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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示装置を操作するための、操作卓的に配置された複数の操作ボタンを表示する表示部
と、
　タッチにより情報入力を行うタッチパネルと、
　前記操作ボタンの操作に関連したボタン情報を前記表示装置から受信するとともに、前
記表示装置を操作するための制御信号を前記表示装置に送信する送受信部と、
　前記ボタン情報に基づいて前記操作ボタンの表示を制御する制御部と
　を備え、
　前記複数の操作ボタンの配置は一定であり、
　前記複数の操作ボタンは音量調整ボタンを含み、
　前記ボタン情報は音量の状態を示す情報を含み、
　前記制御部は、前記音量調整ボタンを操作した場合に設定される音量をその音量調整ボ
タンに表示するように制御する
　操作端末装置。
【請求項２】
　前記表示装置は映像再生機能を有し、
　前記複数の操作ボタンは左ボタンおよび右ボタンを含み、
　前記ボタン情報は再生しているチャプターを示す情報を含み、
　前記制御部は、前記左ボタンおよび右ボタンを操作した場合に移動するチャプターをそ
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の左ボタンおよび右ボタンにそれぞれ表示するように制御する
　請求項１に記載の操作端末装置。
【請求項３】
　前記ボタン情報は、前記操作ボタンに割り当てられた機能を示す情報を含む
　請求項１に記載の操作端末装置。
【請求項４】
　前記表示装置はテレビ受像機であり、
　前記複数の操作ボタンは複数のカラーボタンを含み、
　前記制御部は、前記機能を前記カラーボタンに表示するように制御する
　請求項３に記載の操作端末装置。
【請求項５】
　前記ボタン情報は、前記操作ボタンの表示または非表示を示す情報を含む
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の操作端末装置。
【請求項６】
　前記ボタン情報はＢＭＬで記述されている
　請求項１に記載の操作端末装置。
【請求項７】
　前記操作端末装置はモバイル端末である
　請求項１に記載の操作端末装置。
【請求項８】
　リモートコントロールモードを含む複数の動作モードを有し、
　前記リモートコントロールモードにおいて、
　前記表示部は前記複数の操作ボタンを表示し、
　前記送受信部は、前記ボタン情報を前記表示装置から受信し、
　前記制御部は、前記ボタン情報に基づいて前記操作ボタンの表示を制御する
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の操作端末装置。
【請求項９】
　前記表示装置はテレビ受像機であり、
　前記操作ボタンは、テレビ放送の規格に対応したものである
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の操作端末装置。
【請求項１０】
　前記ボタン情報は、前記操作ボタンに表示されるラベルを含む
　請求項１から請求項９のいずれか一項に記載の操作端末装置。
【請求項１１】
　表示部と、
　自らの動作を指示するための制御信号を操作端末装置から受信するとともに、その操作
端末装置に操作卓的に配置され表示される複数の操作ボタンを操作するためのボタン情報
を送信する送受信部と、
　前記ボタン情報を生成するボタン情報生成部と
　を備え、
　前記複数の操作ボタンの配置は一定であり、
　前記複数の操作ボタンは音量調整ボタンを含み、
　前記ボタン情報は音量の状態を示す情報を含む
　表示装置。
【請求項１２】
　前記表示装置はテレビ受像機であり、
　前記ボタン情報生成部は、受信したデータ放送に基づいて前記ボタン情報を生成する
　請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記ボタン情報の記述言語は、前記受信したデータ放送の記述言語と同じである
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　請求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記ボタン情報はＢＭＬで記述されている
　請求項１１から請求項１３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１５】
　前記表示部は、外部機器に接続するためのインターフェースを備え、
　前記ボタン情報生成部は、前記外部機器への接続に基づいて前記ボタン情報を生成する
　請求項１１から請求項１４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１６】
　表示装置を操作するための、操作卓的に配置された複数の操作ボタンの操作に関連した
ボタン情報をその表示装置から受信し、
　前記ボタン情報に基づいて前記操作ボタンの表示を行い、
　ユーザによる前記操作ボタンの操作に応じて、前記表示装置を操作するための制御信号
を前記表示装置に送信し、
　前記複数の操作ボタンの配置は一定であり、
　前記複数の操作ボタンは音量調整ボタンを含み、
　前記ボタン情報は音量の状態を示す情報を含み、
　前記操作ボタンの表示を行う際、前記音量調整ボタンを操作した場合に設定される音量
をその音量調整ボタンに表示する
　表示装置の操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、操作端末装置、その操作端末によって操作される表示装置、およびその表示
装置の操作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ受像機や、ＢＤ（Blu-ray Disc（登録商標））レコーダなどの録画再生機器をは
じめ、多くの電子機器にとってリモートコントローラ（以下、リモコンという）は欠かせ
ないものとなっている。従来、リモコンは、操作ボタンのみが配置されたものが主流であ
ったが、近年、表示パネルおよびタッチパネルを備えたものが開発されている。例えば、
特許文献１には、通常は表示パネルに従来のリモコンのものと同様な操作ボタンを表示す
るとともに、メニューボタンを押した場合にはテレビ画面に表示されるものと同じメニュ
ー画面を表示し、タッチパネルによりそれらの操作を行うリモコン装置が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１５３７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、リモコンを操作する際、表示装置に表示される指示に従って操作を行う場合
がある。例えば、テレビ受像機では、近年のデジタル放送の普及に伴い、リモコンに青色
、赤色、緑色、黄色のボタン（以下、カラーボタンという。）が備えられるようになり、
テレビ受像機の表示内容を見ながらこれらのカラーボタンを操作することにより、状況に
応じた様々な操作を行うことができるようになっている。具体的には、例えば、テレビ受
