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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　主機器、前記主機器と接続する従属機器、及び前記主機器と前記従属機器を制御する機
能を有するリモートコマンダとからなるリモートコントロールシステムにおいて、
　前記主機器は、
　表示手段と、
　前記従属機器を制御するリモコンコードを記憶する第１の記憶手段と、
　前記リモートコマンダからの自機を制御する第１のリモートコントロール信号を受信す
る第１の信号受信手段と、
　接続された前記従属機器に前記従属機器を制御する第２のリモートコントロール信号を
送信する信号送信手段であって、前記リモートコマンダに前記第１の記憶手段に記憶され
た前記従属機器のリモコンコードを送信する第１の信号送信手段と、
　受信した前記第１のリモートコントロール信号に基づき、前記第１の記憶手段、前記表
示手段及び前記第１の信号送信手段を制御する制御手段と
　を有し、
　前記リモートコマンダは、
　前記第１の信号送信手段から送信されたリモコンコードを受信する第２の信号受信手段
と、
　前記第２の信号受信手段が受信したリモコンコードを記憶する第２の記憶手段と、
　前記主機器を制御する前記第１のリモートコントロール信号を送信すると共に、前記リ



(2) JP 4539529 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

モコンコードに基づいた前記従属機器を制御する第３のリモートコントロール信号を送信
する第２の信号送信手段と、
　前記主機器の前記記憶手段に記憶されたリモコンコードのなかから前記従属機器を制御
するリモコンコードを選択し、前記第１の信号送信手段を介して送信するためのリモコン
コード送信制御を前記制御手段に行わせるリモコンコード送信制御信号を前記第１のリモ
ートコントロール信号として送信するための操作部と
　を有するリモートコントロールシステム。
【請求項２】
　前記操作部は、
　前記リモコンコード送信制御のための階層構造のメニューを前記表示手段に表示させる
ためのリモコンコード送信制御信号を送信するためのメニューキーと、
　前記メニューの中の表示項目を選択する選択キーと、
　選択キーによる選択を決定する決定キーと
　を有する請求項１に記載のリモートコントロールシステム。
【請求項３】
　前記操作部は、前記選択されたリモコンコードを前記第１の信号送信手段より前記従属
機器に送信し、前記従属機器の動作確認の後、前記リモコンコードを前記リモートコマン
ダに送信するように、前記制御手段に行わせるリモコンコード送信制御信号を送信する請
求項１に記載のリモートコントロールシステム。
【請求項４】
　前記主機器の前記記憶手段に記憶した前記従属機器を制御するリモコンコードを更新で
きるようにした請求項１に記載のリモートコントロールシステム。
【請求項５】
　前記第１及び第２の信号送信手段は赤外線信号を送信し、前記第１及び第２の信号受信
手段は赤外線信号を受信するようにした請求項１に記載のリモートコントロールシステム
。
【請求項６】
　前記主機器はテレビジョン受像機であり、前記従属機器は外部入力機器である請求項１
に記載のリモートコントロールシステム。
【請求項７】
　主機器、前記主機器と接続する従属機器、及び前記主機器と前記従属機器を制御する機
能を有するリモートコマンダとからなるリモートコントロールシステムにおけるリモート
コマンダのプリセット方法であって、
　前記従属機器のリモコンコードを前記主機器の設けられた第１の記憶手段に記憶する第
１の記憶ステップと、
　リモコンコード送信制御信号を、前記リモートコマンダに設けられた第１の信号送信手
段より送信する第１の送信ステップと、
　前記第１の送信ステップで送信された前記リモコンコード送信制御信号を受信する第１
の受信ステップと、
　前記第１の受信ステップで受信された前記リモコンコード送信制御信号に従って、前記
第１の記憶ステップにおいて記憶されたリモコンコードの中から、前記従属機器のリモコ
ンコードを選択する選択ステップと、
　前記選択ステップにおいて選択された前記リモコンコードを、前記主機器に設けられた
第２の信号送信手段より送信する第２の送信ステップと、
　前記第２の送信ステップにおいて送信された前記リモコンコードを、前記リモートコマ
ンダに設けられた第２の信号受信手段で受信する第２の受信ステップと、
