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(57)【要約】
【課題】消費電力を抑えつつ遠隔操作装置から操作信号
を送信してから電子機器が動作するまでの時間を短縮す
ることができる電子機器、遠隔操作装置、及び遠隔操作
システムを提供する。
【解決手段】電子機器１２を、リモコン装置１４から送
信された信号を受信する無線受信回路２２と、入力され
た信号を信号処理するデジタル信号処理回路４０を備え
、リモコン装置１４から送信されて無線受信回路２２で
受信された操作信号に応じて該デジタル信号処理回路で
処理された信号に基づいた表示処理及び記録処理の少な
くとも一方を行なう本体回路１８と、本体回路１８に対
する電源供給停止中にリモコン装置１４が操作されるこ
とが予想される操作前状態が発生したときに、上記デジ
タル信号処理回路４０に対して電源供給を開始して起動
する予備起動回路２４とを含めて構成した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠隔操作装置から送信された信号を受信する受信手段と、
　入力された信号を信号処理する信号処理部を備え、前記遠隔操作装置から送信されて前
記受信手段で受信された操作信号に応じて前記信号処理部で処理された信号に基づいた表
示処理及び記録処理の少なくとも一方を行なう電子機器本体と、
　前記電気機器本体に対する電源供給停止中に前記遠隔操作装置が操作されることが予想
される操作前状態が発生したときに、前記信号処理部に対して電源供給を開始して起動す
る起動手段と、
　を含む電子機器。
【請求項２】
　前記起動手段は、前記操作前状態が発生したときに、前記信号処理部に対して電源供給
を開始して起動すると共に、前記電気機器本体に含まれるモータに対しても電源供給を開
始して起動する請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記信号処理部を起動してから前記遠隔操作装置から前記操作信号が受信されない状態
が一定時間継続した場合に、前記起動手段により開始された電源供給を停止する停止手段
を更に含む請求項１または２記載の電子機器。
【請求項４】
　所定の物理量を検出することにより前記操作前状態が発生したことを検出する検出手段
を更に含み、
　前記起動手段は、前記検出手段で前記操作前状態が検出されたときに前記起動処理を行
なう請求項１～３のいずれか１項記載の電子機器。
【請求項５】
　前記検出された物理量と前記遠隔操作装置からの操作信号の受信の有無に関する情報と
を関連付けて記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された記憶内容に基づいて前記起動手段の起動処理を行なうか否か
を判断するための前記物理量の閾値を求める閾値導出手段と、
　を更に含み、
　前記起動手段は、前記検出手段で前記操作前状態が検出され、かつ前記検出された物理
量が前記閾値より大きい場合に、前記起動処理を行なう請求項４記載の電子機器。
【請求項６】
　遠隔操作装置から信号を受信する受信手段と、
　前記遠隔操作装置から送信されて前記受信手段で受信された操作信号に応じて動作する
電子機器本体と、
　前記電気機器本体に対する電源供給が停止されたときには、前記受信手段を所定間隔で
受信する第１の間欠受信の状態に切替え、前記電気機器本体に対する電源供給停止中に前
記遠隔操作装置が操作されることが予想される操作前状態が発生したときには、前記受信
手段を前記所定間隔より短い間隔で受信する第２の間欠受信または連続受信の状態に切替
える切替手段と、
　を含む電子機器。
【請求項７】
　前記切替手段は、前記受信手段を前記第２の間欠受信または連続受信の状態に切替えて
から前記遠隔操作装置から前記操作信号が受信されない状態が一定時間継続した場合に、
前記受信手段を前記第１の間欠受信の状態に切替える請求項６記載の電子機器。
【請求項８】
　所定の物理量を検出することにより前記操作前状態が発生したことを検出する検出手段
を更に含み、
　前記切替手段は、前記検出手段で前記操作前状態が検出されたときに前記受信手段を前
記第２の間欠受信または連続受信の状態に切替える請求項６または７に記載の電子機器。
