引かれたと判断
された場合には、ステップＳ２５に進み、第１選択画面４として、メニュアイコン４ａが
表示画像４０に重なるように表示画面部２３に表示される。その後、ステップＳ２４に進
む。また、ステップＳ２３において、リモートコントローラ１が後方向に引かれていない
と判断された場合には、液晶テレビジョン２の制御が終了される。
【００５６】
　次に、ステップＳ２４において、赤外線受信部２０が受信した制御信号が、リモートコ
ントローラ１のＹＺ平面上の回転運動についてであるか否かが判断される。そして、ステ
ップＳ２４において、リモートコントローラ１が回転運動したと判断された場合には、ス
テップＳ２６に進む。また、ステップＳ２４において、リモートコントローラ１が回転運
動していないと判断された場合には、ステップＳ３７に進む。
【００５７】
　次に、ステップＳ２６において、リモートコントローラ１が右（Ａ方向）回転したか否
かが判断される。そして、ステップＳ２６において、リモートコントローラ１が右回転し
たと判断された場合には、ステップＳ２７に進む。また、ステップＳ２６において、リモ
ートコントローラ１が左（Ｂ方向）回転したと判断された場合には、ステップＳ３２に進
む。
【００５８】
　次に、ステップＳ２７において、表示画面部２３において、メニュアイコン４ａが継続
的に左回転しているか否かが判断される。そして、ステップＳ２７において、メニュアイ
コン４ａが継続的に左（Ｄ方向）回転していると判断された場合には、ステップＳ２８に
進み、表示画面部２３において、メニュアイコン４ａの左回転が停止される。そして、液
晶テレビジョン２の制御が終了される。また、ステップＳ２７において、メニュアイコン
４ａが継続的に左回転していないと判断された場合には、ステップＳ２９に進む。
【００５９】
　また、ステップＳ２９において、リモートコントローラ１が一定の角加速度以上で右回
転したか否かが判断される。そして、ステップＳ２９において、リモートコントローラ１
が一定の角加速度以上で右回転したと判断された場合には、ステップＳ３０に進み、表示
画面部２３において、メニュアイコン４ａが継続的に右（Ｃ方向）回転する。そして、液
晶テレビジョン２の制御が終了される。また、ステップＳ２９において、リモートコント
ローラ１が一定の角加速度よりも小さい角加速度で右回転したと判断された場合には、ス
テップＳ３１に進み、メニュアイコン４ａが一定角度（６０度）右回転する。そして、液
晶テレビジョン２の制御が終了される。
【００６０】
　次に、ステップＳ３２において、表示画面部２３において、メニュアイコン４ａが継続
的に右回転しているか否かが判断される。そして、ステップＳ３２において、メニュアイ
コン４ａが継続的に右回転していると判断された場合には、ステップＳ３３に進み、表示
画面部２３において、メニュアイコン４ａの右回転が停止される。そして、液晶テレビジ
ョン２の制御が終了される。また、ステップＳ３２において、メニュアイコン４ａが継続
的に右回転していないと判断された場合には、ステップＳ３４に進む。
【００６１】
　また、ステップＳ３４において、リモートコントローラ１が一定の角加速度以上で左回
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転したか否かが判断される。そして、ステップＳ３４において、リモートコントローラ１
が一定の角加速度以上で左回転したと判断された場合には、ステップＳ３５に進み、表示
画面部２３において、メニュアイコン４ａが継続的に左回転する。そして、液晶テレビジ
ョン２の制御が終了される。また、ステップＳ３４において、リモートコントローラ１が
一定の角加速度よりも小さい角加速度で左回転したと判断された場合には、ステップＳ３
６に進み、メニュアイコン４ａが一定角度（６０度）左回転する。そして、液晶テレビジ
ョン２の制御が終了される。
【００６２】
　また、ステップＳ３７において、赤外線受信部２０が受信した制御信号が、リモートコ
ントローラ１のＸ軸上の前後移動についてであるか否かが判断される。そして、ステップ
Ｓ３７において、リモートコントローラ１が前後移動したと判断された場合には、ステッ
プＳ３８に進む。また、ステップＳ３７において、リモートコントローラ１が前後移動し
ていないと判断された場合には、液晶テレビジョン２の制御が終了される。
【００６３】
　次に、ステップＳ３８において、リモートコントローラ１が前方向であるＸ２方向に押
されたか否かが判断される。そして、ステップＳ３８において、リモートコントローラ１
