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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物理的に合体および分離することが可能な第１のリモコンと第２のリモコンとを有する
リモコン装置によって操作される表示装置であって、
　前記リモコン装置から送信される、前記第１のリモコンと前記第２のリモコンとが物理
的に分離された分離状態であることを示す分離信号、および前記第１のリモコンと前記第
２のリモコンとが物理的に合体された合体状態であることを示す合体信号を受信可能な受
信手段と、
　前記受信手段により前記分離信号または前記合体信号が受信されたことに応じて、表示
部に表示する画面の数を変更する制御を行う制御手段とを備える表示装置。
【請求項２】
　前記受信手段により前記分離信号が受信されたことに応じて、前記制御手段は、前記表
示部に表示する画面の数を増加する制御を行うことを特徴とする請求項１に記載の表示装
置。
【請求項３】
　前記受信手段により前記合体信号が受信されたことに応じて、前記制御手段は、前記表
示部に表示する画面の数を減らす制御を行うことを特徴とする請求項１に記載の表示装置
。
【請求項４】
　前記受信手段により前記分離信号が受信された場合に、前記制御手段は、前記表示部に
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第１の画面及び第２の画面を表示し、前記第１のリモコンの操作に応じて前記第１の画面
に関する制御を行い、前記第２のリモコンの操作に応じて前記第２の画面に関する制御を
行うことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項５】
　さらに、前記受信手段により前記分離信号が受信された場合に、前記第２の画面に対応
する音声信号を前記第２のリモコンに送信する送信手段を備えることを特徴とする請求項
４に記載の表示装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の表示装置と、前記第１のリモコンお
よび前記第２のリモコンとを有する前記リモコン装置とを備える表示システムであって、
　前記リモコン装置は、前記第１のリモコンと前記第２のリモコンとが物理的に合体され
た合体状態から物理的に分離された分離状態に変化したことを検出した場合に、前記分離
信号を前記表示装置に送信し、前記第１のリモコンと前記第２のリモコンとが物理的に分
離された分離状態から物理的に合体された合体状態に変化したことを検出した場合に、前
記合体信号を前記表示装置に送信することを特徴とする表示システム。
【請求項７】
　請求項５に記載の表示装置と、前記第１のリモコンおよび前記第２のリモコンとを有す
る前記リモコン装置とを備える表示システムであって、
　前記第２のリモコンは、前記送信手段から送信された、前記第２の画面に対応する音声
信号を受信することを特徴とする表示システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遠隔制御を行うためのリモコン装置によって操作される表示装置及び表示シ
ステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　遠隔制御の対象となる装置には種々のものがあるが、その一つとして表示装置を挙げる
事が出来る。
【０００３】
　昨今、デジタル放送、衛星放送等による多チャンネル化、ＤＶＤをはじめとする新たな
コンテンツメディアなどの登場で、視聴できるコンテンツは飛躍的に増加しつつある。一
方で、プラズマ表示装置などによる、テレビの大画面化が進み、１台のＴＶ装置（テレビ
ジョン放送受信装置）において、複数の視聴者が別々の番組、コンテンツを視聴したいと
いう要望が出てきた。
【０００４】
　また、ＴＶの高機能化が進み、ＴＶ装置の全操作、各種設定を行うために、複雑な操作