像機にデータ放送を表示し、その表示画面の指示に従ってカラーボタンを操作する場合や
、録画再生機器の録画設定を、テレビ受像機の表示画面の指示に従ってカラーボタンを操
作する場合などがこれに該当する。
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【０００５】
　しかしながら、このような状況では、ユーザは、テレビ受像機の表示画面を見て指示内
容を確認しながら、手元のリモコンを操作する必要があり、しばしば不便を感じることと
なる。特許文献１には、リモコンの操作ボタンを表示している場合において、この不便さ
を解消する方法について一切記載がない。
【０００６】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、リモコンの操作ボタンを
操作する際に、表示装置の表示画面を見る頻度を低減可能な操作端末装置、表示装置、お
よび表示装置の操作方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の操作端末装置は、表示部と、タッチパネルと、送受信部と、制御部とを備えて
いる。表示部は、表示装置を操作するための、操作卓的に配置された複数の操作ボタンを
表示するものである。タッチパネルは、タッチにより情報入力を行うものである。送受信
部は、操作ボタンの操作に関連したボタン情報を表示装置から受信するとともに、表示装
置を操作するための制御信号を表示装置に送信するものである。制御部は、ボタン情報に
基づいて操作ボタンの表示を制御するものである。複数の操作ボタンの配置は一定である
。上記複数の操作ボタンは音量調整ボタンを含み、上記ボタン情報は音量の状態を示す情
報を含み、上記制御部は、音量調整ボタンを操作した場合に設定される音量をその音量調
整ボタンに表示するように制御するものである。ここで、「操作卓」とは、物理的にボタ
ンが配置されたものであり、例えばリモコン、コンピュータのキーボード、プッシュ式電
話器などが該当する。また、操作ボタンは、いわゆるボタン形式のものに限定されるもの
ではなく、例えばボリュームなどの操作に使用されるスライダー形式や、ロータリー形式
をも含むものである。
【０００８】
　本発明の表示装置は、表示部と、送受信部と、ボタン情報生成部とを備えている。送受
信部は、自らの動作を指示するための制御信号を操作端末装置から受信するとともに、そ
の操作端末装置に操作卓的に配置され表示される複数の操作ボタンを操作するためのボタ
ン情報を送信するものである。複数の操作ボタンの配置は一定である。ボタン情報生成部
は、ボタン情報を生成するものである。上記複数の操作ボタンは音量調整ボタンを含み、
上記ボタン情報は音量の状態を示す情報を含んでいる。
【０００９】
　本発明の表示装置の操作方法は、表示装置を操作するための、操作卓的に配置された複
数の操作ボタンの操作に関連したボタン情報をその表示装置から受信し、ボタン情報に基
づいて操作ボタンの表示を行い、ユーザによる操作ボタンの操作に応じて、表示装置を操
作するための制御信号を表示装置に送信するものである。複数の操作ボタンの配置は一定
である。上記複数の操作ボタンは音量調整ボタンを含み、上記ボタン情報は音量の状態を
示す情報を含み、上記操作ボタンの表示を行う際、音量調整ボタンを操作した場合に設定
される音量をその音量調整ボタンに表示するものである。
【００１０】
　本発明の操作端末装置、表示装置、表示装置の操作方法では、複数の操作ボタンが、操
作端末装置の表示部に操作卓的に配置されて表示され、その操作ボタンをタッチすること
により、表示装置を遠隔操作する。その際、この各操作ボタンは、表示装置から送信され
た、操作ボタンを操作するためのボタン情報に基づいて表示制御が行われる。
【００１１】
　本発明の操作端末装置では、例えば、表示装置は映像再生機能を有し、複数の操作ボタ
ンは左ボタンおよび右ボタンを含み、ボタン情報は再生しているチャプターを示す情報を
含み、制御部は、左ボタンおよび右ボタンを操作した場合に移動するチャプターをその左
ボタンおよび右ボタンにそれぞれ表示するように制御してもよい。また、例えば、ボタン
情報は、操作ボタンに割り当てられた機能を示す情報を含むようにすることができる。こ
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の場合、例えば、表示装置はテレビ受像機であり、複数の操作ボタンは複数のカラーボタ
ンを含み、制御部は、機能をカラーボタンに表示するように制御してもよい。また、例え
ば、ボタン情報は、操作ボタンの表示または非表示を示す情報を含んでもよい。
【００１２】
　例えば、ボタン情報はＢＭＬで記述されていてもよい。また、操作端末装置はモバイル
端末が望ましい。また、例えば、操作端末装置は、リモートコントロールモードを含む複
数の動作モードを有していてもよい。この場合、このリモートコントロールモードにおい
て、例えば、表示部は、複数の操作ボタンを表示し、送受信部は、ボタン情報を表示装置
から受信し、制御部は、ボタン情報に基づいて操作ボタンの表示を制御するのが望ましい
。例えば、表示装置がテレビ受像機である場合には、操作ボタンは、テレビ放送の規格に
対応したものであってもよい。また、例えば、ボタン情報は、操作ボタンに表示されるラ
ベルを含むのが望ましい。
【００１３】
　本発明の表示装置では、例えば、表示装置はテレビ受像機であり、ボタン情報生成部は
、受信したデータ放送に基づいてボタン情報を生成するようにしてもよい。この場合、ボ
タン情報の記述言語は、例えば、受信したデータ放送の記述言語と同じであることが望ま
しい。ボタン情報は、例えば、ＢＭＬで記述されていてもよい。また、例えば、表示部は
、外部機器に接続するためのインターフェースを備え、ボタン情報生成部は、外部機器へ
の接続に基づいてボタン情報を生成するようにしてもよい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の操作端末装置、表示装置、表示装置の操作方法によれば、表示装置から送信さ
れたボタン情報に基づいて、操作端末装置における操作ボタンの表示制御を行うようにし
たので、操作ボタンを操作する際に表示装置の表示画面を見る頻度を低減することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る表示装置システムの一構成例を表す構成図であ
る。
【図２】図１に示した表示装置の一構成例を表すブロック図である。
【図３】図１に示したモバイル機器の一構成例を表すブロック図である。
【図４】図３に示したモバイル機器の表示画面の一例を表す図である。
【図５】図１に示した表示装置およびモバイル機器の表示例を表す図である。
【図６】図１に示した表示装置システムの一動作例を表すフローチャートである。
【図７】表示制御コマンドの一例を表す図である。
【図８】第１の実施の形態の変形例に係るモバイル機器の表示画面の一例を表す図である