が前方向であるＸ２方向に押されたと判断された場合には、ステップＳ３９に進み、第１
選択画面４が選択解除され、第１選択画面４が終了し、表示画面部２３において、表示画
像４０のみが表示される状態に戻る。そして、液晶テレビジョン２の制御が終了される。
また、ステップＳ３８において、リモートコントローラ１が後方向であるＸ１方向に引か
れたと判断された場合には、ステップＳ４０に進み、メニュアイコン４ａの正面に位置す
る側面に表示されている選択項目４ｂが選択決定される。そして、ステップＳ４１に進み
、第１選択画面４が終了し、表示画像４０（図７参照）の表示が終了される。そして、ス
テップＳ４２に進み、第２選択画面５が表示される。そして、液晶テレビジョン２の制御
が終了される。
【００６４】
　また、図１９に示すように、ステップＳ４３において、表示画面部２３に表示されてい
る選択画面が、第２選択画面５であるか否かが判断される。そして、ステップＳ４３にお
いて、表示画面部２３に表示されている選択画面が、第２選択画面５であると判断された
場合には、ステップＳ４４に進む。また、ステップＳ４３において、表示画面部２３に表
示されている選択画面が、第３選択画面６であると判断された場合には、ステップＳ６０
（図２０参照）に進む。
【００６５】
　次に、ステップＳ４４において、表示画面部２３において、ポインタ５ｈが表示されて
いるか否かが判断される。そして、ステップＳ４４において、ポインタ５ｈが表示されて
いると判断された場合には、ステップＳ４５に進む。また、ステップＳ４４において、ポ
インタ５ｈが表示されていないと判断された場合には、ステップＳ４６に進み、ステップ
Ｓ４６において、リモートコントローラ１が上方向に２度連続して動かされたか否かが判
断される。そして、ステップＳ４６において、リモートコントローラ１が上方向に２度連
続して動かされたと判断された場合には、ステップＳ４７に進み、表示画面部２３におい
て、ポインタ５ｈが表示される。そして、ステップＳ４５に進む。また、ステップＳ４６
において、リモートコントローラ１が上方向に２度連続して動かされていないと判断され
た場合には、液晶テレビジョン２の制御が終了される。
【００６６】
　次に、ステップＳ４５において、赤外線受信部２０が受信した制御信号が、リモートコ
ントローラ１のＹ軸およびＺ軸上の上下左右運動についてであるか否かが判断される。そ
して、ステップＳ４５において、リモートコントローラ１が上下左右に動かされたと判断
された場合には、ステップＳ４８に進み、リモートコントローラ１の上下左右方向への移
動に同期して、表示画面部２３において、ポインタ５ｈが上下左右方向に移動するように
表示される。そして、液晶テレビジョン２の制御が終了される。また、ステップＳ４５に
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おいて、リモートコントローラ１が前後方向（Ｘ方向）に動かされたと判断された場合に
は、ステップＳ４９に進む。
【００６７】
　次に、ステップＳ４９において、リモートコントローラ１が前方向であるＸ２方向に押
されたか否かが判断される。そして、ステップＳ４９において、リモートコントローラ１
が前方向であるＸ２方向に押されたと判断された場合には、第２選択画面５が選択解除さ
れ、ステップＳ５０に進み、表示画面部２３において、第２選択画面５が終了し、ステッ
プＳ５１に進み、第１選択画面４に戻る。そして、液晶テレビジョン２の制御が終了され
る。また、ステップＳ４９において、リモートコントローラ１が後方向であるＸ１方向に
引かれたと判断された場合には、ステップＳ５２に進む。
【００６８】
　次に、ステップＳ５２において、ポインタ５ｈが、サムネイル画像５ｂのいずれか１つ
に合わされているか否かが判断される。つまり、ポインタ５ｈがサムネイル画像５ｂのい
ずれかを選択しているか否かが判断される。そして、ステップＳ５２において、ポインタ
５ｈがサムネイル画像５ｂのいずれかを選択していると判断された場合には、ステップＳ
５３に進み、ポインタ５ｈに選択されているサムネイル画像５ｂが選択決定される。そし
て、ステップＳ５４に進み、第２選択画面５が終了し、ステップＳ５５に進み、表示画面
部２３において、選択決定されたサムネイル画像５ｂに関する表示画像５０（図１４参照
）が読み出されて表示される。そして、液晶テレビジョン２の制御が終了される。また、
ステップＳ５２において、ポインタ５ｈが、サムネイル画像５ｂのいずれにも合わされて
いないと判断された場合には、ステップＳ５６に進む。
【００６９】
　次に、ステップＳ５６において、ポインタ５ｈが、検索アイコン５ｄ～５ｇのいずれか