　前記第２の受信ステップで受信された前記リモコンコードを、前記リモートコマンダに
設けられた第２の記憶手段に記憶する第２の記憶ステップと
　を有するリモートコマンダのプリセット方法。
【発明の詳細な説明】



(3) JP 4539529 B2 2010.9.8

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばテレビジョン受像機と、その周辺機器例えばビデオテープレコーダ（
ＶＴＲ）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）プレーヤ、アンプ装置（ＡＭＰ）等とをリ
モートコントロールするリモートコントロールシステム及びリモートコマンダのプリセッ
ト方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えばテレビジョン受像機と、その周辺機器例えばビデオテープレコーダ、ＤＶ
Ｄプレーヤ、アンプ装置等とをリモートコントロールするリモートコマンダが提案されて
いる。
【０００３】
　ところで、テレビジョン受像機、ビデオテープレコーダ、ＤＶＤプレーヤ、アンプ装置
をリモートコントロールするリモートコントロールコード（以下リモコンコードという）
は各会社及び各機種で異なっている。
【０００４】
　そこで、従来、各会社及び各機種の例えばテレビジョン受像機、ビデオテープレコーダ
、ＤＶＤプレーヤ、アンプ装置をリモートコントロールするリモートコマンダは、内部に
ＲＯＭ等の各社機種リモコンコード記憶装置を設け、この各社機種リモコンコード記憶装
置にＡ社、Ｂ社、Ｃ社…の各社の例えばテレビジョン受像機、ビデオテープレコーダ、Ｄ
ＶＤプレーヤ、アンプ装置の機種の夫々に対応したリモコンコードを予め記憶しておき、
使用する会社の機種に応じたリモコンコードをプリセットキー、選択キー等を用いて、こ
の各社機種リモコンコード記憶装置より読み出し、これをリモコンコードとして使用し、
リモートコントロールするようにしたものが提案されている。
【０００５】
　また、特許文献１には、ＶＴＲ本体に設けたメモリに各会社や機種（テレビジョン受像
機）で定義されているリモコンコードを予め記憶しておき、このＶＴＲ本体に設けたモー
ド切換キー、項目選択キー、セットキー、実行キーと表示部とを使用して、このメモリよ
り使用する機器の会社及び機器に応じたリモコンコードを読み出し、この読み出したリモ
コン信号をＶＴＲ本体よりプリセットリモートコマンダに有線で転送するようにしたもの
が開示されている。
【特許文献１】特開平４－２６７６９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　然しながら、リモートコマンダの内部にＲＯＭ等の各社機種リモコンコード記憶装置を
設け、この各社機種リモコンコード記憶装置にＡ社、Ｂ社、Ｃ社…の各社の例えばテレビ
ジョン受像機、ビデオテープレコーダ、ＤＶＤプレーヤ、アンプ装置の機種の夫々に対応
したリモコンコードを予め記憶しておくようにしたリモートコマンダは、対応機種が増え
るに連れ、記憶容量を増大する必要があり、また、このリモートコマンダを使用するモー
ドの外にこの予め記憶したリモコンコードを設定するのに、設定モードにしてから、記憶
されたリモコンコードを呼び出す設定操作を行う必要があり、リモコンコードのデータ容
量以外に設定を行うためのプログラム容量を必要とし、このリモートコマンダが大容量の
ＲＯＭを必要とすると共に複雑化し、高価となる不都合があった。
【０００７】
　更に、この予め記憶したリモコンコードを読み出すのにユーザーがキーの多重押し対応
等を強いられることになり、上手に設定できず、この操作が困難である不都合があった。
【０００８】
　また、このリモコンコードは予めＲＯＭ等の各社機種リモコンコード記憶装置に記憶し
ておくので、このリモコンコードの更新ができない不都合があった。 
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【０００９】
　また、特許文献１に開示のものは、リモートコマンダをプリセットするのにＶＴＲ本体
に設けたモード切換キー、項目選択キー、セットキー、実行キーを使用して行うので操作
性が悪い不都合があった。
【００１０】
　本発明は、斯かる点に鑑み、リモートコマンダを安価にできるようにすると共に操作性
良く良好にこのリモートコマンダにリモコンコードをプリセットすることができるように