、非常に多くのボタンを有するリモコン装置が必要となっており、コスト高になりがちで
あり、操作の難易性も問題となる。
【０００５】
　特許文献１にはマルチ画面を表示する表示装置とリモコンとを備えた構成が開示されて
いる。特許文献１には対応米国特許６４９３００８号がある。
【特許文献１】特開２０００－３０５５４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本願は、管理が容易であり、また柔軟に使用できるリモコン装置を実現することを課題
とする発明を含んでいる。また、表示装置の制御に用いるリモコン装置に関して、複数視
聴者による個別画面視聴における操作を好適に行うことができる構成を提供することを課
題とする発明を含んでいる。また複数画面表示を行う表示装置において好適な視聴環境を
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実現できる構成を提供することを課題とする発明を含んでいる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願に関わる発明の一つは以下のように構成される。すなわち、
　物理的に合体および分離することが可能な第１のリモコンと第２のリモコンとを有する
リモコン装置によって操作される表示装置であって、
　前記リモコン装置から送信される、前記第１のリモコンと前記第２のリモコンとが物理
的に分離された分離状態であることを示す分離信号、および前記第１のリモコンと前記第
２のリモコンとが物理的に合体された合体状態であることを示す合体信号を受信可能な受
信手段と、前記受信手段により前記分離信号または前記合体信号が受信されたことに応じ
て、表示部に表示する画面の数を変更する制御を行う制御手段とを備える。
【０００９】
　なお本願でリモコンとはリモートコントロールデバイスのことをいう。表示装置などの
制御対象装置の筐体から離れた位置で制御対象装置を制御するために操作するデバイスの
ことを言う。
【００１８】
　以上述べた各発明において、前記第１のリモコンと前記第２のリモコンが合体している
状態かもしくは分離している状態かを識別するための信号は種々の形態をとり得る。また
該信号を出力するタイミングとしては、状態の切り換えを行うときに出力する場合もある
し、状態を維持している間に出力するようにしても良い。例えば、一つの状態から他の状
態に状態が切り替わったことを示す信号であったり、合体した状態を維持していることを
示す信号であったり、分離した状態を維持していることを示す信号であったりする。該信
号によって種々の制御を行うことができる。
【００１９】
　リモコン装置がこの信号を出力する送信回路を有すると良い。その送信回路としては、
第１もしくは第２のリモコンが表示装置の通常の操作（チャンネルの切り換えや音量の調
整等）を行うための信号を送信する回路を用いても良く、またその回路とは別の回路とし
て設けても良い。また第１もしくは第２のリモコン以外の位置に設けても良い。例えば第
１のリモコンと第２のリモコンを保持する保持具をリモコン装置が有する構成とし、該保
持具が前記送信回路を持つようにしても良い。
【００２１】
　リモコンが受信した音声信号は、リモコンが備えたスピーカで音声化することができる
。また、前記受信した音声信号（もしくはそれを加工した信号）を、イヤホンやヘッドホ
ンやスピーカを接続できる端子を介して、リモコンに接続されるイヤホンやヘッドホンや
スピーカに出力するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本願発明に依れば、柔軟な遠隔操作を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　（第１の実施の形態）
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。
【００２４】
