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(57)【要約】
【課題】画面の操作をスマートフォンのようなタッチパ
ネルを備えた端末装置から遠隔操作する場合において、
操作性を向上させることが可能な画像音声装置を提供す
る。
【解決手段】画像音声装置は、画像信号生成部と、通信
部と、操作画像を出力して操作指示を受け付け操作指示
に基づいて操作画像の表示制御を行う表示制御部と、画
像信号の解析を行う解析部と、解析結果を通信部により
送信する解析結果送信部とを備える。また端末装置は、
タッチパネルと、上記の解析結果を受信する通信部と、
タッチパネルが操作された場合に上記の解析結果に基づ
いて画像音声装置への操作コマンドを変換して送信する
制御部とを備える。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像信号を生成して出力する画像信号生成部と、
　通信網に接続されて通信を行う通信部と、
　操作指示に応じて表示制御がなされる操作画像を前記画像信号生成部により生成して出
力し、操作指示を受け付け、前記操作指示に基づいて前記操作画像の表示制御を行う表示
制御部と、
　前記画像信号生成部により生成される画像信号の解析を行う解析部と、
　前記通信部により受信された前記操作指示を前記解析部の解析結果に基づいて変換し、
変換後の前記操作指示を前記表示制御部へ与える変換部と、を備えること
　を特徴とする画像音声装置。
【請求項２】
　前記解析部は、前記画像信号生成部により生成される画像信号により表示される画面で
ある操作画面において前記操作画像が移動可能な位置である移動可能位置の位置数を示す
値、または前記操作画面において前記操作画像を移動させることが可能な回数を示す値で
ある移動可能値を算出し、
　前記変換部は、前記移動可能値に基づいて前記操作指示の変換を行うこと
　を特徴とする請求項１に記載の画像音声装置。
【請求項３】
　前記変換部は、前記変換において、前記移動可能値の増減に応じて前記操作指示に含ま
れる操作回数の増減を行うこと
　を特徴とする請求項２に記載の画像音声装置。
【請求項４】
　前記変換部は、前記移動可能値と予め定められた基準値との差分を算出し、前記移動可
能値が前記基準値を上回る場合に前記差分に応じて前記操作回数を増加させ、前記移動可
能値が前記基準値を下回る場合に前記差分に応じて前記操作回数を低減させること
　を特徴とする請求項３に記載の画像音声装置。
【請求項５】
　前記通信部は、タッチパネルを備える端末装置より、前記タッチパネルで実施された操
作の操作方向及び操作量を示す前記操作指示を受信し、
　前記変換部は、前記移動可能値に基づいて前記操作量を増減させることにより前記操作
指示の変換を行うこと
　を特徴とする請求項４に記載の画像音声装置。
【請求項６】
　タッチパネルと、
　画像信号の生成及び解析を行い解析結果を送信する画像音声装置を接続し、前記画像音
声装置より前記解析結果を受信する通信部と、
　前記タッチパネルが操作された場合に前記操作の内容を示す操作情報を生成し、前記操
作情報を前記解析結果に基づいて前記画像音声装置の操作コマンドに変換し、変換した前
記操作コマンドを前記通信部により前記画像音声装置へ送信する制御部と、を備えること
　を特徴とする端末装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記操作情報を前記操作コマンドに変換する際の変換方法を、前記通信
部を用いた前記画像音声装置との相互通信により決定すること
　を特徴とする請求項６に記載の端末装置。
【請求項８】
　前記制御部は、前記画像音声装置より受信した前記解析結果に基づいて、前記画像音声
装置が出力する画面において前記画像が移動可能な位置である移動可能位置の位置数を示
す値、または前記画面において画像を移動させることが可能な回数を示す値である移動可
能値を算出し、前記移動可能値に基づいて前記操作情報を前記操作コマンドに変換するこ
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と
　を特徴とする請求項７に記載の端末装置。
【請求項９】
　前記制御部は、前記変換において、前記移動可能値の増減に応じて前記操作コマンドの
コマンド数の増減を行うこと
　を特徴とする請求項８に記載の端末装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記移動可能値と予め定められた基準値との差分を算出し、前記移動可
能値が前記基準値を上回る場合に前記差分に応じて前記コマンド数を増加させ、前記移動
可能値が前記基準値を下回る場合に前記差分に応じて前記コマンド数を低減させること
　を特徴とする請求項９に記載の端末装置。
【請求項１１】
　画像音声装置及び端末装置を有する情報処理システムであって、
　前記画像音声装置は、画像信号を生成して出力する画像信号生成部と、通信網に接続さ
れて通信を行う通信部と、操作指示に応じて表示制御がなされる操作画像を前記画像信号
生成部により生成して出力し、前記操作指示を受け付け、前記操作指示に基づいて前記操
作画像の表示制御を行う表示制御部と、前記画像信号生成部により生成される画像信号の
解析を行う解析部と、前記解析部の解析結果を前記通信部により送信する解析結果送信部
とを備え、
　前記端末装置は、タッチパネルと、前記画像音声装置より前記解析結果を受信する通信
部と、前記タッチパネルが操作された場合に前記操作の内容を示す操作情報を生成し、前
記操作情報を前記解析結果に基づいて前記画像音声装置の操作コマンドに変換し、変換し
た前記操作コマンドを前記通信部により前記画像音声装置へ送信する制御部と、を備える
こと
　を特徴とする情報処理システム。
【請求項１２】
　前記端末装置が備える前記制御部は、前記操作情報を前記操作コマンドに変換する際の
変換方法を、前記通信部を用いた前記画像音声装置との相互通信により決定すること
　を特徴とする請求項１１に記載の情報処理システム。
【請求項１３】
　前記画像音声装置が備える前記解析部は、前記画像信号生成部により生成される画像信
号により表示される画面である操作画面において前記操作画像が移動可能な位置である移
動可能位置の位置数を示す値、または前記操作画面において前記操作画像を移動させるこ
とが可能な回数を示す値である移動可能値を算出し、