。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る表示装置システムの一構成例を表す構成図であ
る。
【図１０】図９に示したモバイル機器の表示画面の一例を表す図である。
【図１１】図９に示した表示装置システムの一動作例を表すフローチャートである。
【図１２】表示制御コマンドの他の例を表す図である。
【図１３】第２の実施の形態の変形例に係るモバイル機器の表示例を表す図である。
【図１４】変形例に係るモバイル機器の表示例を表す図である。
【図１５】他の変形例に係るモバイル機器の表示画面の一例を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
１．第１の実施の形態
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２．第２の実施の形態
【００１７】
＜１．第１の実施の形態＞
［構成例］
（全体構成例）
　図１は、本発明の実施の形態に係る表示装置システムの一構成例を表すものである。な
お、本発明の実施の形態に係る操作端末装置、表示装置、表示装置の操作方法は、本実施
の形態により具現化されるので、併せて説明する。
【００１８】
　表示装置システム１は、表示装置１０と、モバイル機器２０とを備えている。表示装置
１０は、この例では、後述するように、アンテナにおいて受信したテレビ放送を表示する
表示装置である。モバイル機器２０は、携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Assistant
）、携帯型音楽プレーヤなどの電子機器であり、表示部２１およびタッチパネル２２を有
するものである。モバイル機器２０は、表示装置１０を操作するためのリモコンモードを
有しており、このリモコンモードに切り替えることにより、表示部２１にリモコンの操作
ボタンが表示され、ユーザがその操作ボタンをタッチすることにより表示装置１０を操作
できるようになっている。表示装置１０およびモバイル機器２０は、互いに情報をやりと
りできる通信手段Ａを有している。モバイル機器２０がリモコンモードになっている場合
には、モバイル機器２０は、この通信手段Ａを使用してリモコン信号Ｒを表示装置１０に
送信する。また、表示装置１０は、後述するように、モバイル機器２０の表示部２１に表
示可能な操作ボタンに関する情報を、この通信手段Ａを使用してモバイル機器２０に送信
するようになっている。通信手段Ａは、例えば、ワイヤレスＬＡＮ（Local Area Network
）、ZigBee（登録商標）、Bluetooth（登録商標）などの無線通信が使用可能である。な
お、表示装置１０およびモバイル機器２０との間の通信手段は、この例では無線通信とし
たが、これに限定されるものではなく、例えばＬＡＮ、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）
などの有線通信であってもよい。
【００１９】
　図２は、表示装置１０の一構成例を表すものである。表示装置１０は、信号処理部３０
と、表示駆動部１１と、表示部１２と、音声増幅部１３と、スピーカ１４とを備えている
。
【００２０】
　信号処理部３０は、デジタルチューナ３１と、デマルチプレクサ３２と、ＭＰＥＧ（Mo
ving Picture Experts Group）デコーダ３３と、映像信号処理部３４と、グラフィック生
成部３５と、音声信号処理部３６と、ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface
）インターフェース３７とを有している。
【００２１】
　デジタルチューナ３１は、アンテナ（図示せず）において受信されアンテナ端子ＴＤを
介して供給された地上波デジタル放送の放送波信号をＭＰＥＧ－ＴＳストリームに変換す
るものである。また、デジタルチューナ３１は、地上波デジタル放送に加え、ＢＳ（Broa
dcasting Satellite）デジタル放送や、ＣＳ（Communications Satellite）デジタル放送
などの放送波信号を処理するものであってもよい。これらの放送波信号は、映像信号およ
び音声信号に加え、データ放送信号を含むものである。データ放送は、この例では、ＢＭ
Ｌ（Broadcast Markup Language）により記述されている。デマルチプレクサ３２は、入
力されたＭＰＥＧ－ＴＳストリームから、映像信号および音声信号と、データ放送信号と
を分離する機能を有している。ＭＰＥＧデコーダ３３は、デマルチプレクサ３２から供給
された映像信号および音声信号に基づいて、その映像信号をデジタルコンポーネント信号
に変換するとともに、その音声信号をデジタル音声信号に変換する。
【００２２】
　また、信号処理部３０は、アナログチューナ４１と、ビデオデコーダ４２と、音声Ａ／
Ｄ変換部４３とを有している。アナログチューナ４１は、アンテナ（図示せず）において
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受信されアンテナ端子ＴＡを介して供給された地上波アナログ放送の放送波信号をベース
バンドに複調するものである。ビデオデコーダ４２は、アナログチューナ４１において複
調された映像信号をデジタルコンポーネント信号に変換する。音声Ａ／Ｄ変換部４３は、
アナログチューナ４１において複調されたアナログの音声信号をデジタル音声信号に変換
する。
【００２３】
　なお、この例では、信号処理部３０は、上述したように、アナログチューナ４１、ビデ
オデコーダ４２、および音声Ａ／Ｄ変換部４３を有し、地上波アナログ放送を受信できる
ようにしたが、これに限定されるものではなく、これらのブロックを有しないものであっ
てもよい。
【００２４】
　映像信号処理部３４は、ＭＰＥＧデコーダ３３やビデオデコーダ４２から供給された映
像信号（デジタルコンポーネント信号）に対して、ガンマ処理、ＹＵＶ－ＲＧＢ変換、フ
レーム順次出力などの映像信号処理を施すものである。グラフィック生成部３５は、デー
タ放送を表示するための画面を生成し、あるいはＯＳＤ（On Screen Display）情報を生
成して映像信号処理部３４から供給された映像に重畳する機能を有している。
【００２５】
　音声信号処理部３６は、ＭＰＥＧデコーダ３３や音声Ａ／Ｄ変換部４３から供給された
デジタル音声信号に対して、サラウンド処理などの音声信号処理を施すものである。
【００２６】
　ＨＤＭＩインターフェース３７は、ＢＤレコーダなどの録画再生機器をはじめとした外
部機器（図示せず）との間で、ＨＤＭＩ端子ＴＨを介して情報をやりとりする機能を有し
ている。ＨＤＭＩインターフェース３７は、例えば、接続された録画再生機器から映像信
号と音声信号が供給された場合には、映像信号を映像信号処理部３４に供給するとともに
、音声信号を音声信号処理部３６に供給するようになっている。
【００２７】
　また、信号処理部３０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）５１と、フラッシュＲ
ＯＭ５２と、メモリ５３と、ネットワークインターフェース５４と、無線通信部５５と、