１つに合わされているか否かが判断される。つまり、ポインタ５ｈが検索アイコン５ｄ～
５ｇのいずれかを選択しているか否かが判断される。そして、ステップＳ５６において、
ポインタ５ｈが検索アイコン５ｄ～５ｇのいずれかを選択していると判断された場合には
、ステップＳ５７に進み、ポインタ５ｈに選択されている検索アイコン５ｄ～５ｇが選択
決定される。そして、ステップＳ５８に進み、第２選択画面５が終了し、ステップＳ５９
に進み、表示画面部２３において、第３選択画面６が表示される。そして、液晶テレビジ
ョン２の制御が終了される。また、ステップＳ５６において、ポインタ５ｈが検索アイコ
ン５ｄ～５ｇのいずれも選択していないと判断された場合には、液晶テレビジョン２の制
御が終了される。
【００７０】
　また、図２０に示すように、ステップＳ６０において、赤外線受信部２０が受信した制
御信号が、リモートコントローラ１のＹＺ平面上の回転運動についてであるか否かが判断
される。そして、ステップＳ６０において、リモートコントローラ１が回転運動したと判
断された場合には、ステップＳ６１に進む。また、ステップＳ６０において、リモートコ
ントローラ１が回転運動していないと判断された場合には、ステップＳ６２に進む。
【００７１】
　次に、ステップＳ６１において、リモートコントローラ１が右（Ａ方向）回転したか否
かが判断される。そして、ステップＳ６１において、リモートコントローラ１が右回転し
たと判断された場合には、ステップＳ６３に進む。また、ステップＳ６１において、リモ
ートコントローラ１が左（Ｂ方向）回転したと判断された場合には、ステップＳ６８に進
む。
【００７２】
　次に、ステップＳ６３において、表示画面部２３において、メニュアイコン６ａが継続
的に左（Ｆ方向）回転しているか否かが判断される。そして、ステップＳ６３において、
メニュアイコン６ａが継続的に左回転していると判断された場合には、ステップＳ６４に
進み、表示画面部２３において、メニュアイコン６ａの左回転が停止される。そして、液
晶テレビジョン２の制御が終了される。また、ステップＳ６３において、メニュアイコン
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６ａが継続的に左回転していないと判断された場合には、ステップＳ６５に進む。
【００７３】
　また、ステップＳ６５において、リモートコントローラ１が一定の角加速度以上で右（
Ｅ方向）回転したか否かが判断される。そして、ステップＳ６５において、リモートコン
トローラ１が一定の角加速度以上で右回転したと判断された場合には、ステップＳ６６に
進み、表示画面部２３において、メニュアイコン６ａが継続的に右回転する。そして、液
晶テレビジョン２の制御が終了される。また、ステップＳ６５において、リモートコント
ローラ１が一定の角加速度よりも小さい角加速度で右回転したと判断された場合には、ス
テップＳ６７に進み、メニュアイコン６ａが一定角度（６０度）右回転する。そして、液
晶テレビジョン２の制御が終了される。
【００７４】
　また、ステップＳ６８において、表示画面部２３において、メニュアイコン６ａが継続
的に右回転しているか否かが判断される。そして、ステップＳ６８において、メニュアイ
コン６ａが継続的に右回転していると判断された場合には、ステップＳ６９に進み、表示
画面部２３において、メニュアイコン６ａの右回転が停止される。そして、液晶テレビジ
ョン２の制御が終了される。また、ステップＳ６８において、メニュアイコン６ａが継続
的に右回転していないと判断された場合には、ステップＳ７０に進む。
【００７５】
　また、ステップＳ７０において、リモートコントローラ１が一定の角加速度以上で左回
転したか否かが判断される。そして、ステップＳ７０において、リモートコントローラ１
が一定の角加速度以上で左回転したと判断された場合には、ステップＳ７１に進み、表示
画面部２３において、メニュアイコン６ａが継続的に左回転する。そして、液晶テレビジ
ョン２の制御が終了される。また、ステップＳ７０において、リモートコントローラ１が
一定の角加速度よりも小さい角加速度で左回転したと判断された場合には、ステップＳ７
２に進み、メニュアイコン６ａが一定角度（６０度）左回転する。そして、液晶テレビジ
ョン２の制御が終了される。
【００７６】
　また、ステップＳ６２において、赤外線受信部２０が受信した制御信号が、リモートコ
ントローラ１のＸ軸上の前後移動についてであるか否かが判断される。そして、ステップ
Ｓ６２において、リモートコントローラ１が前後移動したと判断された場合には、ステッ