　前記解析結果送信部は、前記移動可能値を前記通信部により前記端末装置へ送信し、
　前記端末装置が備える前記制御部は、前記画像音声装置より受信した前記移動可能値に
基づいて前記操作情報を前記操作コマンドに変換すること
　を特徴とする請求項１２に記載の情報処理システム。
【請求項１４】
　前記端末装置が備える前記制御部は、前記変換において、前記移動可能値の増減に応じ
て前記操作コマンドのコマンド数の増減を行うこと
　を特徴とする請求項１３に記載の情報処理システム。
【請求項１５】
　前記端末装置が備える前記制御部は、前記移動可能値と予め定められた基準値との差分
を算出し、前記移動可能値が前記基準値を上回る場合に前記差分に応じて前記コマンド数
を増加させ、前記移動可能値が前記基準値を下回る場合に前記差分に応じて前記コマンド
数を低減させること
　を特徴とする請求項１４に記載の情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、画像または音声の再生を行う画像音声装置と、画像音声装置を操作する端末
装置と、画像音声装置及び端末装置を含む情報処理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル技術の多機能化、多様化により、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）レコーダ
やＢＤ（Blu-lay Disc：登録商標）レコーダ等の様々な画像音声装置が普及している。こ
れらの画像音声装置は、放送波に含まれる画像／音声デジタルデータをデコードすること
により、画像／音声信号をテレビジョン装置やモニタ、又はスピーカ等に出力する。
【０００３】
　また近年の画像音声装置は、放送波の受信やＨＤＤへのデータ保存だけでなく、インタ
ーネットや家庭内ＬＡＮ等のネットワークに接続して、様々なサービスを利用する機能を
備えたものが普及している。
【０００４】
　上記の機能の一つとして、スマートフォンのようなタッチパネルを備えた端末装置から
、無線通信網を介して画像音声装置を遠隔操作する技術が考案されている。スマートフォ
ンは、様々なアプリケーションのインストールが可能である。従って、画像音声装置に対
してリモコンのように操作コマンドを送信するアプリケーションを、容易に実装できる。
　
【０００５】
　例えば、実際のリモコンのような画像をタッチパネルに表示し、この画像をユーザがタ
ッチすることで、画像音声装置を操作するアプリケーションが考案されている。また例え
ば、画像音声装置が画面上にカーソルを表示している状態において、ユーザが端末装置の
タッチパネルを指ではじくように操作すると、カーソルを移動させるためのカーソル移動
コマンドを送信される技術が考案されている。なお、このような操作は一般にフリック操
作と呼ばれている。
【０００６】
　上記に関連する技術として、タッチパネル操作における指の移動量及び移動方向に応じ
たカーソル移動コマンドを生成し、生成したカーソル移動コマンドを画像音声装置へ送信
し、カーソル移動コマンドを画像音声装置上で実行する技術が開示、提案されている。（
例えば特許文献１及び特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１１－１３５５２５号公報
【特許文献２】特開２０１１－８２６０９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記の技術によれば、一操作における指の移動量に応じて、複数のカーソル移動コマン
ドを一度に送信できる。このため、ユーザがカーソル操作を複数回行いたい場合に、その
回数だけ繰り返しフリック操作を行う必要がなく、操作性を向上させることができる。
【０００９】
　しかしながら上記の技術では、指の移動量とカーソル移動コマンドの送信数との比率が
一定である。このため、操作画面のレイアウトが変化した場合に、操作性が低下する可能
性がある。なぜならば、操作画面においてカーソルが移動可能なステップ数、及び操作画
面においてカーソルにより選択可能な項目の項目数（以下、二つを含む値を「カーソル移
動可能値」という）は、画面によって異なるからである。また、同じ操作画面であっても
、例えばリストから項目を選択する場合と文字を入力する場合とでは、カーソル移動可能
値が異なるのが普通である。



(5) JP 2014-44576 A 2014.3.13

10

20

30

40

50

【００１０】
　もし上記の比率を、カーソル移動可能値が少ない画面に最適化すると、指の移動量に対
し送信するカーソル移動コマンド数が相対的に少なくなる。このため、カーソル移動可能
値が多い画面において、何回もフリック操作が必要になる。
【００１１】
　一方、上記の比率を、カーソル移動可能値が多い画面に最適化すると、指の移動量に対
し送信するカーソル移動コマンド数が相対的に多くなる。このため、カーソル移動可能値
が少ない画面において、必要以上にカーソル移動が行われてしまう。
【００１２】
　本発明は、上記の問題を鑑みてなされたものであり、画像音声装置が表示する画面の操
作を、スマートフォンのようなタッチパネルを備えた端末装置から遠隔操作する場合にお
いて、操作性を向上させることが可能な画像音声装置、端末装置、及び情報処理システム
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】
【００１３】
　上記目的を達成するために本発明の画像音声装置は、画像信号を生成して出力する画像
信号生成部と、通信網に接続されて通信を行う通信部と、操作指示に応じて表示制御がな
される操作画像を前記画像信号生成部により生成して出力し、操作指示を受け付け、前記
操作指示に基づいて前記操作画像の表示制御を行う表示制御部と、前記画像信号生成部に
より生成される画像信号の解析を行う解析部と、前記通信部により受信された前記操作指
示を前記解析部の解析結果に基づいて変換し、変換後の前記操作指示を前記表示制御部へ
与える変換部と、を備えることを特徴とする。
【００１４】
　この構成によると、受け付けた操作の内容を、表示されている画面に応じて変更する。
つまり、同一操作を受け付けたとしても、表示画面のレイアウトや表示ボタン数が異なれ
ば、操作結果も異なるものとなる。このため、表示画面に応じて操作を最適化し、操作性
を向上させることができる。
【００１５】
　また上記目的を達成するために、前記解析部は、前記画像信号生成部により生成される