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【請求項９】
　前記検出された物理量と前記遠隔操作装置からの操作信号の受信の有無に関する情報と
を関連付けて記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された記憶内容に基づいて前記切替手段の切替処理を行なうか否か
を判断するための前記物理量の閾値を求める閾値導出手段と、
　を更に含み、
　前記切替手段は、前記検出手段で前記操作前状態が検出され、かつ前記検出された物理
量が前記閾値より大きい場合に、前記受信手段を前記第２の間欠受信または連続受信の状
態に切替える請求項８記載の電子機器。
【請求項１０】
　遠隔操作装置から送信された信号を受信する第１の受信手段と、入力された信号を信号
処理する信号処理部を備え、前記遠隔操作装置から送信されて前記第１の受信手段で受信
された操作信号に応じて前記信号処理部で処理された信号に基づいた表示処理及び記録処
理の少なくとも一方を行なう第１の電子機器本体と、前記第１の電気機器本体に対する電
源供給停止中に前記遠隔操作装置が操作されることが予想される操作前状態が発生したこ
とを通知する操作前状態検出信号が前記第１の受信手段で受信されたときに、前記信号処
理部に対して電源供給を開始して起動する起動手段とを含む第１の電子機器、および遠隔
操作装置から信号を受信する第２の受信手段と、前記遠隔操作装置から送信されて前記第
２の受信手段で受信された操作信号に応じて動作する第２の電子機器本体と、前記第２の
電気機器本体に対する電源供給が停止されたときには、前記第２の受信手段を所定間隔で
受信する第１の間欠受信の状態に切替え、前記第２の電気機器本体に対する電源供給停止
中に前記遠隔操作装置が操作されることが予想される操作前状態が発生したことを通知す
る操作前状態検出信号が前記第２の受信手段で受信されたときには、前記第２の受信手段
を前記所定間隔より短い間隔で受信する第２の間欠受信または連続受信の状態に切替える
切替手段とを含む第２の電子機器の少なくとも一方を遠隔操作するための操作信号を送信
するために操作される操作手段と、
　所定の物理量を検出することにより前記操作手段が操作されることが予想される操作前
状態が発生したことを検出する検出手段と、
　前記操作手段が操作されたときに操作信号を送信すると共に、前記検出手段で前記操作
前状態が発生したことが検出された場合に前記操作前状態検出信号を送信する送信手段と
、
　を備えた遠隔操作装置。
【請求項１１】
　前記検出された物理量と前記操作手段に対する操作の有無に関する情報とを関連付けて
記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された記憶内容に基づいて前記操作前状態検出信号を送信するか否
かを判断するための前記物理量の閾値を求める閾値導出手段と、
　を更に含み、
　前記送信手段は、前記検出手段で前記操作前状態が検出され、かつ前記検出された物理
量が前記閾値より大きい場合に、前記操作前状態検出信号を送信する請求項１０記載の遠
隔操作装置。
【請求項１２】
　電子機器を遠隔操作するための操作信号を送信するために操作される操作手段、および
前記操作手段が操作されたときに操作信号を送信する送信手段を含む遠隔操作装置と、
　前記遠隔操作装置から送信された信号を受信する受信手段、入力された信号を信号処理
する信号処理部を備え、前記遠隔操作装置から送信されて前記受信手段で受信された操作
信号に応じて前記信号処理部で処理された信号に基づいた表示処理及び記録処理の少なく
とも一方を行なう電子機器本体、および前記電気機器本体に対する電源供給停止中に前記
遠隔操作装置の操作手段が操作されることが予想される操作前状態が発生したときに、前
記信号処理部に対して電源供給を開始して起動する起動手段、を含む電子機器と、
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　を備えた遠隔操作システム。
【請求項１３】
　前記電子機器の前記起動手段は、前記操作前状態が発生したときに、前記信号処理部に