プＳ７３に進む。また、ステップＳ６２において、リモートコントローラ１が前後移動し
ていないと判断された場合には、液晶テレビジョン２の制御が終了される。
【００７７】
　次に、ステップＳ７３において、リモートコントローラ１が前方向であるＸ２方向に押
されたか否かが判断される。そして、ステップＳ７３において、リモートコントローラ１
が前方向であるＸ２方向に押されたと判断された場合には、第３選択画面６が選択解除さ
れ、ステップＳ７４に進み、第３選択画面６が終了し、ステップＳ７５に進み、表示画面
部２３において、第２選択画面５が表示される状態に戻る。そして、液晶テレビジョン２
の制御が終了される。また、ステップＳ７３において、リモートコントローラ１が後方向
であるＸ１方向に引かれたと判断された場合には、ステップＳ７６に進み、メニュアイコ
ン６ａの正面に位置する側面に表示されている選択項目６ｂが選択決定される。そして、
ステップＳ７７に進み、選択決定された選択項目６ｂに対応する検索が行われる。そして
、ステップＳ７８に進み、表示画面部２３において、検索によって得られた結果が第１表
示領域５ａにサムネイル画像５ｂとして表示される。そして、液晶テレビジョン２の制御
が終了される。
【００７８】
　第１実施形態では、上記のように、操作ボタンを含まないリモートコントローラ１を用
いるとともに、リモートコントローラ１の動作に連動するように液晶テレビジョン２の表
示画面部２３のメニュアイコン４ａおよび６ａを動かすことによって、操作ボタンを押下
することなくリモートコントローラ１を動かすだけでメニュアイコン４ａおよび６ａを動
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かすことができる。これにより、リモートコントローラ１の操作性を向上させることがで
きる。また、リモートコントローラ１の前後方向（Ｘ方向）の動きによって、選択されて
いるメニュアイコン４ａの選択項目４ｂおよびメニュアイコン６ａの選択項目６ｂとサム
ネイル画像５ｂと検索アイコン５ｄ～５ｇとが選択決定されるように構成することによっ
て、操作ボタンを設けることなくメニュアイコン４ａの選択項目４ｂおよびメニュアイコ
ン６ａの選択項目６ｂとサムネイル画像５ｂと検索アイコン５ｄ～５ｇとを選択決定する
ことができる。また、略平面状の表示画面部２３においては、メニュアイコン４ａの選択
項目４ｂおよびメニュアイコン６ａの選択項目６ｂとサムネイル画像５ｂと検索アイコン
５ｄ～５ｇとをリモートコントローラ１の前後方向の動きに同期（連動）させて動かす機
会が少ないので、その他の方向にリモートコントローラ１を動かす場合と比べて、より確
実に、メニュアイコン４ａの選択項目４ｂおよびメニュアイコン６ａの選択項目６ｂとサ
ムネイル画像５ｂと検索アイコン５ｄ～５ｇとを選択決定することができる。
【００７９】
　また、第１実施形態では、上記のように、操作者がリモートコントローラ１を長手方向
（Ｘ方向）の軸中心回りにＡ方向またはＢ方向に回転させることにより、メニュアイコン
４ａおよび６ａを、リモートコントローラ１の動きに同期（連動）して、リモートコント
ローラ１と同じ方向（Ｃ方向またはＤ方向）に回転するように表示することによって、操
作者がリモートコントローラ１を回転させる動作とリモートコントローラ１を前後方向（
Ｘ方向）に動かす動作とを行うことによって、容易にメニュアイコン４ａの選択項目４ｂ
およびメニュアイコン６ａの選択項目６ｂを選択決定することができる。
【００８０】
　また、第１実施形態では、上記のように、操作者がリモートコントローラ１を長手方向
（Ｘ方向）の軸中心回りにＡ方向またはＢ方向に回転させることによって、メニュアイコ
ン４ａおよび６ａを、リモートコントローラ１と同じ方向（Ｃ方向またはＤ方向）に継続
的に回転するように表示するとともに、メニュアイコン４ａおよび６ａが表示画面部２３
において継続的に回転するように表示されている状態において、操作者がリモートコント
ローラ１をメニュアイコン４ａおよび６ａの回転方向と逆方向に回転させることによって
、メニュアイコン４ａおよび６ａの回転を停止するように構成することによって、リモー
トコントローラ１を何度も回転させることなく表示画面部２３に表示されるメニュアイコ
ン４ａおよび６ａを回転させ続けることができるとともに、逆方向の回転動作により容易
にメニュアイコン４ａおよび６ａの回転を停止させることができるので、この点でも、リ
モートコントローラ１の操作性を向上させることができる。
【００８１】