画像信号により表示される画面である操作画面において前記操作画像が移動可能な位置で
ある移動可能位置の位置数を示す値、または前記操作画面において前記操作画像を移動さ
せることが可能な回数を示す値である移動可能値を算出し、前記変換部は、前記移動可能
値に基づいて前記操作指示の変換を行うことを特徴とする。
【００１６】
　この構成によると、表示画面における移動可能位置数、または移動可能回数に応じて操
作を最適化することができる。
【００１７】
　また上記目的を達成するために、前記変換部は、前記変換において、前記移動可能値の
増減に応じて前記操作指示に含まれる操作回数の増減を行うことを特徴とする。
【００１８】
　この構成によると、実際に受け付けた操作回数と異なる操作回数とすることにより、操
作を最適化することができる。
【００１９】
　また上記目的を達成するために、前記変換部は、前記移動可能値と予め定められた基準
値との差分を算出し、前記移動可能値が前記基準値を上回る場合に前記差分に応じて前記
操作回数を増加させ、前記移動可能値が前記基準値を下回る場合に前記差分に応じて前記
操作回数を低減させることを特徴とする。
【００２０】
　この構成によると、操作できる数が多い画面では実際の操作回数よりも多い操作回数と
する。一方、操作できる数が少ない画面では、実際の操作回数よりも少ない操作回数とす
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る。これにより、操作できる数が多い画面において、何度も同じ操作を繰り返す必要がな
い。一方、操作できる数が少ない画面において、操作画像が移動しすぎてしまうのを回避
できる。
【００２１】
　また上記目的を達成するために、前記通信部は、タッチパネルを備える端末装置より、
前記タッチパネルで実施された操作の操作方向及び操作量を示す前記操作指示を受信し、
前記変換部は、前記移動可能値に基づいて前記操作量を増減させることにより前記操作指
示の変換を行うことを特徴とする。
【００２２】
　この構成によると、タッチパネル操作の操作結果を、表示中の画面に応じて最適化する
ことができる。
【００２３】
　また上記目的を達成するために本発明の端末装置は、タッチパネルと、画像信号の生成
及び解析を行い解析結果を送信する画像音声装置を接続し、前記画像音声装置より前記解
析結果を受信する通信部と、前記タッチパネルが操作された場合に前記操作の内容を示す
操作情報を生成し、前記操作情報を前記解析結果に基づいて前記画像音声装置の操作コマ
ンドに変換し、変換した前記操作コマンドを前記通信部により前記画像音声装置へ送信す
る制御部と、を備えることを特徴とする。
【００２４】
　この構成によると、タッチパネルで受け付けた操作の内容を、画像音声装置より受信し
た解析結果に基づいて変更する。このため、表示画面に応じてタッチパネル操作を最適化
し、操作性を向上させることができる。
【００２５】
　また上記目的を達成するために、前記制御部は、前記操作情報を前記操作コマンドに変
換する際の変換方法を、前記通信部を用いた前記画像音声装置との相互通信により決定す
ることを特徴とする。
【００２６】
　この構成によると、画像音声装置の仕様や性能に応じて、端末装置から送信する操作コ
マンドの内容を変更することが可能である。
【００２７】
　また上記目的を達成するために、前記制御部は、前記画像音声装置より受信した前記解
析結果に基づいて、前記画像音声装置が出力する画面において前記画像が移動可能な位置
である移動可能位置の位置数を示す値、または前記画面において画像を移動させることが
可能な回数を示す値である移動可能値を算出し、前記移動可能値に基づいて前記操作情報
を前記操作コマンドに変換することを特徴とする。
【００２８】
　この構成によると、画像音声装置の表示画面における移動可能位置数、または移動可能
回数に応じて、端末装置のタッチパネル操作を最適化することができる。
【００２９】
　また上記目的を達成するために、前記制御部は、前記変換において、前記移動可能値の
増減に応じて前記操作コマンドのコマンド数の増減を行うことを特徴とする。
【００３０】
　この構成によると、画像音声装置の表示画面における移動可能位置数、または移動可能
回数に応じて、端末装置の送信コマンド数を最適化することができる。
【００３１】
　また上記目的を達成するために、前記制御部は、前記移動可能値と予め定められた基準
値との差分を算出し、前記移動可能値が前記基準値を上回る場合に前記差分に応じて前記
コマンド数を増加させ、前記移動可能値が前記基準値を下回る場合に前記差分に応じて前
記コマンド数を低減させることを特徴とする。
【００３２】
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　この構成によると、操作できる数が多い画面では送信コマンド数を多くする。一方、操
作できる数が少ない画面では送信コマンド数を少なくする。これにより、操作できる数が
多い画面が表示されている状態では、一操作で多数のコマンドを一括送信できる。一方、
操作できる数が少ない画面が表示されている状態では、コマンドが過剰に送信されてしま
うのを回避できる。
【００３３】
　また上記目的を達成するために本発明の情報処理システムは、画像音声装置及び端末装
置を有する情報処理システムであって、前記画像音声装置は、画像信号を生成して出力す
る画像信号生成部と、通信網に接続されて通信を行う通信部と、操作指示に応じて表示制
御がなされる操作画像を前記画像信号生成部により生成して出力し、前記操作指示を受け
付け、前記操作指示に基づいて前記操作画像の表示制御を行う表示制御部と、前記画像信
号生成部により生成される画像信号の解析を行う解析部と、前記解析部の解析結果を前記
通信部により送信する解析結果送信部とを備え、前記端末装置は、タッチパネルと、前記
画像音声装置より前記解析結果を受信する通信部と、前記タッチパネルが操作された場合
に前記操作の内容を示す操作情報を生成し、前記操作情報を前記解析結果に基づいて前記
画像音声装置の操作コマンドに変換し、変換した前記操作コマンドを前記通信部により前
記画像音声装置へ送信する制御部と、を備えることを特徴とする。
【００３４】
　この構成によると、端末装置で受け付けた操作の内容を、画像音声装置で表示されてい
る画面に応じて変更する。つまり、同一操作を受け付けたとしても、表示画面のレイアウ