対して電源供給を開始して起動すると共に、前記電気機器本体に含まれるモータに対して
も電源供給を開始して起動する請求項１２記載の遠隔操作システム。
【請求項１４】
　前記電子機器に、前記信号処理部を起動してから前記遠隔操作装置から前記操作信号が
受信されない状態が一定時間継続した場合に、前記起動手段により開始された電源供給を
停止する停止手段を更に設けた請求項１２または１３記載の遠隔操作システム。
【請求項１５】
　前記遠隔操作装置および前記電子機器のいずれか一方に、所定の物理量を検出すること
により前記操作前状態が発生したことを検出する検出手段を設けた請求項１２～１４のい
ずれか１項記載の遠隔操作システム。
【請求項１６】
　前記遠隔操作装置および前記電子機器のいずれか一方に、前記検出された物理量と前記
操作手段に対する操作の有無に関する情報とを関連付けて記憶する記憶手段、および前記
記憶手段に記憶された記憶内容に基づいて前記起動手段での起動処理を行なうか否かを判
断するための前記物理量の閾値を求める閾値導出手段を更に設け、
　前記電子機器の起動手段は、前記検出手段で前記操作前状態が検出され、かつ前記検出
された物理量が前記閾値より大きい場合に、前記起動処理を行なう請求項１５に記載の遠
隔操作システム。
【請求項１７】
　電子機器を遠隔操作するための操作信号を送信するために操作される操作手段、および
前記操作手段が操作されたときに操作信号を送信する送信手段を含む遠隔操作装置と、
　遠隔操作装置から信号を受信する受信手段、前記遠隔操作装置から送信されて前記受信
手段で受信された操作信号に応じて動作する電子機器本体、および前記電気機器本体に対
する電源供給が停止されたときには、前記受信手段を所定間隔で受信する第１の間欠受信
の状態に切替え、前記電気機器本体に対する電源供給停止中に前記遠隔操作装置の操作手
段が操作されることが予想される操作前状態が発生したときには、前記受信手段を前記所
定間隔より短い間隔で受信する第２の間欠受信または連続受信の状態に切替える切替手段
、を含む電子機器と、
　を備えた遠隔操作システム。
【請求項１８】
　前記電子機器の前記切替手段は、前記受信手段を前記第２の間欠受信または連続受信の
状態に切替えてから前記遠隔操作装置から前記操作信号が受信されない状態が一定時間継
続した場合に、前記受信手段を前記第１の間欠受信の状態に切替える請求項１７記載の遠
隔操作システム。
【請求項１９】
　前記遠隔操作装置および前記電子機器のいずれか一方に、所定の物理量を検出すること
により前記操作前状態が発生したことを検出する検出手段を設けた請求項１７または１８
に記載の遠隔操作システム。
【請求項２０】
　前記遠隔操作装置および前記電子機器のいずれか一方に、前記検出された物理量と前記
操作手段に対する操作の有無に関する情報とを関連付けて記憶する記憶手段、および前記
記憶手段に記憶された記憶内容に基づいて前前記切替手段での切替処理を行なうか否かを
判断するための前記物理量の閾値を求める閾値導出手段を更に設け、
　前記電子機器の切替手段は、前記検出手段で前記操作前状態が検出され、かつ前記検出
された物理量が前記閾値より大きい場合に、前記受信手段を前記第２の間欠受信または連
続受信の状態に切替える請求項１９に記載の遠隔操作システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビなどの電子機器、電子機器を遠隔操作する遠隔操作装置、及び電子機
器と遠隔操作装置とを含む遠隔操作システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビなどの電子機器と、該電子機器を遠隔操作するリモコン装置などの遠隔操
作装置とを含む遠隔操作システムが広く普及している。遠隔操作システムでは、赤外線や
電波等を伝送手段として用い、遠隔操作装置に設けられたキー（ボタン）等を操作するこ
と等により電子機器に対して操作信号を伝送し、電子機器の遠隔操作を実現している。
【０００３】
　なお、従来のテレビ（アナログ方式）においては、アンテナからの高周波信号を検波し
て取り出したアナログ映像信号を映像表示部（ブラウン管や液晶表示部）に送ることで映