　また、第１実施形態では、上記のように、表示画面部２３を、リモートコントローラ１
の六角柱形状に対応するように六角柱形状を有するように表示されたメニュアイコン４ａ
が表示される第１選択画面４を表示可能なように構成することによって、メニュアイコン
４ａが立体的に表示されるとともに、メニュアイコン４ａの形状とリモートコントローラ
１の形状とが対応するので、操作者に対して、より直感的な操作感を十分に与えることが
できる。また、第２選択画面５において、ポインタ５ｈによって、サムネイル画像５ｂお
よび検索アイコン５ｄ～５ｇが選択されるように構成することによって、確実に、操作者
にサムネイル画像５ｂおよび検索アイコン５ｄ～５ｇを選択させることができる。
【００８２】
　また、第１実施形態では、上記のように、第１選択画面４において、リモートコントロ
ーラ１の前後方向（Ｘ方向）の動作に基づいて、メニュアイコン４ａの所定の選択項目４
ｂの選択決定が行われた後、第２選択画面５において、リモートコントローラ１の前後方
向の動作に基づいて、ポインタ５ｈにより選択された所定のサムネイル画像５ｂおよび検
索アイコン５ｄ～５ｇの決定が行われるように構成することによって、第１選択画面４と
第１選択画面４により選択した選択項目４ｂを詳細に選択するための第２選択画面５との
両方において、リモートコントローラ１の前後方向の動作により、選択項目４ｂの選択決
定を行うことができるので、リモートコントローラ１の操作性をより向上させることがで
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きる。
【００８３】
　また、第１実施形態では、上記のように、操作者がリモートコントローラ１を後方向で
あるＸ１方向に引くことによって、第１選択画面４において、メニュアイコン４ａを表示
画像４０に重なるように表示画面部２３に表示するように構成することによって、操作ボ
タンを設けることなくメニュアイコン４ａを表示画面部２３に表示させることができるの
で、これによっても、リモートコントローラ１の操作性を向上させることができる。
【００８４】
　また、第１実施形態では、上記のように、液晶テレビジョン２にＨＤＤ２４を設けるこ
とによって、外部の録画機器などと接続することなく、受信したテレビジョン放送を録画
することができる。
【００８５】
　（第２実施形態）
　図２１は、本発明の第２実施形態による映像装置の全体構成を示した図である。図２２
～図２４は、図２１に示した本発明の第２実施形態による映像装置の構成の詳細を示した
図である。図２１～図２４を参照して、この第２実施形態による映像装置２００では、上
記第１実施形態と異なり、リモートコントローラ２０１にスライド部２１６が設けられて
いる場合について説明する。
【００８６】
　本発明の第２実施形態による映像装置２００のリモートコントローラ２０１は、図２１
～図２３に示すように、Ｘ方向に延びる六角柱形状を有する筐体２１０により構成されて
いる。さらに、リモートコントローラ２０１には、筐体２１０のＸ２方向側に、Ｘ２方向
にスライド可能なスライド部２１６がさらに設けられている。このスライド部２１６は、
図２４に示すように、Ｘ２方向にスライドされた場合に、スライド状態であるという信号
を制御部１２に出力するように構成されている。なお、リモートコントローラ２０１には
操作ボタンは設けられていない。なお、第２実施形態のその他の構造は、第１実施形態と
同様である。
【００８７】
　図２５および図２６は、本発明の第２実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説
明するための図である。次に、図２５および図２６を参照して、本発明の第２実施形態に
よる映像装置２００の表示画像選択動作の概略を説明する。
【００８８】
　第２実施形態による映像装置２００の表示画像選択動作において、図２５に示すように
、第２選択画面５において、リモートコントローラ２０１のスライド部２１６を前方向で
あるＸ２方向にスライドさせることによって、図２６に示すように、表示画面部２３にお
いて、第２選択画面５の略中心にポインタ５ｈが表示される。このポインタ５ｈは、リモ
ートコントローラ１の上下左右方向（ＹＺ方向）への移動に同期（連動）して上下左右方
向に移動するように表示されるとともに、スライド部２１６のＸ２方向へのスライドを終
了することによって、第２選択画面５に表示されているポインタ５ｈが表示されなくなる
。なお、第２実施形態のその他の表示画像選択動作は、第１実施形態と同様である。
【００８９】