トや表示ボタン数が異なれば、操作結果も異なるものとなる。このため、表示画面に応じ
て端末装置での操作を最適化し、操作性を向上させることができる。
【００３５】
　また上記目的を達成するために、前記端末装置が備える前記制御部は、前記操作情報を
前記操作コマンドに変換する際の変換方法を、前記通信部を用いた前記画像音声装置との
相互通信により決定することを特徴とする。
【００３６】
　この構成によると、画像音声装置の仕様や性能に応じて、端末装置から送信する操作コ
マンドの内容を変更することが可能である。
【００３７】
　また上記目的を達成するために、前記画像音声装置が備える前記解析部は、前記画像信
号生成部により生成される画像信号により表示される画面である操作画面において前記操
作画像が移動可能な位置である移動可能位置の位置数を示す値、または前記操作画面にお
いて前記操作画像を移動させることが可能な回数を示す値である移動可能値を算出し、前
記解析結果送信部は、前記移動可能値を前記通信部により前記端末装置へ送信し、前記端
末装置が備える前記制御部は、前記画像音声装置より受信した前記移動可能値に基づいて
前記操作情報を前記操作コマンドに変換することを特徴とする。
【００３８】
　この構成によると、画像音声装置の仕様や性能に応じて、端末装置から送信する操作コ
マンドの内容を変更することが可能である。
【００３９】
　また上記目的を達成するために、前記端末装置が備える前記制御部は、前記変換におい
て、前記移動可能値の増減に応じて前記操作コマンドのコマンド数の増減を行うことを特
徴とする。
【００４０】
　この構成によると、画像音声装置の表示画面における移動可能位置数、または移動可能
回数に応じて、端末装置の送信コマンド数を最適化することができる。
【００４１】
　また上記目的を達成するために、前記端末装置が備える前記制御部は、前記移動可能値
と予め定められた基準値との差分を算出し、前記移動可能値が前記基準値を上回る場合に
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前記差分に応じて前記コマンド数を増加させ、前記移動可能値が前記基準値を下回る場合
に前記差分に応じて前記コマンド数を低減させることを特徴とする。
【００４２】
　この構成によると、操作できる数が多い画面では送信コマンド数を多くする。一方、操
作できる数が少ない画面では送信コマンド数を少なくする。これにより、操作できる数が
多い画面が表示されている状態では、一操作で多数のコマンドを一括送信できる。一方、
操作できる数が少ない画面が表示されている状態では、コマンドが過剰に送信されてしま
うのを回避できる。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明によれば、画像再生装置が表示する画面を端末装置を用いて遠隔操作する場合に
おいて、表示中の画面を解析し、解析結果に基づいて最適化された操作コマンドにより画
面操作を行う。つまり、ユーザが同一の操作を行ったとしても、表示中の画面が異なれば
、生成される操作コマンドも異なるものとなる。このため、画面操作の操作性を向上させ
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の画像音声装置及び情報端末を含むシステムの構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本発明の画像音声装置の内部構成を示すブロック図である。
【図３】第１の実施形態に係る画像音声装置の機能構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の画像音声装置が出力する画面の一例を示す画面図である。
【図５】本発明の画像音声装置が出力する画面の一例を示す画面図である。
【図６】端末装置の外観を示す模式図である。
【図７】タッチパネル操作に対応するコマンドの一例を示す模式図である。
【図８】第１の実施形態に係るコマンド変換処理の処理フローを示すフロー図である。
【図９】第２の実施形態に係る画像音声装置の機能構成を示すブロック図である。
【図１０】第２の実施形態に係るコマンド変換処理の処理シーケンスを示すシーケンス図
である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　以下に本発明の実施形態を、図面を参照しながら説明する。なお、ここで示す実施形態
は一例であり、本発明はここに示す実施形態に限定されるものではない。
〈１－１．システム構成について〉
【００４６】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係るシステム構成を示すブロック図である。本シス
テムは少なくとも、ＨＤＤレコーダ１（＝画像音声装置）、ディスプレイ２、無線ＬＡＮ
ルータ３、及びスマートフォン４（＝端末装置）を含むように構成されている。
【００４７】
　ディスプレイ２は、図示しない表示部、操作部、制御部、及び接続部を備える表示装置
である。ディスプレイ２は例えば、接続部に含まれるＨＤＭＩ端子に接続されたＨＤＭＩ
ケーブルを介して、画像／音声を含むデジタル信号を受け付ける。そしてデジタル信号の
複合化を行い、画像／音声の出力を行う。
【００４８】
　無線ＬＡＮルータ３は、複数のＩＰネットワークを相互接続するためのネットワーク中
継装置である。具体的には、ＯＳＩ（Open Systems Interconnection）参照モデルでいう
ネットワーク層（第３層）やトランスポート層（第４層）等のプロトコルを解析して転送
を行う。これにより例えば、有線ＬＡＮとインターネットとの二つのＩＰネットワークを
相互に接続する役割を持つ。なお本実施携帯の無線ＬＡＮルータ３は、ＨＤＤレコーダ１
とスマートフォン４とを無線通信により相互接続するのに用いられる。
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【００４９】
　スマートフォン４は、図示しないタッチパネル、制御部、及び無線通信部（＝通信部）
を備える端末装置である。制御部は、ＨＤＤレコーダ１に対してリモコン操作コマンド（
＝操作コマンド）を送信するアプリケーション（以下、「リモコンアプリ」という）を実
行可能である。これによりユーザは、ＨＤＤレコーダ１を操作するためのリモコンとして
スマートフォン４を使用できる。
【００５０】