　特にこの実施形態としては、表示装置をリモコン装置の操作によって制御する構成を具
体的に示す。特に表示装置の表示部に複数の画面を表示する例を示す。複数画面を容易に
制御することができるとともに、音声出力を画面に応じて個別に得られる実施形態となっ
ている。
【００２５】
　まず、本発明の第一の実施形態について説明する。図１は本発明が適用されるテレビジ
ョン放送受信装置を含むテレビシステムの構成を示した図である。
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【００２６】
　図１は、本発明の実施形態にかかる表示装置全体をあらわすブロック図である。
　１．１は、ＴＶ装置であって、テレビ受信、ネットワークｓ１．１に接続された機器と
のデータの送受信、リモコン１．２，１．３とのデータの送受信を行い、映像、音声、及
び操作データ等を表示、及び音声出力する。１．２、１．３は、分離／合体可能なリモコ
ンであって、単独、あるいは複数のＴＶ視聴者が、前記ＴＶ装置１．１、ＶＴＲ装置１．
４などを制御、操作するのに使用するものである。１．４は、ビデオレコーダ（ＶＴＲ）
であって、ＴＶ、その他画像、音声データの録画、再生を行う。これらは、後述のネット
ワークｓ１．１を通じて制御され、ＴＶ装置１．１に映像、音声を出力できる。
　ｓ１．１は、ネットワークであって、前記ＴＶ装置１．１、ＶＴＲ１．４などを接続し
、データの送受信を行うものである。
【００２７】
　図２は、前記ＴＶ装置１．１の詳細を説明する図である。
【００２８】
　１．１０１は、アンテナ部であって、外部より、ＴＶ電波を受信し高周波電気信号に変
換し、後述のチューナ部１．１０２へと導く。
【００２９】
　１．１０２ａ、１．１０２ｂは、チューナ部であって、前記アンテナ部１．１０１より
の高周波ＴＶ信号を増幅、希望局の選局、復調し、さらに、映像／音声信号とその他のデ
ータ信号に分離し、映像／音声信号をデコードし、画像制御部１．１２１、音声制御部１
．１２３へ出力される。又、必要に応じて、外部ｉ／Ｆへ出力される。又、その他のデー
タ信号は必要に応じて、バスｓ１．１０１へ出力される。
【００３０】
　１．１２１は、画像制御部であって、前述チューナ部１．１０２ａ、１．１０２ｂより
の映像データと、バスｓ１．１０１を通して得られる画像データを、後述システム制御部
１．１９０よりの制御によって切り替え、あるいは合成し、後述の表示器１．１２２へ出
力する。
【００３１】
　１．１２２は、表示部であって、前記画像制御部１．１２１よりの画像データを表示す
る。本実施形態における表示部は、垂直解像度１０８０本、水平解像度１９２０本以上を
表示できる、高解像度のドットマトリクスディスプレイである。なお表示部としては種々
の構成を用いることが出来る。例えば液晶素子やプラズマ素子やエレクトロルミネセンス
素子や冷陰極電子放出素子を表示素子として用いた平面型表示パネルやＣＲＴを用いるこ
とができる。
【００３２】
　１．１２３は、音声制御部であって、前述チューナ部１．１０２ａ、１．１０２ｂ、及
び、内部バスｓ１．１０１よりの音声データを、切り替え、あるいは合成、又、音量、音
質、臨場感などを制御し、後述の音声出力部１．１２４、音声送信部１．１２５へ出力す
る。
【００３３】
　音声出力部１．１２４は、前記音声制御部１．１２３より入力された音声信号を増幅し
、スピーカより音声を出力する。
【００３４】
　音声送信部１．１２５は、前記音声制御部１．１２３よりの音声データを、リモコン１
．３に対してＦＭ変調して再送信する。
【００３５】
　１．１３０は、外部ｉ／Ｆ部であって、ネットワークｓ１．１を通して、ＴＶ装置１．
１とＶＴＲ装置１．４間でデータの送受信を行う。
【００３６】
　リモコン制御部１．１４０は、赤外線を利用したリモコン送受信制御部であって、ＴＶ
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視聴者が操作する、後述のリモコン１．２、１．３とデータの送受信を行い、該データを