像を表示できたが、デジタルテレビにおいては、アンテナからの高周波信号からチューナ
ーによってデジタル信号を取り出した後、プロセッサによる映像信号処理を行うことで表
示用の信号（デジタル映像信号）を生成して表示している。
【０００４】
　停止中の電子機器を起動させる場合、旧来のブラウン管が搭載されたテレビでは、ヒー
タの加熱時間が必要なため起動に時間がかかっていた。一方、最近の電子機器では映像表
示部として加熱が不要な液晶パネルやプラズマディスプレイ等が採用されており、映像表
示部自体は瞬時に起動するのだが、上述の映像信号を生成する信号処理回路は、起動時の
初期化処理に時間がかかるため、液晶ディスプレイを搭載した電子機器であっても、電子
機器を起動させてから実際に映像が表示されるまでに時間がかかってしまう、という問題
点がある。
【０００５】
　なお、起動時間を早くする技術として、操作者がリモコン装置のボタン操作をする前に
、リモコン装置の傾きを検出した時点で電子機器を起動する技術が知られている（例えば
、特許文献１参照。）。しかしながら、起動時間の短い回路まで同時に起動させるため効
率が悪く、電子機器を起動してから実際にリモコン装置でボタン操作されるまでの消費電
力が無駄になる。
【０００６】
　また、遠隔操作装置の伝送手段として電波を用いる場合、電波を送受信するための無線
送受信回路の待機時の消費電力も問題となる。待機時に無線送受信回路を連続受信状態と
しておくと、待機時の消費電力が大きくなる。待機時の平均消費電力を減少させるため、
無線送受信回路を間欠的に動作させる方法も考えられるが、ある程度動作間隔を長くしな
いと、平均消費電力は効果的に減少しない。しかしながら、間欠動作間隔が長いとボタン
操作を行ってから実際に電子機器が操作信号を受信するまでの平均遅延時間が大きくなり
、反応が悪くなる、という問題点がある。
【特許文献１】特開２００７－０８８７５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、消費電力を抑えつつ遠隔操作装置から操作信号を送信してから電子機器が動
作するまでの時間を短縮することができる電子機器、遠隔操作装置、及び遠隔操作システ
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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、第１の発明の電子機器は、遠隔操作装置から送信された信
号を受信する受信手段と、入力された信号を信号処理する信号処理部を備え、前記遠隔操
作装置から送信されて前記受信手段で受信された操作信号に応じて前記信号処理部で処理
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された信号に基づいた表示処理及び記録処理の少なくとも一方を行なう電子機器本体と、
前記電気機器本体に対する電源供給停止中に前記遠隔操作装置が操作されることが予想さ
れる操作前状態が発生したときに、前記信号処理部に対して電源供給を開始して起動する
起動手段と、を含んで構成されている。
【０００９】
　表示処理や記録処理のために信号処理する信号処理部は、初期化処理に時間がかかるた
め、電源を入れてから動作可能な状態になるまで時間がかかる。従って、起動に時間がか
かる信号処理部を操作前状態が発生したときに起動させることで、その後に遠隔操作装置
から送信された操作信号を受信してから電子機器本体が実際に動作可能状態になるまでの
時間を短縮することができる。また、前もって起動させるのは、起動に時間がかかる信号
処理部であり、電子機器本体のうち起動に時間がかからない部分については省電力状態が
維持されるため、消費電力を抑えることができる。
【００１０】
　なお、操作前状態とは、遠隔操作装置が操作される前に発生する状態、すなわち、遠隔
操作装置が操作されることが予想される状態をいい、例えば、遠隔操作装置が動いた、あ
るいは遠隔操作装置に操作者が接触した、など、様々な状態が挙げられる。
　また、上記表示処理は、外部から受信した信号から映像信号を生成して表示する表示処
理であってもよいし、何らかの記録媒体に記録された信号から映像信号を生成して表示（