　図２７は、本発明の第２実施形態による映像装置のリモートコントローラの制御フロー
を説明するための図である。次に、図２７を参照して、本発明の第２実施形態による映像
装置２００のリモートコントローラ２０１の画像選択動作における制御フローを説明する
。
【００９０】
　第２実施形態による映像装置２００のリモートコントローラ２０１では、図２７に示す
ように、ステップＳ７において、記憶部１３にＸ軸加速度センサ１１ａの情報、Ｙ軸加速
度センサ１１ｂの情報およびＺ軸加速度センサ１１ｃの情報のうち少なくとも１つ以上の
情報が記憶されていると判断された場合には、ステップＳ８に進み、リモートコントロー
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ラ２０１のＸ方向、Ｙ方向およびＺ方向の加速度から検知される動作に対応する制御信号
が制御信号生成部１４において生成され、赤外線送信部１５に出力される。そして、ステ
ップＳ２１０に進む。また、ステップＳ７において、記憶部１３にＸ軸加速度センサ１１
ａの情報、Ｙ軸加速度センサ１１ｂの情報およびＺ軸加速度センサ１１ｃの情報のうちい
ずれの情報も記憶されていないと判断された場合には、ステップＳ２１０に進む。
【００９１】
　次に、ステップＳ２１０において、リモートコントローラ２０１のスライド部２１６が
Ｘ２方向にスライドしているか否かが判断される。そして、ステップＳ２１０において、
スライド部２１６がスライドしていると判断された場合には、ステップＳ２１１に進み、
スライド状態であることを示すスライド信号が制御信号生成部１４において生成され、赤
外線送信部１５に出力される。そして、ステップＳ２１２に進む。また、ステップＳ２１
０において、スライド部２１６がスライドしていないと判断された場合には、ステップＳ
２１２に進む。
【００９２】
　次に、ステップＳ２１２において、リモートコントローラ２０１の制御信号生成部１４
において、制御信号およびスライド信号が生成されたか否かが判断される。そして、ステ
ップＳ２１２において、制御信号およびスライド信号の少なくとも１つが生成されたと判
断された場合には、ステップＳ２０９に進み、生成された制御信号およびスライド信号が
赤外線送信部１５から外部に向けて発信される。そして、リモートコントローラ２０１の
制御が終了される。また、ステップＳ２１２において、制御信号およびスライド信号が生
成されていないと判断された場合には、リモートコントローラ２０１の制御が終了される
。なお、第２実施形態のリモートコントローラ２０１のその他の制御は、第１実施形態と
同様である。
【００９３】
　図２８は、本発明の第２実施形態による映像装置の液晶テレビジョンの制御フローを説
明するための図である。次に、図２８を参照して、本発明の第２実施形態による映像装置
２００の液晶テレビジョン２の画像選択動作における制御フローを説明する。
【００９４】
　第２実施形態による映像装置２００の液晶テレビジョン２では、図２８に示すように、
ステップＳ４３において、表示画面部２３に表示されている選択画面が、第２選択画面５
であるか否かが判断される。そして、ステップＳ４３において、表示画面部２３に表示さ
れている選択画面が、第２選択画面５であると判断された場合には、ステップＳ２９０に
進む。
【００９５】
　次に、ステップＳ２９０において、赤外線受信部２０がスライド信号を受信したか否か
が判断される。そして、ステップＳ２９０において、赤外線受信部２０がスライド信号を
受信したと判断された場合には、ステップＳ２４７に進み、表示画面部２３において、ポ
インタ５ｈが表示される。そして、ステップＳ４５に進む。また、ステップＳ２９０にお
いて、赤外線受信部２０がスライド信号を受信していないと判断された場合には、液晶テ
レビジョン２の制御が終了される。なお、第２実施形態の液晶テレビジョン２のその他の
制御は、第１実施形態と同様である。
【００９６】
　第２実施形態では、上記のように、リモートコントローラ２０１にポインタ５ｈを表示
画面部２３に表示させるためのスライド部２１６を設けることによって、スライド部２１
６をスライドさせることによってポインタ５ｈを表示画面部２３に表示させることができ
るので、ポインタ５ｈを表示させるための操作ボタンを設ける必要がない。なお、第２実
施形態のその他の効果は、第１実施形態と同様である。
【００９７】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
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囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００９８】