電力制御部５６とを備えている。ＣＰＵ５１、フラッシュＲＯＭ５２、メモリ５３、ネッ
トワークインターフェース５４、および電力制御部５６は、内部バス３９により互いに接
続されている。
【００２８】
　ＣＰＵ５１は、表示装置１０全体を制御する機能を有している。フラッシュＲＯＭ５２
は、その制御に必要なプログラムを格納しており、ＣＰＵ５１は、そのプログラムを読み
込み、一時的な記憶装置としてのメモリ５３を用いて制御を行うようになっている。ネッ
トワークインターフェース５４は、ネットワーク端子ＴＮを介して有線通信により、ある
いは無線通信部５５を介して通信手段Ａ（無線通信）により、モバイル機器２０と情報の
やり取りを行うものである。電力制御部５６は、表示装置１０の電源のオンオフ制御など
を行う機能を有している。
【００２９】
　この構成により、表示装置１０では、モバイル機器２０からリモコン信号Ｒが送信され
ると、ネットワークインターフェース５４が無線通信部５５を介してその信号を受信し、
ＣＰＵ５１がそのリモコン信号Ｒを解析して、表示装置１０全体を制御するようになって
いる。
【００３０】
　また、この表示装置システム１では、後述するように、例えば、データ放送を表示装置
１０に表示する場合において、データ放送の内容に基づいてモバイル機器２０に表示され
る操作ボタンの表示を制御するようになっている。具体的には、まず、グラフィック生成
部３５は、デマルチプレクサ３２から内部バス３９を介して供給されたデータ放送の情報
（ＢＭＬ）に基づいてデータ放送用の表示画面を生成、表示部１２はその表示画面を表示
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する。それと同時に、ＣＰＵ５１は、後述するように、コマンド生成モジュール５１Ｍを
実行することにより、データ放送の情報（ＢＭＬ）をパース（解析）して、モバイル機器
２０の操作ボタンの表示制御を行うための表示制御コマンドＣを生成する。この表示制御
コマンドＣは、この例ではＢＭＬで記述されたものである。そして、ネットワークインタ
ーフェース５４および無線通信部５５が、この表示制御コマンドＣを通信手段Ａによりモ
バイル機器２０に送信し、モバイル機器２０がこの表示制御コマンドＣに基づいて操作ボ
タンの表示を制御するようになっている。
【００３１】
　表示駆動部１１は、信号処理部３０のグラフィック生成部３５から供給された映像信号
に基づいて、表示部１２を駆動するための駆動信号を生成するものである。表示部１２は
、表示駆動部１１から供給される駆動信号に基づいて表示を行うものであり、例えば液晶
表示装置により構成されるものである。
【００３２】
　音声増幅部１３は、信号処理部３０の音声信号処理部３６において音声信号処理が行わ
れた音声信号を増幅するものである。スピーカ１４は、音声増幅部１３において増幅され
た音声信号を出力するものである。
【００３３】
　図３は、モバイル機器２０の一構成例を表すものである。モバイル機器２０は、表示部
２１と、タッチパネル２２と、無線通信部２３と、制御部２４と、フラッシュＲＯＭ２５
とを備えている。
【００３４】
　表示部２１は、モバイル機器２０の状態やユーザへの指示などを表示するものであり、
例えば液晶表示装置により構成されるものである。この表示部２１は、リモコンモードで
は、表示装置１０を操作するための操作ボタンを表示するようになっている。タッチパネ
ル２２は、表示部２１に重ねて配置され、表示部２１の表示に基づいてユーザが情報を入
力する際の入力インターフェースとして機能するものである。無線通信部２３は、通信手
段Ａ（無線通信）により、表示装置１０と情報のやり取りを行うものである。制御部２４
は、これらのブロックを制御するものである。また、制御部２４は、表示装置１０から送
信された表示制御コマンドＣを解析し、表示部２１における操作ボタンの表示制御を行う
コマンド解析部２６を有している。フラッシュＲＯＭ２５は、制御部２４が制御を行う際
に必要なプログラムを格納するものである。
【００３５】
　図４は、リモコンモードにおけるモバイル機器２０の表示画面の一例を表すものである
。リモコンモードでは、モバイル機器２０は、例えば、図４に示したように、様々な操作
ボタンを表示画面６０に表示するようになっている。操作ボタンは、例えば、電源ボタン
６１、放送切換ボタン部６２、数字ボタン部６３、音量ボタン部６４、データ放送ボタン
６５、カラーボタン部６６、上下左右ボタン部６７などから構成される。電源ボタン６１
は、表示装置１０の電源のオンオフを操作するものである。放送切換ボタン部６２は、受
信する放送を選択するためのものであり、この例では、地上波アナログ放送、地上波デジ
タル放送、ＢＳ放送、およびＣＳ放送から選択するようになっている。数字ボタン部６３
は、チャンネルを切り換え、あるいは数字を入力するためのものである。音量ボタン部６
４は、表示装置１０の音量を調整するためのものである。データ放送ボタン６５は、受信
した放送波信号にデータ放送が含まれている場合において、そのデータ放送の表示および
非表示を操作するものである。カラーボタン部６６は、機能などを選択するためのもので
あり、例えば、データ放送を表示している場合においてメニューを選択し、あるいは録画
再生機器がＨＤＭＩ端子ＴＨに接続されている場合においてこの録画再生機器を操作する
ためにも用いられる。上下左右ボタン部６７は、例えば表示装置１０の表示画面に表示さ
れたカーソルを移動するために用いられるものである。また、この上下左右ボタン部６７
は、例えば録画再生機器がＨＤＭＩ端子ＴＨに接続されている場合において、この録画再
生機器を操作するためにも用いられる。このように、例えばカラーボタン部６６や上下左
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右ボタン部６７などは、状況に応じて様々な機能が割り当てられるものである。
【００３６】
　リモコンモードでは、モバイル機器２０は、フラッシュＲＯＭ２５に格納されたプログ
ラムに基づき、表示部２１に図４に示したような操作ボタンを表示し、ユーザの操作に基
づいて無線通信部２３がリモコン信号Ｒを表示装置１０に対して送信するようになってい
る。なお、この例では、このリモコン操作のためのプログラムはフラッシュＲＯＭ２５に
格納されているものとしたが、これに限定されるものではなく、例えば、そのプログラム
の全部もしくはその一部を、電源投入時などに表示装置１０から送信するようにしてもよ
い。
【００３７】
　また、モバイル機器２０は、表示装置１０から表示制御コマンドＣを受信し、その表示
制御コマンドＣに基づいて操作ボタンの表示を制御する機能も有している。具体的には、
無線通信部２３が、表示装置１０から表示制御コマンドＣを受信し、制御部２４のコマン
ド解析部２６がその表示制御コマンドＣをパースして、表示部２１における操作ボタンの
表示を制御するようになっている。
【００３８】
　ここで、モバイル機器２０は、本発明における「操作端末装置」の一具体例に対応する