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のリモートコントロールシステムは、主機器、前記主機器と接続する従属機器、
及び前記主機器と前記従属機器を制御する機能を有するリモートコマンダとからなるリモ
ートコントロールシステムにおいて、前記主機器は、表示手段と、前記従属機器を制御す
るリモコンコードを記憶する第１の記憶手段と、前記リモートコマンダからの自機を制御
する第１のリモートコントロール信号を受信する第１の信号受信手段と、接続された前記
従属機器に前記従属機器を制御する第２のリモートコントロール信号を送信する信号送信
手段であって、前記リモートコマンダに前記第１の記憶手段に記憶された前記従属機器の
リモコンコードを送信する第１の信号送信手段と、受信した前記第１のリモートコントロ
ール信号に基づき、前記第１の記憶手段、前記表示手段及び前記第１の信号送信手段を制
御する制御手段とを有し、前記リモートコマンダは、前記第１の信号送信手段から送信さ
れたリモコンコードを受信する第２の信号受信手段と、前記第２の信号受信手段が受信し
たリモコンコードを記憶する第２の記憶手段と、前記主機器を制御する前記第１のリモー
トコントロール信号を送信すると共に、前記リモコンコードに基づいた前記従属機器を制
御する第３のリモートコントロール信号を送信する第２の信号送信手段と、前記主機器の
前記記憶手段に記憶されたリモコンコードのなかから前記従属機器を制御するリモコンコ
ードを選択し、前記第１の信号送信手段を介して送信するためのリモコンコード送信制御
を前記制御手段に行わせるリモコンコード送信制御信号を前記第１のリモートコントロー
ル信号として送信するための操作部とを有するようにしたものである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、リモートコマンダのこのリモコンコード記憶手段に記憶されていない
従属機器のリモコンコードをプリセットするときに、このリモートコマンダのメニューキ
ー、選択キー及び決定キーを使用すると共に主機器の表示手段の表示内容より、この主機
器の各社機種リモコンコード記憶手段に記憶したリモコンコードを選択し、この選択リモ
コンコードをこのリモートコマンダに送信しているので、このプリセット操作が容易であ
り、また、リモートコマンダ内に各社機種リモコンコード記憶手段を設けないので、リモ
ートコマンダの構成が複雑化せず、また大容量のＲＯＭを必要とせず安価となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明リモートコントロールシステム及びリモートコマンダのプ
リセット方法を実施するための最良の形態の例につき説明する。
【００１４】
　図１において、１は主機器を構成するテレビジョン受像機を示し、このテレビジョン受
像機１は、周知の如く構成されたもので、このテレビジョン受像機１には、マイクロコン
ピュータより成る主中央制御装置等より成るテレビジョン機能制御部１ａを設ける。この
テレビジョン機能制御部１ａよりの映像信号を液晶表示装置等より成る映像表示部１ｂに
供給するようになされ、この映像表示部１ｂにより所望のテレビジョン映像画面が得られ
る如くなされている。
【００１５】
　また、このテレビジョン機能制御部１ａには周知のマイクロコンピュータ等より成る所
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定のプログラムを有するＧＵＩ（Graphical User Interface）用中央制御装置（ＧＵＩ用
ＣＰＵ）２を有し、このＧＵＩ用中央制御装置２により所定のメニュー画面、所定の項目
画面等を映像表示部１ｂに表示する如くなされている。
【００１６】
　図１において、１ｃはリモートコマンダ３よりの赤外線のリモコン信号を受信するリモ
コン信号受信回路を示し、このリモコン信号受信回路１ｃよりのリモコン信号により、こ
のテレビジョン受像機の種々の動作をリモートコントロールする。
【００１７】
　このテレビジョン受像機１に得られる映像信号及び音声信号を周辺機器である従属機器
を構成するＤＶＤプレーヤ４とビデオテープレコーダ５とに、夫々供給するごとくすると
共にこのＤＶＤプレーヤ４及びビデオテープレコーダ５に得られる映像信号及び音声信号
を、このテレビジョン受像機１に供給する如くし、このテレビジョン受像機１の映像表示
部１ｂ等を使用し、再生する。