再生）する表示処理であってもよい。
【００１１】
　また、第２の発明の電子機器は、遠隔操作装置から信号を受信する受信手段と、前記遠
隔操作装置から送信されて前記受信手段で受信された操作信号に応じて動作する電子機器
本体と、前記電気機器本体に対する電源供給が停止されたときには、前記受信手段を所定
間隔で受信する第１の間欠受信の状態に切替え、前記電気機器本体に対する電源供給停止
中に前記遠隔操作装置が操作されることが予想される操作前状態が発生したときには、前
記受信手段を前記所定間隔より短い間隔で受信する第２の間欠受信または連続受信の状態
に切替える切替手段と、を含んで構成されている。
【００１２】
　待機時に受信手段を連続受信状態としておくと、待機時の消費電力が大きくなる。逆に
、受信手段を受信間隔が長い間欠受信状態にしておけば、待機時の平均消費電力が減少す
るが、遠隔操作装置から操作信号を送信したときの電子機器の反応が悪くなる。そこで、
第２の発明では、電気機器本体に対する電源供給が停止中、受信手段を操作前状態が発生
するまでは所定間隔で受信する第１の間欠受信の状態とし、操作前状態が発生したときに
は、第１の間欠受信よりも短い間隔で受信する第２の間欠受信の状態または連続受信状態
に切替えるようにしたため、省電力効果を維持しつつ、遠隔操作装置から操作信号を送信
してから実際に動作するまでの時間を短縮することができる。
【００１３】
　また、第３の発明の遠隔操作装置は、遠隔操作装置から送信された信号を受信する第１
の受信手段と、入力された信号を信号処理する信号処理部を備え、前記遠隔操作装置から
送信されて前記第１の受信手段で受信された操作信号に応じて前記信号処理部で処理され
た信号に基づいた表示処理及び記録処理の少なくとも一方を行なう第１の電子機器本体と
、前記第１の電気機器本体に対する電源供給停止中に前記遠隔操作装置が操作されること
が予想される操作前状態が発生したことを通知する操作前状態検出信号が前記第１の受信
手段で受信されたときに、前記信号処理部に対して電源供給を開始して起動する起動手段
とを含む第１の電子機器、および遠隔操作装置から信号を受信する第２の受信手段と、前
記遠隔操作装置から送信されて前記第２の受信手段で受信された操作信号に応じて動作す
る第２の電子機器本体と、前記第２の電気機器本体に対する電源供給が停止されたときに
は、前記第２の受信手段を所定間隔で受信する第１の間欠受信の状態に切替え、前記第２
の電気機器本体に対する電源供給停止中に前記遠隔操作装置が操作されることが予想され
る操作前状態が発生したことを通知する操作前状態検出信号が前記第２の受信手段で受信
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されたときには、前記第２の受信手段を前記所定間隔より短い間隔で受信する第２の間欠
受信または連続受信の状態に切替える切替手段とを含む第２の電子機器の少なくとも一方
を遠隔操作するための操作信号を送信するために操作される操作手段と、所定の物理量を
検出することにより前記操作手段が操作されることが予想される操作前状態が発生したこ
とを検出する検出手段と、前記操作手段が操作されたときに操作信号を送信すると共に、
前記検出手段で前記操作前状態が発生したことが検出された場合に前記操作前状態検出信
号を送信する送信手段と、を備えている。
【００１４】
　このように遠隔操作装置で操作前状態が発生したことを検出して操作前状態検出信号を
送信するようにしたため、操作前状態検出信号を受信したときに信号処理部を起動する第
１の電子機器、および操作前状態検出信号を受信したときに第２の受信手段を第２の間欠
受信（高頻度の間欠受信）または連続受信に切替える第２の電子機器、の少なくとも一方
の電子機器において、消費電力を抑えつつ遠隔操作装置から操作信号を送信してから動作
するまでの時間を短縮することができる。
【００１５】
　第４の発明の遠隔操作システムは、電子機器を遠隔操作するための操作信号を送信する
ために操作される操作手段、および前記操作手段が操作されたときに操作信号を送信する
送信手段を含む遠隔操作装置と、前記遠隔操作装置から送信された信号を受信する受信手