。電源ボタン６１、放送切換ボタン部６２、数字ボタン部６３、音量ボタン部６４、デー
タ放送ボタン６５、カラーボタン部６６、および上下左右ボタン部６７は、本発明におけ
る「操作ボタン」の一具体例に対応する。リモコン信号Ｒは、本発明における「制御信号
」の一具体例に対応する。無線通信部２３は、本発明における操作端末装置の「送受信部
」の一具体例に対応する。制御部２４（コマンド解析部２６）は、本発明における「制御
部」の一具体例に対応する。
【００３９】
　コマンド生成モジュール５１Ｍは、本発明における「ボタン情報生成部」の一具体例に
対応する。ネットワークインターフェース５４および無線通信部５５は、本発明における
表示装置の「送受信部」の一具体例に対応する。
【００４０】
［動作および作用］
　続いて、本実施の形態の表示装置システム１の動作および作用について説明する。
【００４１】
（全体動作概要）
　まず、図１～４を参照して、表示装置システム１の全体動作概要を説明する。表示装置
１０において、デジタルチューナ３１は、映像信号、音声信号、およびデータ放送信号を
含む放送波信号をＭＰＥＧ－ＴＳストリームに変換する。デマルチプレクサ３２は、入力
されたＭＰＥＧ－ＴＳストリームから、映像信号および音声信号と、データ放送信号とを
分離する。ＭＰＥＧデコーダ３３は、デマルチプレクサ３２から供給された映像信号およ
び音声信号に基づいて、その映像信号をデジタルコンポーネント信号に変換するとともに
、その音声信号をデジタル音声信号に変換する。映像信号処理部３４は、ＭＰＥＧデコー
ダ３３から供給された映像信号に対して映像信号処理を行う。グラフィック生成部３５は
、データ放送を表示するための画面を生成し、あるいはＯＳＤ情報を生成して映像信号処
理部３４から供給された映像に重畳する。表示駆動部１１は、グラフィック生成部３５か
ら供給された映像信号に基づいて表示部１２を駆動する。表示部１２は、表示駆動部１１
から供給される信号に基づいて表示を行う。音声信号処理部３６は、ＭＰＥＧデコーダ３
３から供給された音声信号に対して音声信号処理を行う。音声増幅部１３は、音声信号処
理部３６から供給された音声信号を増幅しスピーカ１４を駆動する。スピーカ１４は、音
声信号を音声として出力する。
【００４２】
　また、ネットワークインターフェース５４は、無線通信部５５を介して通信手段Ａによ
り、モバイル機器２０からのリモコン信号Ｒを受信する。ＣＰＵ５１は、このリモコン信



(10) JP 5757080 B2 2015.7.29

10

20

30

40

50

号Ｒを解析し、表示装置１０全体を制御する。また、ＣＰＵ５１のコマンド生成モジュー
ル５１Ｍは、デマルチプレクサ３２から内部バス３９を介して供給されたデータ放送の情
報をパースし、モバイル機器２０の操作ボタンの表示制御を行うための表示制御コマンド
Ｃを生成する。ネットワークインターフェース５４は、無線通信部５５を介して通信手段
Ａにより、モバイル機器２０に対して表示制御コマンドＣを送信する。
【００４３】
　モバイル機器２０では、表示部２１は、リモコンモードにおいて、表示装置１０を操作
するための操作ボタンを表示する。タッチパネル２２は、ユーザによる情報入力を受け付
ける。制御部２４は、ユーザの操作に基づいてリモコン信号Ｒを生成し、無線通信部２３
は、そのリモコン信号Ｒを、通信手段Ａを用いて表示装置１０に対して送信する。また、
無線通信部２３は、表示装置１０から表示制御コマンドＣを受信する。制御部２４のコマ
ンド解析部２６は、この表示制御コマンドＣを解析し、表示部２１における操作ボタンの
表示を制御する。
【００４４】
（詳細動作）
　次に、表示装置システム１の詳細動作を説明する。
【００４５】
　図５は、データ放送を受信した場合の表示例を表すものであり、（Ａ）は表示装置１０
における表示例を示し、（Ｂ）はモバイル機器２０における表示例を示す。データ放送を
受信した場合、リモコンのカラーボタンのそれぞれに対して機能が割り当てられ、ユーザ
がデータ放送ボタン６５をタッチすることにより、その割り当てに関する情報が、例えば
図５（Ａ）に示したように、表示装置１０の表示部１２に表示される。また、表示装置シ
ステム１では、表示装置１０がデータ放送を受信すると、この割り当てに関する情報がモ
バイル機器２０に対して送信され、図４に示したモバイル機器２０の表示画面６０におけ
るカラーボタン部６６に、図５（Ｂ）に示したようなラベルＬが表示される。これにより
、ユーザは、表示装置１０の表示画面を見ることなく、モバイル機器２０の表示画面６０
を見るだけでこれらの操作が行えるようになる。
【００４６】
　図６は、表示装置システム１の動作を表すものである。表示装置システム１において、
表示装置１０は、データ放送を受信すると、そのデータ放送の情報に基づいてカラーボタ
ン部６６の表示を制御するための表示制御コマンドＣを生成し、モバイル機器２０に送信
する。モバイル機器２０では、この表示制御コマンドＣに基づいて、操作ボタンの表示を
制御する。以下に、その詳細を説明する。
【００４７】
　まず、表示装置１０は、モバイル機器２０がリモコンモードになっているかどうかを、
通信手段Ａを用いて確認する（ステップＳ１）。リモコンモードになっている場合にはス
テップＳ２に進み、リモコンモードでない場合には、ステップＳ１に戻る。
【００４８】
　次に、表示装置１０は、受信番組がデータ放送に対応しているどうかを確認する（ステ
ップＳ２）。受信番組がデータ放送に対応している場合にはステップＳ４に進み、データ
放送に対応していない場合には、ステップＳ１に戻る。
【００４９】
　受信番組がデータ放送に対応している場合には、これ以降において、ユーザがデータ放
送ボタン６５をタッチすることにより、表示装置１０はそのデータ放送を表示する。具体
的には、モバイル機器２０では、まず、制御部２４がユーザの操作に基づいてリモコン信
号Ｒを生成し、無線通信部２３が、そのリモコン信号Ｒを表示装置１０に対して送信する
。表示装置１０では、ネットワークインターフェース５４が、無線通信部５５を介してそ
のリモコン信号Ｒを受信し、ＣＰＵ５１がこのリモコン信号Ｒを解析する。そして、ＣＰ
Ｕ５１からの指示に基づいて、デマルチプレクサ３２がＭＰＥＧ－ＴＳストリームからデ
ータ放送信号を分離し、そのデータ放送に関する情報を、内部バス３９を介してグラフィ
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ック生成部３５に供給する。そして、グラフィック生成部３５が、この情報に基づいてデ
ータ放送用の画面を生成し、表示部１２がその画面を表示する。
【００５０】
　次に、表示装置１０は、データ放送のＢＭＬをパースし（ステップＳ４）、表示制御コ
マンドＣを生成する（ステップＳ５）。具体的には、ＣＰＵ５１のコマンド生成モジュー
ル５１Ｍがデータ放送のＢＭＬを解析し、それに基づいて表示制御コマンドＣを生成する
。
【００５１】
　図７は、表示制御コマンドＣの例を表すものである。この表示制御コマンドＣはＢＭＬ