【００１８】
　また、このテレビジョン受像機１に得られる音声信号をアンプ装置６を介してスピーカ
７に供給し、テレビジョン受像機１よりの音声信号を再生する如くする。
【００１９】
　また、これ等ＤＶＤプレーヤ４、ビデオテープレコーダ５及びアンプ装置６は赤外線の
リモコン信号を受信するリモコン信号受信回路４ａ、５ａ及び６ａを有しており、リモー
トコマンダ３よりの赤外線のリモコン信号により夫々リモートコントロールされる如くな
されている。
【００２０】
　また、本例によるリモートコマンダ３は図２に示す如く、操作機器の選択ボタン８ａ，
８ｂ，８ｃ及び８ｄを有し、この選択ボタン８ａ，８ｂ，８ｃ及び８ｄを操作することに
より、このリモートコマンダ３をテレビジョン受像機１、ＤＶＤプレーヤ４、ビデオテー
プレコーダ５及びアンプ装置６をリモートコントロールするリモートコマンダとして切換
使用することができる如くなされている。
【００２１】
　図２において、９はメニューキーを示し、このメニューキー９を操作したときは、テレ
ビジョン受像機１のＧＵＩ用中央制御装置２の動作により、テレビジョン受像機１の映像
表示部１ｂに図８に示す如きメニュー項目のＧＵＩ画面を表示するようになされている。
【００２２】
　図２において、１０は、映像表示部１ｂの映像画面上のカーソル２２をＧＵＩ画面に従
って上下左右に移動し、映像表示画面の表示項目を選択する選択キーを示し、また、１１
はこの選択キー１０による選択を決定する決定キーである。
【００２３】
　図３は、このリモートコマンダ３のブロック図を示し、このリモートコマンダ３はマイ
クロコンピュータより成る中央制御装置（ＣＰＵ）１２とこの中央制御装置１２に接続さ
れたキー群を構成するキーマトリックス１３と、赤外線のリモコン信号を送信するリモコ
ン信号送信回路１４とを有する。
【００２４】
　この中央制御装置１２には、テレビジョン受像機１、ＤＶＤプレーヤ４、ビデオテープ
レコーダ５及びアンプ装置６の夫々のリモコンコードの記憶領域１５ａ、１５ｂ、１５ｃ
及び１５ｄを有するリモコンコード記憶装置１５が設けられている。
【００２５】
　この中央制御装置１２は、キーマトリックス１３で操作されたキーに応じたリモコンコ
ードをリモコンコード記憶装置１５より読み出し、この読み出されたリモコンコードをリ
モコン信号に変換しリモコン信号送信回路１４より送信する如くなす。
【００２６】
　本例においては、このリモートコマンダ３に赤外線のリモコン信号を受信するリモコン
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信号受信回路１６を設け、このリモコン信号受信回路１６に供給されるリモコン信号をリ
モコンコードに変換しリモコンコード記憶装置１５の対応機器の記憶領域１５ａ、１５ｂ
、１５ｃ及び１５ｄに書き込み又は書き変える如くする。この場合、本例においては、記
憶領域１５ａには、テレビジョン受像機１のリモコンコードが記憶されているものとする
。このリモートコマンダ３は、その他は周知のリモートコマンダと同様に構成する。
【００２７】
　本例においては、図１に示すように、テレビジョン受像機１にフラッシュマイクロコン
ピュータ等より成る副中央制御装置（ＳＵＢ　ＣＰＵ）１７を設け、この副中央制御装置
１７をテレビジョン受像機１のテレビジョン機能制御部１ａを構成するマイクロコンピュ
ータより成る主中央制御装置（ＣＰＵ）にバスを介して接続する如くする。
【００２８】
　本例においては、この副中央制御装置１７に、図４に示す如き、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社…の
各会社及び各機種で定義されているこの従属機器例えばＤＶＤプレーヤ４、ビデオテープ
レコーダ５及びアンプ装置６の夫々のリモコンコードを予め記憶した各社機種リモコンコ
ード記憶装置１７ａを設ける。
【００２９】
　また、本例においては、副中央制御装置１７よりのＤＶＤプレーヤ４及びビデオテープ
レコーダ５の記録動作の開始時間等を赤外線信号により指示する赤外線信号送信手段を構
成する所謂ＡＶマウス１８を設ける。このＡＶマウス１８をリモートコマンダ３へ赤外線
のリモコン信号を送信するリモコン信号送信回路を兼ねる如くする。
【００３０】
　また、図１に示すように、このテレビジョン受像機１にインターネットに接続するイン
ターネット端子１９、ステック状のメモリを接続するメモリ端子２０及びＵＳＢを接続す