段、入力された信号を信号処理する信号処理部を備え、前記遠隔操作装置から送信されて
前記受信手段で受信された操作信号に応じて前記信号処理部で処理された信号に基づいた
表示処理及び記録処理の少なくとも一方を行なう電子機器本体、および前記電気機器本体
に対する電源供給停止中に前記遠隔操作装置の操作手段が操作されることが予想される操
作前状態が発生したときに、前記信号処理部に対して電源供給を開始して起動する起動手
段、を含む電子機器と、を備えている。
【００１６】
　このような遠隔操作システムにおける電子機器も、第１の発明の電子機器と同様に作用
するため、消費電力を抑えつつ遠隔操作装置から操作信号を送信してから電子機器が動作
するまでの時間を短縮することができる。
【００１７】
　また、第５の発明の遠隔操作システムは、電子機器を遠隔操作するための操作信号を送
信するために操作される操作手段、および前記操作手段が操作されたときに操作信号を送
信する送信手段を含む遠隔操作装置と、遠隔操作装置から信号を受信する受信手段、前記
遠隔操作装置から送信されて前記受信手段で受信された操作信号に応じて動作する電子機
器本体、および前記電気機器本体に対する電源供給が停止されたときには、前記受信手段
を所定間隔で受信する第１の間欠受信の状態に切替え、前記電気機器本体に対する電源供
給停止中に前記遠隔操作装置の操作手段が操作されることが予想される操作前状態が発生
したときには、前記受信手段を前記所定間隔より短い間隔で受信する第２の間欠受信また
は連続受信の状態に切替える切替手段、を含む電子機器と、を備えている。
【００１８】
　このような遠隔操作システムにおける電子機器も、第２の発明の電子機器と同様に作用
するため、消費電力を抑えつつ遠隔操作装置から操作信号を送信してから電子機器が動作
するまでの時間を短縮することができる。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように本発明によれば、消費電力を抑えつつ遠隔操作装置から操作信号を
送信してから電子機器が動作するまでの時間を短縮することができる、という効果を奏す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の好ましい実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
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【００２１】
　［第１の実施の形態］
【００２２】
　図１は第１の実施の形態における遠隔操作システム１０の構成図である。本実施の形態
の遠隔操作システム１０は、電子機器１２及びリモコン装置１４で構成される。
【００２３】
　電子機器１２は、リモコン装置１４から送信されるリモコン信号によって遠隔操作され
て動作する。電子機器１２及びリモコン装置１４間でやりとりされるリモコン信号の送信
方式は、特に限定されず、例えば赤外線方式であってもよいし、電波方式や音波方式であ
ってもよい。本実施の形態では、電波方式を例に挙げて説明する。なお、無線周波数帯域
は、例えば2.4GHｚ帯等が使用できる。
【００２４】
　また、電子機器１２とリモコン装置１４との間の無線伝送路は、ここでは片方向通信（
リモコン装置１４から電子機器１２への一方向）の場合を例に挙げるが、双方向通信が可
能な構成としてもよい。さらにまた、本実施の形態では、電子機器１２を、テレビなどの
家電機器として説明するが、本発明はこれに限定されるものではない。
【００２５】
　電子機器１２は、制御回路１６、本体回路１８、アンテナ２０、無線受信回路２２、及
び予備起動回路２４を含んで構成されている。
【００２６】
　制御回路１６は、電子機器１２全体を制御する。制御回路１６は、リモコン装置１４か
ら送信され、アンテナ２０、無線受信回路２２を介して入力されたリモコン信号に応じて
、本体回路１８を動作させたり、予備起動回路２４を動作させたりする。制御回路１６は
、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭ等から構成されるマイクロコンピュータであってもよいし
、デジタル回路等であってもよい。本実施の形態では、マイクロコンピュータで構成され