　たとえば、上記第１および第２実施形態では、液晶テレビジョン２を含む映像装置に本
発明を適用した例を示したが、本発明はこれに限らず、たとえば、パーソナルコンピュー
タなどのように、リモートコントローラと映像機器（ディスプレイ）とを備えた映像装置
であれば本発明を適用することができる。
【００９９】
　また、上記第１および第２実施形態では、リモートコントローラが前方向であるＸ２方
向に押されることによって選択解除されるとともに、リモートコントローラが後方向であ
るＸ１方向に引かれることによって選択決定されるように構成した例を示したが、本発明
はこれに限らず、リモートコントローラが前方向であるＸ２方向に押されることによって
選択決定されるとともに、リモートコントローラが後方向であるＸ１方向に引かれること
によって選択解除されるように構成してもよい。
【０１００】
　また、上記第１および第２実施形態では、メニュアイコン４ａおよび６ａを、リモート
コントローラと同一の形状（六角柱形状）を有するように表示画面部２３に表示させた例
を示したが、本発明はこれに限らず、メニュアイコンは、リモートコントローラとは異な
る形状を有するように表示画面部に表示させてもよい。
【０１０１】
　また、上記第１および第２実施形態では、メニュアイコン４ａおよび６ａを、リモート
コントローラと同一の六角柱形状を有するように表示画面部２３に表示させた例を示した
が、本発明はこれに限らず、メニュアイコンおよびリモートコントローラは、六角柱形状
に限られず、四角柱形状や、八角柱形状、円柱形状などでもよいし、柱形状を有していな
くてもよい。
【０１０２】
　また、上記第１および第２実施形態では、第２選択画面５において、第１表示領域５ａ
を中央に広がる位置に配置するとともに、第２表示領域５ｃを第２選択画面５の上部に配
置した例を示したが、本発明はこれに限らず、第１表示領域および第２表示領域の配置は
特に限定されない。
【０１０３】
　また、上記第１および第２実施形態では、第２選択画面５において、サムネイル画像５
ｂによって、表示画像を表示するように構成した例を示したが、本発明はこれに限らず、
たとえば、文章などによって、表示画像を表示するように構成してもよい。
【０１０４】
　また、上記第１および第２実施形態では、運動検出部１１がＸ軸加速度センサ１１ａ、
Ｙ軸加速度センサ１１ｂおよびＺ軸加速度センサ１１ｃからなる例を示したが、本発明は
これに限らず、運動検出部を加速度センサ以外のセンサからなるように構成してもよい。
たとえば、ジャイロセンサや、地磁気センサなどを組み合わせることによって、３軸方向
の動きを検出するように構成してもよい。また、２軸方向の動きを検出する運動検出部を
用いてもよい。
【０１０５】
　また、上記第１および第２実施形態では、第２選択画面５においてのみ、ポインタ５ｈ
を表示させて、リモートコントローラを後方向であるＸ１方向に引くことによって選択決
定した例を示したが、本発明はこれに限らず、第１選択画面または第３選択画面において
も、ポインタを表示させた状態で、リモートコントローラの前後方向の動作により選択決
定するように構成してもよい。
【０１０６】
　また、上記第１および第２実施形態では、赤外線送信部１５と赤外線受信部２０とは、
赤外線通信によって、送受信する例を示したが、本発明はこれに限らず、送信部と受信部
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との送受信の方法は赤外線に限定されず、赤外線通信以外のたとえば電波などを用いる無
線通信によって送受信するように構成してもよい。
【０１０７】
　また、上記第１および第２実施形態では、操作者がリモートコントローラを後方向であ
るＸ１方向に引くことによって、第１選択画面４において、メニュアイコン４ａを表示画
面部２３に表示した例を示したが、本発明はこれに限らず、その他の動きによって、メニ
ュアイコンを表示画面部に表示させてもよい。
【０１０８】
　また、上記第１および第２実施形態では、第１選択画面４として、メニュアイコン４ａ
が表示画像４０に重なるように表示画面部２３に表示した例を示したが、本発明はこれに
限らず、第１選択画面として、表示画像を表示させずにメニュアイコンのみを表示させる
ように構成してもよい。
【０１０９】
　また、上記第１実施形態では、ポインタ５ｈを表示させるために、リモートコントロー
ラ１を上方向に２度連続して動かした例を示したが、本発明はこれに限らず、リモートコ