により記述されている。この例では、例えば、<blue>のタグに対応する部分に“ニュース
”というラベルＬを記載し、<red>のタグに対応する部分に“あなたの街の天気”という
ラベルＬを記載し、<green>のタグに対応する部分に“スポーツ情報”というラベルＬを
記載し、<yellow>のタグに対応する部分に“円と株”というラベルＬを記載している。こ
こで、これらのラベルＬは、本発明における「ボタン情報」の一具体例に対応する。
【００５２】
　次に、表示装置１０は、この表示制御コマンドＣをモバイル機器２０に対して送信する
（ステップＳ６）。具体的には、表示装置１０のネットワークインターフェース５４は、
無線通信部５５を介して、通信手段Ａを用いてこの表示制御コマンドＣをモバイル機器２
０に対して送信する。
【００５３】
　次に、モバイル機器２０は、表示制御コマンドＣを受信する（ステップＳ７）。具体的
には、モバイル機器２０の無線通信部２３が、表示装置１０から送信された表示制御コマ
ンドＣを受信する。
【００５４】
　次に、モバイル機器２０は、表示制御コマンドＣに基づいてラベルＬを表示する（ステ
ップＳ８）。具体的には、まず、モバイル機器２０のコマンド解析部２６が、受信した表
示制御コマンドＣを解析し、その解析結果に基づいてカラーボタン部６６の表示を制御す
る。すなわち、図７に示した表示制御コマンドＣの例では、例えば、<blue>のタグに対応
する部分に記述された“ニュース”というラベルＬが、図５（Ｂ）に示したように、青色
のボタンに表示され、また、<red>のタグに対応する部分に記述された“あなたの街の天
気”というラベルＬが、図５（Ｂ）に示したように、赤色のボタンに表示される。また、
<green>のタグに対応する部分に記述された“スポーツ情報”というラベルＬが、図５（
Ｂ）に示したように、緑色のボタンに表示され、<yellow>のタグに対応する部分に記述さ
れた“円と株”というラベルＬが、図５（Ｂ）に示したように黄色のボタンに表示される
。
【００５５】
　次に、モバイル機器２０は、ユーザ操作を受け付ける（ステップＳ９）。具体的には、
ユーザが、表示部２１の各操作ボタンに対応する部分をタッチすることにより、タッチパ
ネル２２がそれを検出する。ユーザ操作が行われた場合にはステップＳ１０に進み、ユー
ザ操作が行われなかった場合にはステップＳ９に戻る。
【００５６】
　次に、モバイル機器２０は、リモコン信号Ｒを送信する（ステップＳ１０）。具体的に
は、モバイル機器２０の制御部２４は、ステップＳ９において行われたユーザ操作に基づ
いて、リモコン信号Ｒを生成し、無線通信部２３が通信手段Ａを用いてそのリモコン信号
Ｒを表示装置１０に対して送信する。その後、モバイル機器２０は、ステップＳ９に戻り
、次のユーザ操作を待つ。
【００５７】
　次に、表示装置１０は、リモコン信号Ｒを受信する（ステップＳ１１）。具体的には、
表示装置１０のネットワークインターフェース５４は、無線通信部５５を介して、モバイ
ル機器２０から送信されたリモコン信号Ｒを受信する。
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【００５８】
　次に、表示装置１０は、リモコン信号Ｒに基づいて処理を行う（ステップＳ１２）。具
体的には、表示装置１０のＣＰＵ５１は、このリモコン信号Ｒを解析し、その解析結果に
基づいて表示装置１０を制御する。
【００５９】
　以上で、このフローは終了する。
【００６０】
［効果］
　以上のように、本実施の形態では、ラベルを手元のモバイル機器に表示するようにした
ので、表示装置の表示画面を確認することなくモバイル機器だけを見ることにより表示装
置を操作することができる。
【００６１】
　また、本実施の形態では、リモコンの操作ボタンをモバイル機器２０に表示して操作す
るようにしたので、多くの機能に係るメニュー画面を切換えて表示する場合に比べて、画
面がシンプルになり、ユーザにとってわかりやすいものにすることができる。
【００６２】
　また、本実施の形態では、データ放送と同じ記述言語を用いて表示制御コマンドを記述
するようにしたので、表示制御コマンドの生成方法をシンプルにすることができる。
【００６３】
　また、本実施の形態では、モバイル機器をリモコンとして用いるようにしたので、専用
のリモコンが必要なくなり、一般に多くなりがちのリモコンの数を減らせることから、リ
モコンの管理の手間を低減することができる。
【００６４】
［変形例１］
　上記実施の形態では、受信番組がデータ放送に対応している場合にモバイル機器２０に
対して表示制御コマンドＣを送信するようにしたが、これに限定されるものではなく、デ
ータ放送に対応していない場合にも表示制御コマンドＣを送信するようにしてもよい。例
えば、受信番組がデータ放送に対応していない場合に、その旨を示す表示制御コマンドＣ
を送信することにより、図８に示したように、図４に示したデータ放送ボタン６５やカラ
ーボタン部６６を非表示にすることができる。すなわち、操作できないボタンを非表示に
することにより、ユーザにとってより分かり易い操作を実現することができる。
【００６５】
［その他の変形例］
　上記実施の形態では、モバイル機器２０において、ユーザがデータ放送ボタン６５をタ
ッチするかどうかに係らずに、カラーボタン部６６にラベルＬを表示したが、これに限定
されるものではなく、これに代えて、例えば、ユーザがデータ放送ボタン６５をタッチし
、データ放送を表示装置１０に表示するときのみ、モバイル機器２０のカラーボタン部６
６にラベルＬを表示してもよい。
【００６６】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に、本発明の第２の実施の形態に係る表示装置システム２について説明する。本実施
の形態は、表示装置１０への外部機器の接続に基づいて、表示制御コマンドＣを生成する
ものである。なお、上記第１の実施の形態に係る表示装置システム１と実質的に同一の構
成部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００６７】
　図９は、表示装置システム２の一構成例を表すものである。表示装置システム２は、外
部機器７０を備えている。外部機器７０は、この例ではＢＤレコーダなどの録画再生機器
であり、ＨＤＭＩケーブル７１を介して、表示装置１０のＨＤＭＩ端子ＴＨに接続されて
いる。すなわち、表示装置１０と外部機器７０とは、ＨＤＭＩ－ＣＥＣ（High Definitio
n Multimedia Interface - Consumer Electronics Control）によるリンク機能により接
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続され、連携した動作を行うことができるようになっている。この例では、表示装置１０
がマスターとなり、その表示装置１０に接続されている全ての外部機器を管理するととも
に、ＣＥＣ制御信号をやりとりすることにより、互いに動作を制御できるようになってい
る。
【００６８】
　図１０は、リモコンモードにおけるモバイル機器２０の表示画面の一例を表すものであ