システム制御部１．１９０へ転送する。
【００３７】
　リモコン状態受信部１．１４２は、リモコンの分離／合体情報を親リモコン１．２より
受信する受信部であって、後述リモコン１．２、１．３が分離もしくは合体されるときに
、リモコン装置より送信される無線信号を受信し、システム制御部１．１９０へ転送する
ものである。
【００３８】
　本実施形態においては、リモコンの向きに依らずに、該リモコンの分離／合体情報が受
信可能なように、ＦＭ波を用いている。
【００３９】
　１．１９０は、制御部であって、後述のバスｓ１．１０１に接続されているＴＶ装置１
．１内各部を統括的に制御する。
【００４０】
　まず、ＴＶ受信においては、前述した、アンテナ部１．１０１、チューナ部１．１０２
、の制御を行い、チャネル切り替え、課金制御、ＥＰＧデータよりの制御などを行う。又
、画像制御部１．１２１を制御し、２つのチューナ部１．１０２ａ、１．１０２ｂ、ＶＴ
Ｒ１．４よりの映像・音声信号、アイコン、各種情報表示等の、合成、表示制御を行う。
【００４１】
　同様に、音声制御部１．１２３を制御し、音声の合成、出力制御を行い、音声出力部１
．１２４、音声送信部１．１２５への出力制御を行う。又、外部ｉ／Ｆ部１．１３０を制
御し、ネットワークｓ１．１を通して、該ネットワークに接続されたＶＴＲ１．４を制御
、データの送受信を行う。又、上記制御部１．１９０におけるこれらの制御は、リモコン
制御部１．１４０よりの信号、又、リモコン状態受信部１．１４２よりの信号を判断し、
適時行われる。又、この他に、ＴＶ装置１．１内部の状況、外部ｉ／Ｆ１．１３０よりの
情報に基づいても制御される。
【００４２】
　Ｓ１．１０１は、内部Ｂｕｓであって、データ、並びに制御Ｂｕｓであり、前述してき
たように、画像、音声データの転送、各部情報の転送に使用される、ＴＶ装置１．１内の
バスである。
【００４３】
　図３は、本発明で使用する合体／分離可能な親リモコン（第１のリモコン）１．２、子
リモコン（第２のリモコン）１．３の外形図である。
【００４４】
　該、２つのリモコンは、図３のごとく、親リモコン１．２と、子リモコン１．３からな
り、親リモコン１．２は、１．２０１ｋｂＴＶ視聴基本ボタン、ＴＶ拡張操作ボタン１．
２０１ｅｘ、表示装置１．２０１ｄ、からなり、ＴＶ装置１．１の全操作が可能である。
これに対し、子リモコン１．３は、ＴＶ視聴基本ボタン１．３０１ｋｂと、音声出力スピ
ーカ１．３０５を有しており、ＴＶ装置１．１の視聴に関する操作は可能なようになって
いる。
【００４５】
　又、リモコン１．２、１．３とも、画面ＯＮ／ＯＦＦボタンが用意されており、これに
よって、画面の追加／削除を行えるようになっている。
【００４６】
　又、親リモコン１．２の裏に子リモコン１．３が、合体／分離可能になっており、合体
時は、親リモコン分離検出／通信部１．２０３、子リモコン分離検出／通信部１．３０３
が接続されており、該２つのリモコンは該通信部を通して、データの交換を行うことが可
能である。
【００４７】
　該リモコン分離検出／通信部のうち、１本の信号線ｓｄｅｔが、図５のごとく、親リモ
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コン側で抵抗を通してプルアップ、子リモコン側は、グランドへ接続されており、該２つ
のリモコンが分離されると、電気レベルが変化し、これによって２つのリモコンの分離／
合体を検出している。
【００４８】
　図４は、親リモコン１．２、子リモコン１．３の詳細なブロック図を示している。１．
２は、ＴＶ装置１．１の全操作が可能な親リモコン装置の詳細で、前述のように、後述子
リモコン１．３と分離／合体可能になっている。
【００４９】
　１．２０１は、リモコン主要部及び制御部であって、前記リモコンのボタン入力部１．
２０１ｋｂ、１．２０１ｅｘ、表示部１．２０１ｄ、及びこれらの制御部である。
【００５０】
　１．２０２は、データ送受信部であって、前記１．２０１で生成されたリモコンデータ