　上記のリモコンアプリが実行されると、制御部は、実際のリモコンの外観を示すような
画面、例えば操作ボタン画面を表示する。ユーザはこの画面上のボタンをタッチすること
で、ＨＤＤレコーダ１を操作できる。
【００５１】
　しかしながら、タッチパネルは実際のリモコンのようなボタンの盛り上がりがないため
、ユーザはタッチパネルを見ながら操作しないと、正しくボタンをタッチできていないこ
とが考えられる。このため本実施形態のリモコンアプリは、ユーザがタッチパネルを指で
なぞる操作をした場合に、指の移動方向及び移動量に応じたカーソル移動コマンドをＨＤ
Ｄレコーダ１に送信する機能を持つ。
〈１－２．内部構成について〉
【００５２】
　図２は、ＨＤＤレコーダ１の内部構成を示すブロック図である。なお、図２における矢
印線は画像／音声データの流れを示している。また、矢印のない直線は、制御部１１が各
装置に対する制御信号等を送受信するための通信バスを示している。
【００５３】
　ＨＤＤレコーダ１は少なくとも、制御部１１、メモリ１２、操作部１３、フラッシュメ
モリ１４、ＨＤＤ１５、光ディスクドライブ１６、放送受信部１７、信号処理部１８、Ｏ
ＳＤ（On-Screen Display）処理部１９（＝画像信号生成部）、通信Ｉ／Ｆ（Interface）
２０（＝通信部）、及び外部接続端子２１を含むように構成されている。
【００５４】
　なお図２では、外部接続端子２１により接続される表示装置として、ディスプレイ２を
例示している。また、通信Ｉ／Ｆ２０により接続される通信装置として、無線ＬＡＮルー
タ３を例示している。
【００５５】
　制御部１１は、ＨＤＤレコーダ１の各部の駆動を制御することにより、画像／音声の再
生処理、記録処理、出力処理等を統括制御するためのものである。制御部１１は例えば、
複数のマイクロプロセッサから構成されている。また制御部１１は、制御部１１が備える
演算処理装置上でプログラムを実行することにより実現される機能部として、後述する表
示制御部１１ａ、画面解析部１１ｂ、及びコマンド変換部１１ｃ（図３）を備えている。
【００５６】
　メモリ１２は、ＨＤＤレコーダ１が保持する各種データを一時的に記録する媒体であり
、例えば書き込み可能なＲＡＭ（Random Access Memory）等により構成されている。メモ
リ１２は、例えば制御部１１によって各種情報処理が行われる際の処理データや、ユーザ
から受けた指示命令等を一時的に記録しておくためのバッファメモリとしての役割を持つ
。
【００５７】
　操作部１３は、ユーザがＨＤＤレコーダ１に対して、画像／音声の再生指示等を行うた
めのものである。操作部１３は、例えばＨＤＤレコーダ１のハウジングに設けられた複数
のボタンや、不図示のリモコン装置等を含む。操作部１３はこれらの装置により、ユーザ
操作を受け付ける。ユーザ操作が受け付けられると、制御部１１は、操作内容に基づいて
再生処理や記録処理等を行う。
【００５８】
　フラッシュメモリ１４は、ＥＥＰＲＯＭの一種で、デバイスの利用者が書き込み／消去
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可能なＲＯＭである。フラッシュメモリ１４は回路基板に実装したままで書き込み、消去
ができるため、利用時に書き換えが必要な用途、例えば装置の動作設定データや、利用者
固有の情報等を保存するのに用いられる。
【００５９】
　ＨＤＤ１５は、デジタルデータを記録する磁気記録媒体である。本実施形態では主に、
放送波に含まれる画像／音声データから生成される録画データや、圧縮処理により生成さ
れた圧縮録画データを記録するのに用いられる。
【００６０】
　光ディスクドライブ１６は、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）メディア、或いはＢＤ
メディア等の光ディスクに対して光学的に各種データの読み取り／書き込みを行うための
光学装置である。光ディスクドライブ１６は、光ピックアップ（不図示）の制御を行うこ
とにより、光ディスクに光ビームを照射して、光ディスクに記録された音声情報、画像情
報等の各種情報の読み取りを行う。この際、光ピックアップの駆動制御やフォーカス制御
、或いはチルト制御等の各種制御を行う。
【００６１】
　放送受信部１７は、外部のアンテナ（不図示）に接続されてデジタル／アナログ放送の
選局、受信、周波数変換、増幅、復調等を行う。放送受信部１７は、アナログ方式であれ
ばアナログチューナ、画像中間周波増幅回路、復調回路、及び増幅回路等を含むように構
成されている。またデジタル方式であれば、デジタルチューナ、及び誤り訂正部等を含む
ように構成されている。
【００６２】
　例えばデジタル放送を受信する場合、放送受信部１７に含まれるデジタルチューナが、
中間周波信号の増幅及び検波を行う。これにより、ＭＰＥＧ２方式のデジタル信号である
ＴＳ（＝Transport Stream）の取得を行う。
【００６３】
　なおＴＳとは、複数のコンテンツ（番組）の音声ＰＥＳ（Packetized Elementary Stre
am）、画像ＰＥＳ、及び付加情報を固定長のＴＳパケットに分割してつなぎ合わせたもの
である。信号処理部１８へ与えられて画像／音声信号に変換される。なお、ＴＳを変換せ
ずＨＤＤ１５へ記録することも可能である。この場合、信号処理部１８はＴＳのスルーの
みを行う。
【００６４】
　信号処理部１８は、放送受信部１７が生成したＴＳや、光ディスクドライブ１６が光デ
ィスクより読み出したデジタルデータを入力し、音声情報を含む音声デジタル信号と、画
像情報を含む画像デジタル信号とに分離する多重分離部である。具体的には例えば、放送
受信部１７より生成されたＴＳを、ＴＳパケットに分割する。そしてＴＳパケットを再結
合することにより、音声／画像のＰＥＳを生成する。
【００６５】
　そしてＰＥＳを結合することにより、ＥＳ（Elementary Stream＝符号化された音声／
画像データ）を生成する。さらに信号処理部１８はＥＳの復号を行い、各種デジタル信号
に変換する。復号により得られたデジタル信号は、記録する場合はＨＤＤ１５へ与えられ
る。またディスプレイ２へ出力する場合は、外部出力端子２１へ与えられる。
【００６６】
　ＯＳＤ処理部１９は、画像信号を生成する機能部である。ＯＳＤ処理部１９は、ＨＤＤ
レコーダ１が出力すべき情報をユーザが視認できる画像データに変換し、変換した画像デ
ータをディスプレイに表示するための画像信号を生成する。生成された画像信号は、外部