る。外部機器７０が接続された場合、モバイル機器２０は、例えば、図１０に示したよう
に、外部機器７０を操作するための外部機器ボタン部６８を表示する。表示装置システム
１では、外部機器７０が表示装置１０に接続されると、その外部機器７０に関する情報が
モバイル機器２０に対して送信され、図１０に示したように、モバイル機器２０の表示画
面６０に外部機器ボタン部６８が表示される。
【００６９】
　図１１は、表示装置システム２の動作を表すものである。表示装置システム２において
、表示装置１０は、外部機器７０が接続されると、外部機器ボタン部６８の表示を制御す
るための表示制御コマンドＣを生成し、モバイル機器２０に送信する。モバイル機器２０
では、この表示制御コマンドＣに基づいて、外部機器ボタン部６８を表示する。以下に、
その詳細を説明する。
【００７０】
　まず、表示装置１０は、モバイル機器２０がリモコンモードになっているかどうかを、
通信手段Ａを用いて確認する（ステップＳ２１）。リモコンモードになっている場合には
ステップＳ２２に進み、リモコンモードでない場合には、ステップＳ２１に戻る。
【００７１】
　次に、表示装置１０は、ＨＤＭＩ端子ＴＨに外部機器７０が接続されているかどうかを
確認する（ステップＳ２２）。外部機器７０が接続されている場合にはステップＳ２３に
進み、外部機器７０が接続されていない場合にはステップＳ２１に戻る。
【００７２】
　次に、表示装置１０は、表示制御コマンドＣを生成する（ステップＳ２３）。具体的に
は、ＣＰＵ５１のコマンド生成モジュール５１Ｍが、表示装置１０に接続された外部機器
７０の種類などに基づいて表示制御コマンドＣを生成する。
【００７３】
　図１２は、本実施の形態に係る表示制御コマンドＣの例を表すものである。この表示制
御コマンドＣは、上記第１の実施の形態の場合と同様に、ＢＭＬにより記述されている。
この例では、例えば、Ｗ１に記載されている部分が、図１０に示した外部機器ボタン部６
８の“リンクメニュー”ボタンに対応し、Ｗ２に記載されている部分が“リプレイ”ボタ
ンに対応し、Ｗ３に記載されている部分が“録画”ボタンに対応し、Ｗ４に記載されてい
る部分が“予約”ボタンに対応し、Ｗ５に記載されている部分が“再生”ボタンに対応す
る。各部分Ｗ１～Ｗ５にはラベルＬが記載されており、このラベルＬが、図１０に示した
ように、外部機器ボタン部６８にボタンとして表示される。
【００７４】
　次に、表示装置１０は、この表示制御コマンドＣをモバイル機器２０に対して送信し（
ステップＳ２４）、モバイル機器２０は、この表示制御コマンドＣを受信する（ステップ
Ｓ２５）。詳細は、上記第１の実施の形態におけるステップＳ６～Ｓ７と同様である。
【００７５】
　次に、モバイル機器２０は、表示制御コマンドＣに外部機器ボタン部６８を表示する（
ステップＳ２６）。具体的には、まず、モバイル機器２０のコマンド解析部２６が、受信
した表示制御コマンドＣを解析し、その解析結果に基づいて外部機器ボタン部６８の表示
を制御する。
【００７６】
　次に、モバイル機器２０は、ユーザ操作を受け付け（ステップＳ２７）、その操作に応
じたリモコン信号Ｒを送信する（ステップＳ２８）。そして、表示装置１０は、このリモ
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コン信号Ｒを受信する（ステップＳ２９）。詳細は、上記第１の実施の形態のステップＳ
９～Ｓ１１と同様である。
【００７７】
　次に、表示装置１０は、外部機器７０に対してＣＥＣ制御信号を送信する（ステップＳ
３０）。具体的には、表示装置１０のＣＰＵ５１は、受信したリモコン信号Ｒを解析し、
その解析結果に基づいてＣＥＣ制御信号を生成し、ＨＤＭＩインターフェース３７を介し
て、そのＣＥＣ制御信号を外部機器７０に対して送信する。外部機器７０では、このＣＥ
Ｃ制御信号に基づいて処理が行われる。
【００７８】
　以上で、このフローは終了する。
【００７９】
［効果］
　以上のように、本実施の形態では、外部機器の接続に基づいて、モバイル機器２０にお
ける操作ボタンの表示制御を行うようにしたので、外部機器が接続された時のみその操作
ボタンを表示することにより、操作可能なボタンを表示し操作できないボタンを非表示に
することができ、ユーザにとってより分かり易い操作を実現することができる。
【００８０】
　その他の効果は、上記第１の実施の形態の場合と同様である。
【００８１】
［変形例２］
　上記実施の形態では、外部機器７０の接続に基づいて外部機器ボタン部６８の表示制御
を行うようにしたが、これに限定されるものではなく、これに代えて、他の操作ボタンの
表示制御を行うようにしてもよい。以下に、外部機器７０の接続に基づいて上下左右ボタ
ン部６７の表示制御を行う場合の例を示す。
【００８２】
　図１３は、上下左右ボタン部６７の表示例を表すものである。この例では、外部機器７
０として録画再生機器が接続された場合において、再生するコンテンツのチャプター番号
を進めたり戻したりする操作を左右ボタンに割り当てている。具体的には、現在コンテン
ツのチャプター番号５の部分を再生している場合において、図１３に示したように、右ボ
タンには次のチャプターを示す“Ｃ６”が表示され、左ボタンには一つ前のチャプターを
示す“Ｃ４”が表示されている。このとき、右ボタンをタッチすることにより、モバイル
機器２０は、チャプター番号を一つ進めるためのリモコン信号Ｒを表示装置１０に対して
送信し、左ボタンをタッチすることにより、チャプター番号を一つ戻すためのリモコン信
号Ｒを表示装置１０に対して送信する。
【００８３】
　図１３に示した操作に関する表示は、例えば、外部機器７０が表示装置１０に接続され
たときに、表示装置１０がモバイル機器２０に対して表示制御コマンドＣを送信すること
により行われるようにしてもよいし、表示装置１０がコンテンツを再生する状態になった
ときに、表示装置１０がモバイル機器２０に対して表示制御コマンドＣを送信することに
より行われるようにしてもよい。
【００８４】
　このように、手元のモバイル機器２０に操作に関する表示を行うことにより、ユーザは
、表示装置１０の表示画面を確認することなくモバイル機器２０だけを見ることにより表
示装置を操作することができる。また、例えば、モバイル機器２０のみにこの表示を行い
、表示装置１０の表示画面にはこの表示を行わないようにした場合には、ユーザは、表示
装置１０において、この操作の表示に邪魔されることなくコンテンツを見ることができる
。
【００８５】
［その他の変形例］
　上記実施の形態では、外部機器は録画再生機器としたが、これに限定されるものではな
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く、これに代えて、例えば、再生専用機やアンプなど、他の機器であってもよい。この場
合、外部機器ボタン部６８は、その機器に応じたボタンを表示するのが望ましい。
【００８６】
　また、上記実施の形態では、１つの外部機器を接続したが、これに限定されるものでは