を前述ＴＶ装置１．１内の、リモコン制御部１．１４０へ送信、また、ＴＶ装置１．１内
よりのデータを受信、表示などを行う。
【００５１】
　１．２０３は、前述した、子リモコン１．３との分離／合体検出、通信部あって、子リ
モコン１．３との分離合体検出を行う。また合体時、親リモコン１．２との間でデータの
交換を行う。
【００５２】
　１．２０４は、分離／合体信号送信部であり、前述制御部１．２０１が、分離／合体検
出部１．２０３より、分離／合体の変化を検出すると、該状態変化情報を、ＦＭ波によっ
てＴＶ装置１．１に送信するものである。
【００５３】
　１．３０１は、リモコン主要部及び制御部であって、前記リモコンボタン入力部１．３
０１ｋｂ、及び制御部である。
【００５４】
　１．２０２は、リモコンデータ送信部であって、前記１．３０１で生成されたリモコン
データを前述ＴＶ装置１．１内の、リモコン制御部１．１４０へ送信を行う。
【００５５】
　１．３０３は、前述した、親リモコン１．２との分離／合体検出、通信部あって、子リ
モコン１．３との分離合体検出を行う。また合体時に、親リモコン１．２との間でデータ
の交換を行う。
【００５６】
　１．３０４は、ＴＶ音声受信部であって、音声送信部１．１２５よりのＦＭ音声データ
を受信、再生し、音声出力部１．３０５へ出力する。
【００５７】
　１．３０５は、音声出力部であって前記音声受信部１．３０４よりの音声信号を増幅し
、スピーカより出力する。尚、該子リモコンには、音声をイヤホンでも視聴可能なように
、図３の１．３０５ａのごとくイヤホンジャックが搭載されている。
【００５８】
　では、次に、図６から図９、図１１、図１８を用い、２人の視聴者が、本発明のリモコ
ンを使用して、ＴＶ視聴する動作を説明する。
【００５９】
　まず、図６のように、視聴者Ａが、親リモコンと子リモコンを合体した状態である合体
リモコンを操作し、ＴＶ１．１を視聴している。この際、リモコンは合体されており、画
面は画面Ａひとつである。
【００６０】
　そこで、視聴者Ｂが、別画面でＴＶ視聴をしたい場合、該合体されたリモコンより子リ
モコンを分離すると、親リモコン１．２はこれを検出し、リモコン分離信号を送信する。
【００６１】
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　一方、ＴＶ装置１．１のシステム制御部１．１９０は、リモコン状態受信部１．１４２
で信号の有無を見張っている。（図１８のｓｔ６１０１）
　信号が受信されるとリモコンが分離されたことを示す信号であれば（図１８のｓｔ６１
０３）、図７のように、ＴＶ装置１．１の画面に新たな画面Ｂを追加すると共に、音声制
御部１．１２３と、音声送信部１．１２５を制御し、該追加画面の音声を音声送信部１．
１２５より、子リモコン１．３へ送信を開始する子画面追加処理を行う（図１８のｓｔ６
１１１）。
【００６２】
　視聴者Ｂは、子リモコンのスピーカより追加された画面Ｂの音声を聞くことができる。
視聴者Ｂは、該子リモコン１．３を操作し、入力、あるいはチャネルを切り替え、視聴者
Ａとは異なるコンテンツを視聴する。
【００６３】
　この視聴者Ａと視聴者Ｂが画面Ａ、画面Ｂで個別にＴＶ視聴している場合、視聴者Ｂが
視聴を止める場合、子リモコン１．３を親リモコン１．２に合体させる。親リモコン１．
２は、これを検出し、合体信号を、送信部１．２０４より送信する。これをリモコン状態
受信部１．１４２で受信したＴＶ装置１．１のシステム制御部１．１９０は、合体状態変
化であることを判断し（図１８のｓｔ６１０４）、表示画面が２画面かどうかを調査し（
図１８のｓｔ６１０５）、今、視聴者Ａと２人で個別視聴をしており、２画面であるので
、子リモコン１．３で操作していた画面Ｂを削除し、視聴者Ａの視聴している画面Ａを再
びＴＶ装置１．１全面に表示する画面削除処理と共に、音声制御部１．１２３、音声出力
部１．１２５を制御し、音声の送信を停止する、音声停止処理を行う（ｓｔ６１０６）。