るＵＳＢ端子２１を設ける。その他はこのテレビジョン受像機１は周知のテレビジョン受
像機と同様に構成する。
【００３１】
　次に、この主機器を構成するテレビジョン受像機１の従属機器としてのＤＶＤプレーヤ
４、ビデオテープレコーダ５及びアンプ装置６の夫々のリモコンコードをリモートコマン
ダ３にプリセットする方法について説明する。
【００３２】
　本例においては、ＤＶＤプレーヤ４として，Ａ社の設定番号００５を使用し、ビデオテ
ープレコーダ５として、Ｂ社の設定番号１０５を使用し、アンプ装置６として、Ｃ社の設
定番号７０１を使用するものとする。
【００３３】
　先ず、ＤＶＤプレーヤ４のリモコンコードをリモートコマンダ３にプリセットする例に
ついて、図５、図６及び図７のフローチャートを参照して説明する。
【００３４】
　この場合、図５に示す如く、リモートコマンダ３のメニューキー９を操作する（ステッ
プＳ１）。このときは、テレビジョン受像機１の映像表示部１ｂに図８に示すごとき、メ
ニュー項目が表示されたメニュー画面が表示される。
【００３５】
　このとき、カーソル２２が表示されているかどうかを判断し（ステップＳ２）、このカ
ーソル２２が表示されているときは、本例においては、選択キー１０により、映像画面の
ＧＵＩ画面上のカーソル２２を「リモコンプリセット設定」に移動し（ステップＳ３）、
その後、決定キー１１を操作する（ステップＳ４）。このときは、リモートコマンダ３の
リモコンコード記憶装置１５の記憶領域１５ａ、１５ｂ、１５ｃ及び１５ｄのうちのどの
記憶領域のポジションに設定（記憶）するかを示す図９の如き画面表示が行われる（ステ
ップＳ５）。
【００３６】
　ステップＳ２でカーソル２２が表示されないときには、メニューキー９が操作されたか
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を判断し（ステップＳ６）、操作されているときには、このモードをアウトし、メニュー
キー９が操作されていないときは、操作されたキーの処理を行う（ステップＳ７）。また
、ステップＳ４で決定キー１１が操作されないときは、ステップＳ２に戻る。
【００３７】
　図９に示す如き画面表示で、ポジション設定を行うときも、図５のフローチャートに従
って行われる。即ち、ステップＳ２で、カーソル２２が表示されているかどうかを判断し
、このカーソル２２が表示されているときは、本例においては、選択キー１０により、映
像画面のＧＵＩ画面上のカーソル２２を、このポジションをＤＶＤプレーヤの記憶領域１
５ｂとするときには、図９に示す如く「ＤＶＤ」上に移動し（ステップＳ３）、その後、
決定キー１１を操作する（ステップＳ４）。
【００３８】
　このときは、このポジション例えば記憶領域１５ｂに何の機器のリモコンコードを設定
（記憶）するか、本例ではＤＶＤプレーヤ４のリモコンコードを記憶するかの図１０に示
す如き画面表示が行われる（ステップＳ８）。
【００３９】
　この図１０に示す如き画面表示で、機器設定を行うときも、図５のフローチャートに従
って行われる。即ち、ステップＳ２で、カーソル２２が表示されているかどうかを判断し
、このカーソル２２が表示されているときは、選択キー１０により、映像画面のＧＵＩ画
面上のカーソル２２を「ＤＶＤ」上に移動し（ステップＳ３）、その後、決定キー１１を
操作する（ステップＳ４）。
【００４０】
　この場合、選択したポジション即ち、リモコンコード記憶装置１５のＤＶＤプレーヤの
記憶領域１５ｂにＤＶＤプレーヤ４のリモコンコードを記憶することとなる。このときは
、必ずしも、このＤＶＤプレーヤの記憶領域１５ｂにＤＶＤプレーヤ４のリモコンコード
を記憶する必要はなく、他の所望の機器のリモコンコードを記憶し、他の所望の機器をこ
のリモートコマンダ３でリモートコントロールするようにしても良い。
【００４１】
　このステップＳ４で決定キー１１が操作されたときは、ＤＶＤプレーヤのメーカー（会
社）と設定番号とを選択する図１１に示す如き画面表示が行われる（ステップＳ９）。
【００４２】
　この図１１に示す如き画面表示で、メーカー（会社）と設定番号とを選択するときも、
図５のフローチャートに従って行われる。即ち、ステップＳ２で、カーソル２２が表示さ
れているかどうかを判断し、このカーソル２２が表示されているときは、選択キー１０に
より、映像画面のＧＵＩ画面上のカーソル２２を図１１に示す如くＤＶＤプレーヤ４に対
応する「Ａ社　００５」上に移動し（ステップＳ３）、その後、決定キー１１を操作する