出力端子２１より出力される。
【００６７】
　通信Ｉ／Ｆ２０は、ＨＤＤレコーダ１を通信ネットワークと接続するための物理的なイ
ンタフェースである。通信Ｉ／Ｆ２０は例えば、ＩＥＥＥ８０２．３規格に準拠した有線
ＬＡＮに接続するためのＬＡＮケーブルコネクタや、ＩＥＥＥ８０２．１１規格に準拠し
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た無線ＬＡＮに接続するための無線アンテナ等を含むように構成されている。なお、電話
通信網に接続するためのアナログ接続端子やＩＳＤＮ通信網に接続するためのＩＳＤＮ接
続端子を備える形態であってもよい。
【００６８】
　外部接続端子２１は、例えばＨＤＭＩ（High Definition Multimedia Interface）端子
やコンポーネント端子等を含む、複数の入出力端子からなるインタフェースである。外部
接続端子２１はこれらの入出力端子を用いて、ＨＤＤレコーダ１と外部の装置、例えばデ
ィスプレイ２を接続し、デジタル信号またアナログ信号の入出力を行う。
〈１－３．機能部の構成について〉
【００６９】
　ここで、本発明の第１の実施形態に係るＨＤＤレコーダ１がコマンド変換処理を実施す
るための各機能部の関係を、図３のブロック図を用いながら説明する。なお、図３におけ
る破線矢印線は、制御信号の流れを示している。
【００７０】
　図１に示すように本発明のコマンド変換処理は、制御部１１が備える表示制御部１１ａ
、画面解析部１１ｂ（＝解析部）、及びコマンド変換部１１ｃ（＝変換部）により実施さ
れる。
【００７１】
　表示制御部１１ａは、ＨＤＤレコーダ１の設定画面や、文字入力行うメニュー画面のよ
うな、ユーザ操作が可能な画面（以下、「操作画面」という）の表示制御を行う。より具
体的には、ＯＳＤ処理部１９を用いて、メニュー画像、ボタン画像、またはカーソル画像
（＝操作画像）等をディスプレイ２へ表示するための画像信号を生成する。ユーザはこの
操作画面において、カーソル操作により項目の選択や文字入力を行うことが可能である。
【００７２】
　画面解析部１１ｂは、表示制御部１１ａがディスプレイ２に表示している操作画面の解
析を行い、カーソル移動可能値（＝移動可能値）を算出する。カーソル移動可能値は、操
作画面においてカーソルが移動可能なステップ数を示す値である。或いはカーソル移動可
能値は、操作画面においてカーソルにより選択可能な項目（＝移動可能位置）の項目数を
示す値である。
【００７３】
　図４は、操作画面の一例である設定メニュー画面１００を示した画面図である。設定メ
ニュー画面１００には破線のカーソル１０１が含まれている。ユーザはスマートフォン４
のタッチパネルを指でなぞることにより、カーソル１０１を操作可能である。図４の例で
は、設定メニュー画面１００には横方向に３項目、縦方向に２項目が含まれている。この
ためカーソル移動可能値は、３ステップ×２ステップの６と算出される。
【００７４】
　また図５は、操作画面の一例である文字入力画面２００を示した画面図である。文字入
力画面２００には破線のカーソル２０１が含まれている。ユーザはスマートフォン４のタ
ッチパネルを指でなぞることにより、カーソル２０１を操作可能である。図５の例では、
文字入力画面２００には横方向に８項目、縦方向に４項目が含まれている。このためカー
ソル移動可能値は、８ステップ×４ステップの３２と算出される。
【００７５】
　コマンド変換部１１ｃは、スマートフォン４のリモコンアプリから送られてくるカーソ
ル移動コマンドを受信する。そして受信したカーソル移動コマンドを、上記の画面解析部
１１ｂが算出した移動可能値に基づいてコマンド変換する。
【００７６】
　図６は、スマートフォン４のタッチパネル９１でのユーザの指の動きを示した模式図で
ある。図６の例ではユーザは、まず矢印αに示すように下方向へ指を動かした後に、矢印
βに示すように右方向へ指を動かしている。上記の操作を検知したスマートフォン４は、
この操作に応じたカーソル移動コマンドをＨＤＤレコーダ１へ送信する。
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【００７７】
　上記のカーソル移動コマンドを受信したコマンド変換部１１ｃは、図７に示すカーソル
移動コマンドへコマンド変換する。図７（ａ）は、移動可能値が相対的に大きい場合にお
ける、変換後のカーソル移動コマンドを示している。一方図７（ｂ）は、移動可能値が相
対的に小さい場合における、変換後のカーソル移動コマンドを示している。
【００７８】
　図７（ａ）では、下方向に３回、右方向に４回のカーソル移動コマンドが生成されてい
る。一方図７（ｂ）では、下方向に３回、右方向に４回のカーソル移動コマンドが生成さ
れている。このように、移動可能値が相対的に大きい場合はカーソル移動コマンドを多く
し、移動可能値が相対的に少ない場合はカーソル移動コマンドを少なくする。
【００７９】
　上記のように変換されたカーソル移動コマンドは表示制御部１１ａに与えられ、操作画
面に表示されているカーソルの移動に用いられる。なお、移動可能値が相対的に大きいか
小さいかを判定するための基準値は、本発明の主旨を逸脱しない範囲において、設計要求
等に応じて適宜変更可能である。例えば上記の例では、移動可能値が２０を下回る場合に
相対的に小さい、２０を上回る場合に相対的に大きいと判定している。
〈１－４．コマンド変換処理について〉
【００８０】
　ここで、本発明の一実施形態に係るＨＤＤレコーダ１が実施するコマンド変換処理の処
理フローを、図８のフロー図を用いながら説明する。図８に示す処理は、ＨＤＤレコーダ
１の電源が起動され、且つユーザ操作が可能な操作画面が表示された時点で開始される。
【００８１】
　本処理の開始後、画面解析部１１ｂはステップＳ１１０において、操作画面の解析を行
う。次に画面解析部１１ｂはステップＳ１２０において、解析の結果得られた移動可能値
をメモリ１２へ記録する。
【００８２】
　次にコマンド変換部１１ｃはステップＳ１３０において、通信Ｉ／Ｆ２０によりスマー
トフォン４からカーソル操作コマンドを受信したか否かを判定する。受信していない場合
、画面解析部１１ｂはステップＳ１３１において、操作画面の変更が検知されたか否かを
判定する。
【００８３】
　操作画面の変更が検知された場合、再びステップＳ１１０へ移行する。操作画面の変更