【００６４】
　又、視聴者Ｂが視聴を止める場合、子リモコン１．３の画面ＯＮ／ＯＦＦボタンを押下
した場合も、図１１のような手順で、前記と同様の処理が行われる。リモコン１．３より
、画面ＯＮ／ＯＦＦ信号を送信すると、リモコン制御部１．１４０は、これを受信する（
図１１のｓｔ３２０２）。
【００６５】
　受信した信号が親リモコン１．２からか（ｓｔ３２０３）、子リモコン１．３からか判
断後（ｓｔ３２０４）、子リモコンの画面ＯＮ／ＯＦＦボタンであると判断した場合（ｓ
ｔ３２５１）、現在２画面表示かどうかを判断し（ｓｔ３２５２）、前述と同様、現在２
画面であるので、画面削除処理と、音声停止処理を行う（ｓｔ３２５３）。
【００６６】
　上述、視聴者Ｂが視聴を停止した場合、画面は、図６に戻る。
【００６７】
　前述、視聴者Ａと視聴者Ｂが２画面でＴＶ視聴している場合、視聴者Ａが視聴を停止す
る場合、親リモコン１．２の画面ＯＮ／ＯＦＦボタン押下する。親リモコン１．２の画面
ＯＮ／ＯＦＦボタンを押下し、画面ＯＮ／ＯＦＦ信号を送信すると、リモコン制御部１．
１４０は、これを受信する（ｓｔ３２０１）。
【００６８】
　受信した信号が親リモコン１．２からか、子リモコン１．３からか判断後（ｓｔ３２０
３、ｓｔ３２０４）、親リモコンの画面ＯＮ／ＯＦＦボタンであると判断した場合（ｓｔ
３２１１）、現在２画面表示かどうかを判断し（ｓｔ３２１２）、視聴者Ａの視聴してい
た画面Ａを削除し、視聴者Ｂの画面ＢをＴＶ装置１．１の表示部の全面に表示する画面削
除処理と、画面Ａの音声の停止処理を行う（ｓｔ３２１３）。
【００６９】
　このときの画面は図８のようになる。
【００７０】
　次に上記状況、視聴者Ａ、視聴者Ｂが個別視聴をしていた後、視聴者Ａが視聴を止め、
視聴者Ｂのみが１画面Ｂで視聴をしているような場合に、親リモコン１．２と、子リモコ
ン１．３を合体させた場合は、前述の、図１８のｓｔ６１０５で、画面が１画面表示であ
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るので、視聴者Ａが視聴を終了していると判断し、画面は削除せず、該画面の操作を親リ
モコン１．２へ移行すると共に、音声制御部１．１２３、音声出力部１．１２５、音声出
力部１．１２４を制御し、音声送信部１．１２５よりの音声送信を停止すると共に、該音
声を音声出力部１．１２４に切り替えて出力する（ｓｔ６１４１）。
【００７１】
　次に上記状況、視聴者Ａ、視聴者Ｂが個別視聴をしていた後、視聴者Ａが視聴を止め、
視聴者Ｂのみが１画面Ｂで視聴をしているような場合に、１．３子リモコンの画面ＯＮ／
ＯＦＦボタンが押下された場合は（図１１のｓｔ３２０２、ｓｔ３２０３、ｓｔ３２０４
、ｓｔ３２５１）、ｓｔ３２５２で１画面と判断され、画面削除はできませんというメッ
セージを表示し、画面削除は行わない（ｓｔ３２７１）。
【００７２】
　このときの画面は図９のようになる。
【００７３】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、リモコン分離／合体情報の送信手段と、通常操作用のリモコン信
号の送受信手段をひとつの無線送受信手段（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなど）で行う。
子リモコンにおいては該無線送受信手段で子リモコンとＴＶ装置間における音声の送受信
も行う。また本実施例では親リモコンと２つの子リモコンで３つの画面が操作される例を
示す。
【００７４】
　図１２は、第２の実施形態のＴＶ装置のブロック図である。
【００７５】
　音声制御部２．１２３は、第１の実施形態図２の１．１２３に加え、音声圧縮エンコー
ド機能を有し、後述４１．３ａ、４１．３ｂ子リモコンにＴＶ装置の画面に対応する音声
を圧縮エンコードし、４１．１４０統合送受信部へ出力する。

【００７６】
　統合送受信部４１．１４０は、親リモコン４１．２、子リモコン４１．２３ａ、４１．