なく、例えば、複数の外部機器を接続してもよい。この場合、表示される外部機器ボタン
は、接続された複数の外部機器に応じた、複数の外部機器ボタン部を表示するようにして
もよいし、選択された１つの外部機器に係る外部機器ボタン部を表示するようにしてもよ
い。
【００８７】
　また、上記実施の形態では、外部機器をＨＤＭＩにより接続したが、これに限定される
ものではなく、ＨＤＭＩと同様の機能を有する他のインターフェースにより接続してもよ
い。
【００８８】
　以上、いくつかの実施の形態および変形例を挙げて本発明を説明したが、本発明はこれ
らの実施の形態等には限定されず、種々の変形が可能である。
【００８９】
　例えば、第１および第２の実施の形態に係る表示装置システム１，２の機能を組み合わ
せてもよい。具体的には、例えば、データ放送の受信に基づいてモバイル機器２０におけ
るカラーボタン部６６の表示制御を行い、外部機器の接続に基づいて外部機器ボタン部６
８の表示制御を行うように表示装置システムを構成してもよい。
【００９０】
　例えば、上記の各実施の形態では、データ放送の受信（第１の実施の形態）および外部
機器の接続（第２の実施の形態）に基づいてモバイル機器２０における操作ボタンの表示
を制御するようにしたが、これに限定されるものではない。以下に、いくつかの例を用い
て説明する。
【００９１】
　図１４（Ａ）は、表示装置１０の電源がオフ状態の場合のモバイル機器２０の表示画面
の一例を表すものである。この例では、表示画面６０には、電源ボタン６１および数字ボ
タン部６３のみが表示されている。そして、この表示された操作ボタンのいずれかをタッ
チすることにより、表示装置１０の電源をオン状態にすることができる。具体的には、表
示装置１０の電源がオフ状態の場合において、電源ボタン６１をタッチすることにより、
モバイル機器２０は、表示装置１０の電源をオン状態にする為のリモコン信号Ｒを表示装
置１０に対して送信する。また、同様に表示装置１０の電源がオフ状態の場合において、
数字ボタン部６３をタッチすることにより、モバイル機器２０は、表示装置１０の電源を
オン状態にするとともに、タッチした数字ボタンに対応するチャンネルを選択するための
リモコン信号Ｒを表示装置１０に対して送信する。
【００９２】
　図１４（Ａ）に示した、操作に関する表示は、例えば、表示装置１０の電源がオン状態
からオフ状態になったときに、表示装置１０がモバイル機器２０に対して表示制御コマン
ドＣを送信することにより行われるようにすることができる。
【００９３】
　図１４（Ｂ）は、音量ボタン部６４の表示例を表すものである。この例では、現在の音
量が“１６”である場合において、＋ボタンには一段階上の音量を示す“１７”が表示さ
れ、－ボタンには一段階下の音量を示す“１５”が表示されている。このとき、＋ボタン
をタッチすることにより、モバイル機器２０は、音量を一段階大きくするためのリモコン
信号Ｒを表示装置１０に対して送信し、－ボタンをタッチすることにより、音量を一段階
小さくするためのリモコン信号Ｒを表示装置１０に対して送信する。
【００９４】
　図１４（Ｂ）に示した操作に関する表示は、例えば、表示装置１０の音量が変更された
ときに、表示装置１０がモバイル機器２０に対して表示制御コマンドＣを送信することに
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より行われるようにすることができる。この場合、モバイル機器２０は、この表示制御コ
マンドＣを受信してから所定の期間のみこの表示を行うようにしてもよいし、常に表示を
行うようにしてもよい。
【００９５】
　例えば、上記の各実施の形態では、操作ボタンの配置を変更せずにそれらの表示制御を
行ったが、これに限定されるものではなく、これに代えて、配置を変更してもよい。図１
５は、放送切換ボタン部６２Ｂにおける各ボタンの配置を変更した場合の一例を表すもの
である。図４に示した放送切換ボタン部６２は、“アナログ”、“デジタル”、“ＢＳ”
、“ＣＳ”の４つの操作ボタンを有しているが、図１５に示した放送切換ボタン部６２Ｂ
は、“デジタル”、“ＢＳ”、“ＣＳ”の３つの操作ボタンからなり、これらの操作ボタ
ンの配置が変更されている。すなわち、地上波アナログ放送から地上波デジタル放送への
移行に伴い、“アナログ”ボタンが不必要になったときには、この操作ボタンを非表示に
するとともに、他の３つの操作ボタンの配置を変更している。
【００９６】
　このように、操作ボタンの配置を変更するように表示制御を行うことにより、表示領域
を有効に使用することができる。特に、図１５に示した例は、規格の変更などにより恒久
的に操作ボタンの配置が変更されるものであり、一時的な配置変更とは異なりユーザが戸
惑うおそれが低く、操作可能な操作ボタンのみが表示されるとともに操作ボタンが大きく
なることから、ユーザにとってより使いやすいものとなる。
【００９７】
　例えば、上記実施の形態では、データ放送はＢＭＬで記述されているものとしたが、こ
れに限定されるものではなく、これに代えて、例えば、ＭＨＰ（Multimedia Home Platfo
rm）、ＯＣＡＰ（Open Cable Application Platform）、ＡＣＡＰ（Advanced Common App
lication Platform）などのデータ放送用プラットフォームに準拠したものであってもよ
い。この場合、表示制御コマンドＣの記述言語は、このデータ放送の記述言語と同じもの
にすることができる。
【００９８】
　例えば、上記実施の形態では、表示装置システムは表示装置１０とモバイル機器２０に
より構成されるものとしたが、これに限定されるものではなく、例えば、モバイル機器２
０の代わりにこの表示装置１０のための専用のリモコン装置を用いて表示装置システムを
構成してもよい。
【符号の説明】
【００９９】
　１，２…表示装置システム、１０…表示装置、１１…表示駆動部、１２…表示部、１３
…音声増幅部、１４…スピーカ、２０…モバイル機器、２１…表示部、２２…タッチパネ
ル、２３，５５…無線通信部、２４…制御部、２５，５２…フラッシュＲＯＭ、２６…コ
マンド解析部、３１…デジタルチューナ、３２…デマルチプレクサ、３３…ＭＰＥＧデコ
ーダ、３４…映像信号処理部、３５…グラフィック生成部、３６…音声信号処理部、３７
…ＨＤＭＩインターフェース、３９…内部バス、４１…アナログチューナ、４２…ビデオ
デコーダ、４３…音声Ａ／Ｄ変換部、５１…ＣＰＵ、５３…メモリ、５４…ネットワーク
インターフェース、５６…電力制御部、６０…表示画面、６１…電源ボタン、６２，６２
Ｂ…放送切換ボタン部、６３…数字ボタン部、６４…音量ボタン部、６５…データ放送ボ
タン、６６…カラーボタン部、６７…上下左右ボタン部、６８…外部機器ボタン部、７０
…外部機器、７１…ＨＤＭＩケーブル、Ａ…通信手段、Ｃ…表示制御コマンド、Ｒ…リモ
コン信号、ＴＡ，ＴＤ…アンテナ端子、ＴＨ…ＨＤＭＩ端子、ＴＮ…ネットワーク端子。
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