が検知されていない場合、再びステップＳ１３０へ移行する。
【００８４】
　ステップＳ１３０において、カーソル操作コマンドを受信した場合、コマンド変換部１
１ｃはステップＳ１４０において、メモリ１２に記録されている移動可能値を読み出して
参照する。
【００８５】
　次にコマンド変換部１１ｃはステップＳ１５０において、移動可能値に応じてカーソル
操作コマンドのコマンド変換を行い、表示制御部１１ａへ与える。これを受けた表示制御
部１１ａはステップＳ１６０において、変換後のカーソル操作コマンドに応じてカーソル
を移動させるよう、表示制御を行う。カーソル移動が完了すると、再びステップＳ１１０
へ移行する。なお上記の処理フローは、ユーザ操作可能な操作画面の表示が停止された時
点で終了される。
【００８６】
　以上に説明した本実施形態によれば、スマートフォン４から送られてくるカーソル移動
コマンドを、操作画面の移動可能値に応じて変化させる。これにより、ユーザがカーソル
を移動させる場合において、カーソルが行き過ぎてしまうことや、逆に多くの操作が必要
となることを回避することできる。
【００８７】
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　次に、本発明の第２の実施形態を、図面を参照しながら説明する。なお第２の実施形態
は、ＨＤＤレコーダ１とスマートフォン４とが、カーソル移動コマンドの変換に関する情
報を相互に送受信することを特徴とする。
〈２－１．システム構成について〉
【００８８】
　第１の実施形態と同じ構成であるが、スマートフォン４の機能が一部異なる。通常、ス
マートフォン４のリモコンアプリがフリック操作を検知すると、１操作ごとに１回のカー
ソル移動コマンドが送信する。このため、カーソル操作のたびに、ユーザはフリック操作
をする必要があった。
【００８９】
　そこで本実施形態のリモコンアプリは、１回のフリック操作に応じて複数のカーソル移
動コマンドを送信する。さらに本実施形態のリモコンアプリは、画面解析部１１ｂの解析
結果を示すパラメータを、無線通信網を介してＨＤＤレコーダ１より受信する。
【００９０】
　リモコンアプリは、受信したパラメータと、フリック操作（または通常の指でなぞる操
作）における指の移動量とに応じて、カーソル移動コマンドの送信回数を決定する。なお
、決定方法の詳細については後述する。
〈２－２．内部構成について〉
【００９１】
　第１の実施形態１と同じ内容であるため、ここでは説明を省略する。
〈２－３．機能部の構成について〉
【００９２】
　ここで、本発明の第２の実施形態に係るＨＤＤレコーダ１がコマンド変換処理を実施す
るための各機能部の関係を、図９のブロック図を用いながら説明する。なお、図９におけ
る破線矢印線は、制御信号の流れを示している。
【００９３】
　図９に示すように、本実施形態の制御部１１は、第１の実施形態の表示制御部１１ａ、
及び画面解析部１１ｂに加え、解析結果送信部１１ｄを備えている。また、第１の実施形
態のコマンド変換部１１ｃを備えていない。
【００９４】
　解析結果送信部１１ｄは、画面解析部１１ｂが解析した結果を示すパラメータを、通信
Ｉ／Ｆ２０を用いてスマートフォン４へ送信する。これを受けたスマートフォン４は、受
け取ったパラメータに応じて、指の移動量に対するカーソル移動コマンドの送信比率を変
化させる。
【００９５】
　より具体的には、解析結果送信部１１ｄは、移動可能値が相対的に少ない場合は、上記
の比率を小さくする、つまりカーソル移動コマンドを少なくするためのパラメータを、ス
マートフォン４のリモコンアプリへ送信する。一方、移動可能値が相対的に多い場合は、
上記の比率を大きくする、つまりカーソル移動コマンドを多くするためのパラメータを、
スマートフォン４のリモコンアプリへ送信する。なお、送信する情報は、パラメータでは
なく、移動可能値そのものでもよい。
【００９６】
　本実施形態のリモコンアプリは、タッチパネルが指でなぞられると、移動量の算出を行
う。移動量は例えば、移動した距離（単位はセンチ）、移動した画素数（単位はピクセル
）、またはタッチパネル全体に対する比率等に基づき判定する。或いは、タッチパネルの
複数のマス目状の領域に区切られており、タッチされた領域の履歴により移動量を判定す
る形態でもよい。
【００９７】
　リモコンアプリは、上記で判定した移動量と、解析結果送信部１１ｄより受信したパラ
メータとに基づき、カーソル移動コマンドの送信数を決定する。
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【００９８】
　例えば、図４のようにカーソル移動可能値が相対的に少ないことがパラメータにより示
されている場合、送信するカーソル移動コマンドを、所定の基準値よりも低減させる。例
えば図７（ａ）に示すように、下方向のカーソル移動コマンドを２回、右方向のカーソル
移動コマンドを２回、送信する。なおこの場合、ある程度の長さの指移動が行われない限
り、カーソル移動コマンドを送らないようにする形態でもよい。
【００９９】
　一方、図５のようにカーソル移動可能値が相対的に多いことがパラメータにより示され
ている場合、送信するカーソル移動コマンド数を、所定の基準値よりも増加させる。例え
ば図７（ｂ）に示すように、下方向のカーソル移動コマンドを３回、右方向のカーソル移
動コマンドを４回、送信する。なおこの場合、ある程度の長さの指移動が行われていない
場合でも、最低でも１回はカーソル移動コマンドを送る形態でもよい。
〈２－４．コマンド変換処理について〉
【０１００】
　ここで、本発明の第２の実施形態に係るＨＤＤレコーダ１及びスマートフォン４が実施
するコマンド変換処理の処理シーケンスを、図１０のシーケンス図を用いながら説明する
。図１０に示す処理は、ＨＤＤレコーダ１の電源が起動され、且つユーザ操作が可能な操
作画面が表示された時点で開始される。
【０１０１】
　まず表示制御部１１ａが何らかの操作画面を表示すると、画面解析部１１ｂは、操作画
面の解析を行う。次に画面解析部１１ｂは、解析の結果得られた移動可能値をメモリ１２
へ記録する。次に解析結果送信部１１ｄは、画面解析部１１ｂが算出した移動可能値に応
じたパラメータ、または移動可能値そのものを、通信Ｉ／Ｆ２０を用いてスマートフォン
４へ送信する。
【０１０２】
　パラメータ、または移動可能値を受信したスマートフォン４のリモコンアプリは、受信
した内容に応じて、移動量に対するカーソル移動コマンド数の比率を決定する。そしてタ