３ｂとの間で、リモコン分離／合体信号、リモコン操作信号の受信を行う。また、子リモ
コン４１．２３ａ、４１．３ｂに対し、１２１２３より入力したＴＶ音声エンコード信号
の送信を行う。
【００７７】
　これ以外の部分は、図２と同様である。
【００７８】
　図１３は、第２実施形態で使用する、親リモコン４１．２、子リモコン４１．３ａ、４
１．３ｂのブロック図である。子リモコン４１．３ａと子リモコン４１．３ｂは同じ構成
なので一つの子リモコンのみ示している。
【００７９】
　４１．２０２は、前述４１．１４０と同様の統合送受信部であって、ＴＶ装置の統合送
受信部４１．１４０との間で、リモコン分離／合体信号、リモコン操作信号の送信を行う
。
【００８０】
　４１．３０２は、前述４１．１４０と同様の統合送受信部であって、リモコン操作信号
の送信、ＴＶ装置の統合送受信部４１．１４０よりの音声信号の受信を行う。その他は、
１．３と同様である。
【００８１】
　図１３は、第２実施形態で使用する、親リモコン４１．２に、の２つの子リモコン４１
．３ａ、４１．３ｂが合体できる合体リモコンである。
【００８２】
　次に、第２の実施形態の動作を説明する。
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【００８３】
　第２の実施形態においては、まず、図６と同様に、視聴者Ａが、合体リモコンを操作し
、ＴＶを視聴している。この際、親リモコンと２つの子リモコンはすべて合体されており
、画面は画面Ａひとつである。
【００８４】
　そこで、視聴者Ｂが、別画面でＴＶ視聴をしたい場合、該合体されたリモコンより子リ
モコン４１．３ａを分離すると、親リモコン４１．２はこれを検出し、統合送受信部４１
．２０２より、リモコン分離信号を送信する。
【００８５】
　一方、ＴＶ装置のシステム制御部１．１９０は、統合送受信部４１．１４０で信号の有
無を見張っている（図１８のｓｔ６１０１）。信号が受信されるとリモコンが分離された
ことを示す信号であれば（図１８のｓｔ６１０３）、図７のように、ＴＶ装置の画面に新
たな画面Ｂを追加すると共に、音声制御部１２１２３の音声エンコード部を制御し、該追
加画面の音声を統合送受信部４１．１４０より、子リモコン４１．３ａへ送信を開始する
子画面追加処理を行う（図１８のｓｔ６１１１）。
【００８６】
　視聴者Ｂは、子リモコン４１．３ａのスピーカより追加された画面Ｂの音声を聞くこと
ができる。視聴者Ｂは、該子リモコン４１．３ａを操作し、入力、あるいはチャネルを切
り替え、視聴者Ａとは異なるコンテンツを視聴する。
【００８７】
　次に視聴者Ｃが、さらに別画面でＴＶ視聴をしたい場合、該合体されたリモコンより子
リモコン４１．３ｂを分離すると、前述と同様の図１８の動作により、新たな画面Ｃが追
加され、音声は、子リモコン４１．３ｂより出力され、図１５のようになる。
【００８８】
　この時点で、親リモコンと、２つの子リモコンを使用し、視聴者Ａ、視聴者Ｂ、視聴者
Ｃが、それぞれ、画面Ａ、画面Ｂ、画面Ｃを個別視聴している。この状態で、視聴者Ｂ、
あるいは視聴者Ｃが画面ＯＮ／ＯＦＦボタンにより、視聴を止めた場合、図７の状態にな
る。
【００８９】
　また、視聴者Ａが、画面ＯＮ／ＯＦＦボタンにより、視聴を止めた場合は、図１６のよ
うになる。さらに、視聴者Ｂが、親リモコンを合体させた場合は、図１７のようになり、
音声ＢがＴＶ装置から出力されるようになる。
【００９０】
　なお、前述の実施形態において、親リモコンと子リモコンの分離／合体検出は、電気信
号のレベルの変化を検出したが、これは、親リモコンと子リモコンが１．２０３、１．３
０３通信部で行っている通信の可／不可によって検出するなど他の手段でも構わない。
【００９１】
　このように、ＴＶの全操作ができるリモコンと、一部の操作（例えばあるひとつの画面
に関する操作）のみが可能な単純なリモコンを用意し、これらを分離、合体可能にしたこ
とにより、第２以降の視聴者が別番組を視聴したい場合、合体されたリモコンから、画面