ントローラのその他の動きによって、ポインタを表示させるように構成してもよい。たと
えば、下方向に一定の加速度で動かすことによって、ポインタを表示させるように構成し
てもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１１０】
【図１】本発明の第１実施形態による映像装置の全体構成を示した図である。
【図２】図１に示した映像装置のリモートコントローラの構成を示した斜視図である。
【図３】図１に示した映像装置のリモートコントローラの構成を示した正面図である。
【図４】図１に示した映像装置のリモートコントローラの構成を示した側面図である。
【図５】図１に示した映像装置のリモートコントローラの内部構成を示すブロック図であ
る。
【図６】図１に示した映像装置の液晶テレビジョンの内部構成を示すブロック図である。
【図７】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図で
ある。
【図８】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図で
ある。
【図９】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図で
ある。
【図１０】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図１１】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図１２】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図１３】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図１４】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図１５】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図１６】本発明の第１実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図１７】本発明の第１実施形態による映像装置のリモートコントローラの制御フローを
説明するための図である。
【図１８】本発明の第１実施形態による映像装置の液晶テレビジョンの制御フローを説明
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するための図である。
【図１９】本発明の第１実施形態による映像装置の液晶テレビジョンの制御フローを説明
するための図である。
【図２０】本発明の第１実施形態による映像装置の液晶テレビジョンの制御フローを説明
するための図である。
【図２１】本発明の第２実施形態による映像装置の全体構成を示した図である。
【図２２】図２１に示した映像装置のリモートコントローラの構成を示した斜視図である
。
【図２３】図２１に示した映像装置映像装置のリモートコントローラの構成を示した側面
図である。
【図２４】本発明の第２実施形態による映像装置のリモートコントローラの構成を示すブ
ロック図である。
【図２５】本発明の第２実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図２６】本発明の第２実施形態による映像装置の表示画像選択動作を説明するための図
である。
【図２７】本発明の第２実施形態による映像装置のリモートコントローラの制御フローを
説明するための図である。
【図２８】本発明の第２実施形態による映像装置の液晶テレビジョンの制御フローを説明
するための図である。
【符号の説明】
【０１１１】
１、２０１　リモートコントローラ
２　液晶テレビジョン（映像機器、テレビジョン）
４　第１選択画面
４ａ　メニュアイコン（第１グラフィカルユーザインタフェース）
４ｂ　選択項目
５　第２選択画面
５ｂ　サムネイル画像（第２グラフィカルユーザインタフェース）
５ｄ、５ｅ、５ｆ、５ｇ　検索アイコン（第２グラフィカルユーザインタフェース）
５ｈ　ポインタ
６ａ　メニュアイコン（第１グラフィカルユーザインタフェース）
６ｂ　選択項目
１１　運動検出部
１５　赤外線送信部（動作信号送信部）
２０　赤外線受信部（動作信号受信部）
２３　表示画面部
２４　ＨＤＤ（記憶部）
１００、２００　映像装置
２１６　スライド部
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