ッチパネルに対する操作を検知した場合に、この比率に基づく回数だけ、ＨＤＤレコーダ
１へカーソル移動コマンドを送信する。
【０１０３】
　ＨＤＤレコーダ１において、ユーザ操作等により表示中の操作画面が変わると、画面解
析部１１ｂは再び操作画面の解析を行い、移動可能値を算出する。そして解析結果送信部
１１ｄが、移動可能値に応じたパラメータ、または移動可能値そのものをスマートフォン
４へ送信する。これを受信したスマートフォン４のリモコンアプリは、受信した内容に応
じて、移動量に対するカーソル移動コマンド数の比率を新たに決定する。
【０１０４】
　このように本実施形態では、操作画面が変更されるたびにＨＤＤレコーダ１とスマート
フォン４とで相互通信を行い、リモコンアプリが送信するカーソル移動コマンドの数を変
更する。なお、上記の処理シーケンスは、ユーザ操作可能な操作画面の表示が停止される
か、或いはリモコンアプリが停止されるまで繰り返し実施される。
【０１０５】
　以上に説明した本実施形態によれば、スマートフォン４が、ＨＤＤレコーダ１より送ら
れてくる画面解析結果に応じて、指の移動量に対するカーソル移動コマンドの送信比率を
変化させる。これにより、ユーザがカーソルを移動させる場合において、カーソルが行き
過ぎてしまうことや、逆に多くの操作が必要となることを回避することできる。
【０１０６】
　また本実施形態によれば、ＨＤＤレコーダ１は表示画面の解析結果を送信する機能のみ
を備えればよく、その他の機能はリモコンアプリ側に実装させる。このため、仕様変更や
制御プログラムの改善を行う場合に、リモコンアプリのみを更新すればよい。つまり、Ｈ
ＤＤレコーダ１のファームウェアを書き換える必要がないので、容易に仕様変更や改善を
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行うことができる。
［その他の実施の形態］
【０１０７】
　以上、好ましい実施の形態及び実施例を挙げて本発明を説明したが、本発明は必ずしも
上記実施の形態に限定されるものではなく、その技術的思想の範囲内において様々に変形
して実施することができる。
【０１０８】
　従って本発明は、以下の形態にも適用可能である。
【０１０９】
　（Ａ）上記実施形態では、本発明の画像音声装置の一例としてＨＤＤレコーダ１、端末
装置としてスマートフォン４を例に挙げているが、通信網に接続して相互通信可能な装置
であれば、これ以外の装置において本発明を実施する形態でもよい。例えば、画像音声装
置としてテレビジョン装置またはＤＶＤプレーヤ、端末装置として携帯電話、タブレット
端末、またはタッチパネル式リモコンを用いる形態であってもよい。
【０１１０】
　（Ｂ）上記実施形態では、本発明のコマンド変換処理に関わる各機能部が、マイクロプ
ロセッサ等の演算処理装置上でプログラムを実行することにより実現されているが、各機
能部が複数の回路により実現される形態でもよい。
【０１１１】
　（Ｃ）上記実施形態では、ＨＤＤレコーダ１とスマートフォン４とが相互通信するため
に事前に必要となる端末登録処理については特に規定していないが、端末登録処理の際に
、本発明に関連する各種情報のやりとりを行う形態でもよい。例えば、タッチパネルの解
像度、指の移動量に応じて生成するカーソル移動コマンド数の初期設定値、カーソル移動
コマンドを増減させるためのパラメータのフォーマット等を、事前にやりとりしておく形
態でもよい。
【０１１２】
　（Ｄ）上記実施形態では、ＨＤＤレコーダ１とスマートフォン４とが相互通信するため
の通信方式として無線ＬＡＮを例示しているが、これ以外を用いて相互通信する形態でも
よい。例えば、ブルートゥース（登録商標）や赤外線通信を用いる形態でもよい。
【０１１３】
　（Ｅ）上記実施形態では、スマートフォン４からＨＤＤレコーダ１に送信するリモコン
コマンドとしてカーソル移動コマンドを例に説明を行っているが、これ以外のリモコンコ
マンドの送受信を行う場合において、本発明のコマンド変換処理を実施する形態でもよい
。例えば、操作画面をスクロールさせるためのスクロール操作コマンドの送受信を行う場
合に、画面解析部１１ｂの解析結果に基づいて、フリック操作に対するスクロール量を変
更する形態でもよい。より具体的には、スクロール可能な量が相対的に多い場合に、１フ
リック操作に対するスクロール量を増やす。一方、スクロール可能な量が相対的に少ない
場合に、１フリック操作に対するスクロール量を減らす。これにより、スクロール操作の
操作性を向上させることができる。
【０１１４】
　（Ｆ）上記実施形態では、画面解析部１１ｂをＨＤＤレコーダ１が備えているが、スマ
ートフォン４のリモコンアプリがこれと同等の機能を備える形態でもよい。この場合、Ｈ
ＤＤレコーダ１は画面解析を行わず、表示している操作画面の内容を示す情報のみをスマ
ートフォン４へ送信する。これを受けたスマートフォン４の画面解析部は、カーソル移動
可能値の算出を行い、算出結果に応じて、指の移動量に対するカーソル移動コマンドの送
信比率を変化させる。これにより、ＨＤＤレコーダ１の処理数を減らすことができるため
、ＨＤＤレコーダ１が低スペックである場合でも本発明を実施することが可能となる。
【０１１５】
　（Ｇ）上記実施形態では、ＨＤＤレコーダ１とスマートフォン４とが無線接続されてい
るが、両装置が有線接続されている実施形態であってもよい。
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【０１１６】
　　　１　　　ＨＤＤレコーダ（画像音声装置）
　　　２　　　ディスプレイ
　　　３　　　無線ＬＡＮルータ
　　　４　　　スマートフォン（端末装置）
　　　１１　　制御部
　　　１１ａ　表示制御部
　　　１１ｂ　画面解析部（解析部）
　　　１１ｃ　コマンド変換部（変換部）
　　　１１ｄ　解析結果送信部
　　　１２　　メモリ
　　　１３　　操作部
　　　１４　　フラッシュメモリ
　　　１５　　ＨＤＤ
　　　１６　　光ディスクドライブ
　　　１７　　放送受信部
　　　１８　　信号処理部
　　　１９　　ＯＳＤ処理部（画像信号生成部）
　　　２０　　通信Ｉ／Ｆ（通信部）
　　　２１　　外部接続端子

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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