操作用の子リモコンを分離すると直ちに、ＴＶ上の画面に別画面が表れ、選局をすること
により、ＴＶ視聴可能になり、独立画面視聴操作が非常に便利になる。
【００９２】
　また、通常はリモコンを一体化しておくことで、リモコンの管理が容易になるという効
果もある。
【００９３】
　さらに、全操作可能な高機能なリモコンを複数用意するのに比べてコスト的にも安価な
環境を提供できるという効果がある。
【００９４】
　また以上では遠隔操作の対象として表示装置を例にあげたが、ラジオ受信機やオーディ
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コンが合体分離可能な本願発明に関わるリモコン装置を好適に用いることが出来る。その
場合は、複数のリモコンが分離している時に各リモコンの操作で異なる制御がなされれば
良い。そのためには、上述した表示装置を制御するリモコン装置のように、合体している
状態と分離している状態とが操作対象装置側で判別できるような信号をリモコン装置が出
力できるようにすればよい。
【００９５】
　またリモコン装置を構成する複数のリモコン（親リモコン、子リモコン）の少なくとも
一部は有線で制御対象（例えば表示装置）とつながっていても良い。図１０は有線で接続
されている状態を示す図である。１０．０１はＴＶ装置とリモコン装置とをつなぐワイヤ
である。全てのリモコンを有線でつなぐ必要はない。例えば親リモコン１．２を有線でつ
なぎ、子リモコンは親リモコンと無線で通信を行う構成として、子リモコンの操作は親リ
モコンを介して操作対象装置であるＴＶ装置に送信するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】第１の実施形態におけるテレビジョンシステムの構成を表すブロック図である。
【図２】第１の実施形態におけるテレビジョン放送受信装置１．１の構成を表すブロック
図である。
【図３】第１の実施形態におけるリモコンを表す図である。
【図４】第１の実施形態における親リモコンと子リモコンの構成を表すブロック図である
。
【図５】第１の実施形態における親リモコンと子リモコンとの接続部を示す図である。
【図６】第１の実施形態において、視聴者Ａが単独視聴している場合のＴＶ装置及びリモ
コンの状態を示す図である。
【図７】第１の実施形態において、視聴者Ａと視聴者Ｂとが夫々個別に視聴している場合
のＴＶ装置及びリモコンの状態を示す図である。
【図８】第１の実施形態において、視聴者Ｂが単独視聴している場合のＴＶ装置及びリモ
コンの状態を示す図である。
【図９】第１の実施形態において、視聴者Ｂが単独視聴している場合のＴＶ装置及びリモ
コンの状態を示す図である。
【図１０】表示装置とリモコン装置が有線でつながっている状態を示す図である。
【図１１】第１の実施形態における動作の流れを示すフローチャートである。
【図１２】第２の実施形態におけるＴＶ装置の構成を示すブロック図である。
【図１３】第２の実施形態におけるリモコン装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】第２の実施形態における親リモコンと複数の子リモコンを示す図である。
【図１５】第２の実施形態において、複数視聴者が夫々個別視聴している場合のＴＶ装置
及びリモコン装置の状態を示す図である。
【図１６】第２の実施形態において、視聴者Ｂと視聴者Ｃとが個別視聴している場合のＴ
Ｖ装置及びリモコン装置の状態を示す図である。
【図１７】第２の実施形態において、視聴者Ｂと視聴者Ｃとが個別視聴している場合のＴ
Ｖ装置及びリモコン装置の状態を示す図である。
【図１８】実施形態における動作の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００９７】
　１．１　ＴＶ装置
　１．２　親リモコン装置
　１．３　子リモコン装置
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