（ステップＳ４）。このときは、図１２に示す如き、設定内容を確認する確認画面を表示
する（ステップＳ１０）。
【００４３】
　図１２に示す如き、設定内容の確認画面が表示されたときは、図６に示す如き、フロー
チャートに従って動作する。即ち、図１２に示す如き、設定内容の確認画面が表示された
ときは、カーソル２２が表示されているかどうかを判断し（ステップＳ１１）、このカー
ソル２２が表示されているときは、選択キー１０により、［終了］、［動作確認］、［他
の設定］のいずれかをカーソル２２を移動して選択する（ステップＳ１２）。
【００４４】
　選択キー１０で選択されたときは、決定キー１１で決定する（ステップＳ１３）。次に
選択されたものが何であるかを判断し（ステップＳ１４）、選択されたものが［終了］の
ときは、ここで選択された、各社機種リモコンコード記憶装置１７ａよりのＤＶＤプレー
ヤ４の［Ａ社　００５］のリモコンコードをリモコン信号に変換し、赤外線ＡＶマウス１
８よりリモートコマンダ３のリモコン信号受信回路１６に送信し、この［Ａ社　００５］
のリモコン信号をリモコンコードに変換し、リモートコマンダ３のリモコンコード記憶装
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置１５のＤＶＤプレーヤの記憶領域１５ｂに書き込み又は既に別のリモコンコードが書き
込まれているときは、書き変え、記憶して（ステップＳ１５）終了する。
【００４５】
　また、ステップＳ１４で［他の設定］であったときには、ステップＳ１に移行し、上述
同様にして他の設定を行う。また、このステップＳ１４で［動作確認］とされたときは、
図１３に示す如き、動作確認の画面表示がされ（ステップＳ１８）、図７に示すフローチ
ャートに従って動作確認の動作を行う。
【００４６】
　図６のフローチャートにおいて、ステップＳ１１でカーソル２２が表示されないときに
は、メニューキー９が操作されたかを判断し（ステップＳ１６）、操作されているときに
は、このモードをアウトし、メニューキー９が操作されていないときは、操作されたキー
の処理を行う（ステップＳ１７）。また、ステップＳ１３で決定キー１１が操作されない
ときは、ステップＳ１１に戻る。
【００４７】
　次に、図７に示すフローチャートに従って動作確認の動作につき説明するに、図１３に
示す如き、動作確認の画面が表示されたときは、カーソル２２が表示されているかどうか
を判断し（ステップＳ１９）、このカーソル２２が表示されているときは、選択キー１０
により、カーソル２２を移動し、図１３に示す如き映像画面のＧＵＩ画面上のキーの名称
例えば［音量＋］、［確定］、「キャンセル」のいずれかを選択し（ステップＳ２０）、
その後、決定キー１１を操作して決定する（ステップＳ２１）。
【００４８】
　次に、選択されたものが何であるかを判断し（ステップＳ２２）、選択されたものが、
キー名称の「音量＋」であるときには、既に選択されている［Ａ社　００５］の「音量＋
」のリモコン信号を赤外線ＡＶマウス１８よりＤＶＤプレーヤ４のリモコン信号受信回路
４ａに送信し（ステップＳ２３）、この「音量＋」のリモコン信号の確認を行う。このキ
ー名称の上述確認動作を所望のキーにつき所望回行う。
【００４９】
　この動作確認の結果が良好のときは、ステップＳ２０で「確定」を選択し、これを決定
キー１１で決定し、ステップＳ２２で「確定」を判断し、ステップＳ１０に移行し、ステ
ップＳ１１、ステップＳ１２、ステップＳ１３、ステップＳ１４及びステップＳ１５を経
て終了する。
【００５０】
　また、この動作確認の結果が不良のときは、ステップＳ２０で「キャンセル」を選択し
、これを決定キー１１で決定し、ステップＳ２２で「キャンセル」を判断し、ステップＳ
９に移行し、図１１に示す如き、画面表示とし、上述と同様にメーカー（会社）と設定番
号とを選択する如くし、その後、ステップＳ１０～ステップＳ２３を繰り返し、終了する
。
【００５１】
　図７のフローチャートにおいて、ステップＳ１９でカーソル２２が表示されないときに
は、メニューキー９が操作されたかを判断し（ステップＳ２４）、操作されているときに
は、このモードをアウトし、メニューキー９が操作されていないときは、操作されたキー
の処理を行う（ステップＳ２５）。また、ステップＳ２１で決定キー１１が操作されない
ときは、ステップＳ１９に戻る。
【００５２】
　また、ビデオテープレコーダ５のＢ社の設定番号１０５のリモコンコード及びアンプ装
置６のＣ社の設定番号７０１のリモコンコードをリモートコマンダ３のリモコンコード記
憶装置１５の記憶領域１５ｃ及び１５ｄに書き込み又は書き変えて記憶し、プリセットす
るときは、上述同様にして行うことができる。
【００５３】
　本例によれば、リモートコマンダ３のこのリモコンコード記憶装置１５に記憶されてい
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ない従属機器例えばＤＶＤプレーヤ４、ビデオテープレコーダ５及びアンプ装置６のリモ
コン信号をプリセットするときに、このリモートコマンダ３のメニューキー９、選択キー
１０及び決定キー１１を使用すると共に主機器であるテレビジョン受像機１の映像表示部
１ｂの表示内容より、このテレビジョン受像機１の各社機種リモコンコード記憶装置１７
ａに記憶したリモコンコードを選択し、この選択されたリモコンコードをこのリモートコ
マンダ３に送信しているので、このプリセット操作が容易であり、また、リモートコマン
ダ３内に各社機種リモコン信号記憶手段を設けないので、リモートコマンダ３の構成が複
雑化せず安価となる。
【００５４】
　また、本例によれば、リモートコマンダ３のリモコンコード記憶装置１５は実際に使用
するリモコンコードのみを記憶するだけなので記憶容量は比較的小さくて良い。
【００５５】
　また、例えばＤ社からＤＶＤプレーヤの新機種が発売され、その新機種を購入し、この
テレビジョン受像機１の出入力端子に接続して使用し、このリモートコマンダ３でリモー
トコントロールするときには、図８のメニュー画面で「プリセット更新」を選択し、プリ
セット更新の処理を行う。
【００５６】
　このプリセット更新の処理は、Ｄ社がＷｅｂページに登録した、この新機種のリモコン
コードをインターネットを介して取得し、又はパーソナルコンピュータを介して取得した
このリモコンコードをＵＳＢを介し又はステック状メモリを介して、このテレビジョン受
像機１に取り入れ、この各社機種リモコンコード記憶装置１７ａに書き込むようにすれば
、上述同様にしてリモートコマンダ３のリモコンコード記憶装置１５の所定の記憶領域１
５ｂ、１５ｃ、１５ｄを書き変えることができ、リモコンコードを更新することができる
。
【００５７】
　尚、本発明は上述例に限ることなく、本発明の要旨を逸脱することなく、その他種々の
構成が採り得ることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明リモートコントロールシステムを実施するための最良の形態の例を示す構
成図である。
【図２】図１のリモートコマンダの例を示す外観図である。
【図３】図１のリモートコマンダの例を示す構成図である。
【図４】本発明の説明に供する線図である。
【図５】本発明の説明に供するフローチャートである。
【図６】本発明の説明に供するフローチャートである。
【図７】本発明の説明に供するフローチャートである。
【図８】本発明の説明に供する線図である。
【図９】本発明の説明に供する線図である。
【図１０】本発明の説明に供する線図である。
【図１１】本発明の説明に供する線図である。
【図１２】本発明の説明に供する線図である。
【図１３】本発明の説明に供する線図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１…テレビジョン受像機、１ａ…テレビジョン機能制御部、１ｂ…映像表示部、１ｃ、
４ａ、５ａ、６ａ、１６…リモコン信号受信回路、２…ＧＵＩ用中央制御装置、３…リモ
ートコマンダ、４…ＤＶＤプレーヤ、５…ビデオテープレコーダ、６…アンプ装置、８ａ
、８ｂ、８ｃ、８ｄ…操作機器の選択ボタン、９…メニューキー、１０…選択キー、１１
…決定キー、１２…中央制御装置、１３…キーマトリックス、１４…リモコン信号送信回
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路、１５…リモコンコード記憶装置、１５ａ、１５ｂ、１５ｃ、１５ｄ…記憶領域、１７
…副中央制御装置、１７ａ…各社機種リモコンコード記憶装置、１８…ＡＶマウス、２２
…カーソル

【図１】 【図２】
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【図６】 【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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