ているものとして説明する。制御回路１６で実行されるプログラムはＲＯＭ等の記憶手段
に記憶されており、ＣＰＵは、このプログラムを実行する。
【００２７】
　本体回路１８は、制御回路１６または予備起動回路２４から入力された信号に従って起
動され動作する。図２は、本体回路１８の概略構成図である。図２に示すように、本実施
の形態の本体回路１８は、アンテナ３６、無線受信回路３８、デジタル信号処理回路４０
、ＲＯＭ４２、映像表示部４４、及び電源供給回路４６を含んで構成されている。
【００２８】
　アンテナ３６は、リモコン信号を受信するアンテナ２０とは異なり、外部からテレビジ
ョン放送信号を受信する。無線受信回路３８は、アンテナ３６で受信されたテレビジョン
放送信号をデジタル信号に変換し、復調してデジタル信号処理回路４０に入力する。
【００２９】
　デジタル信号処理回路４０は、無線受信回路３８から復調されたデジタル信号が入力さ
れると、該デジタル信号に所定の信号処理を施して映像表示部４４で表示可能な映像信号
を生成する。
【００３０】
　デジタル信号処理回路４０は、プリ処理部４８、プロセッサ５０、ＲＡＭ５２、及びポ
スト処理部５４を備えている。プロセッサ５０は、プリ処理部４８、ＲＡＭ５２、及びポ
スト処理部５４の各々に接続されている。
【００３１】
　ＲＡＭ５２には、ＲＯＭ４２が接続されている。ＲＯＭ４２には、プロセッサ５０が映
像信号を生成するための処理を実行するための映像信号処理用プログラムが格納されてい
る。この映像信号処理用プログラムは、電子機器１２（あるいはデジタル信号処理回路４
０）の起動時にＲＡＭ５２に格納される。その後プログラム実行の準備が完了すると、デ
ジタル信号処理回路４０は所望の映像信号処理（詳細は後述）が可能な状態となる。なお
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、デジタル信号処理回路４０で実行されるプログラムを記憶する記憶手段は、プログラム
を記憶して読出し可能な記憶手段であればＲＯＭ４２に限定されない。また、ＲＯＭ４２
は、デジタル信号処理回路４０内に設けられていてもよい。
【００３２】
　プリ処理部４８は、例えば、復調されたデジタル信号に基づいてフォーマットを変換す
るフォーマット処理や圧縮処理を実行して出力する。
【００３３】
　プロセッサ５０は、ＲＡＭ５２に格納された映像信号用処理プログラムを実行し、プリ
処理部４８から出力されたデジタル信号に所定の信号処理を施す。ここで実行される信号
処理の内容としては、例えば、異なる映像信号の間（時間的に前後する映像信号の間）に
おける動きベクトル検索処理や補間処理等が挙げられる。
【００３４】
　ポスト処理部５４は、プロセッサ５０によって所定の処理が実行された後のデジタル信
号に対して、例えば、スケーリング（拡大又は縮小）処理や画質調整処理等を施す。ポス
ト処理部５４で処理されたデジタル信号は映像信号として映像表示部４４に入力される。
【００３５】
　映像表示部４４は、受像回路や液晶パネルなどの表示素子を含んで構成されており、ポ
スト処理部５４から入力された映像信号に基づいて映像を表示する。
【００３６】
　電源供給回路４６は、制御回路１６または予備起動回路２４から入力される信号に応じ
て本体回路１８を構成する各部に電源を供給する。
【００３７】
　また、電子機器１２のアンテナ２０は、リモコン装置１４から送信されたリモコン信号
を受信する。アンテナ２０で受信されたリモコン信号は、無線受信回路２２で復調されて
制御回路１６に入力される。制御回路１６は、前述したようにリモコン信号に応じて、様
々な制御を行なう。
【００３８】
　予備起動回路２４は、制御回路１６及び本体回路１８に接続されている。予備起動回路
２４は、制御回路１６から制御信号が入力されると、本体回路１８に対して、本体回路１
８のうちデジタル信号処理回路４０を起動するための予備起動信号を本体回路１８の電源
供給回路４６に対して出力する。
【００３９】
　なお、本体回路１８を構成する映像表示部４４は、旧来のブラウン管と異なり加熱時間
が不要なため電源投入するとすぐに起動するが、デジタル信号処理回路４０は、電源投入
時には前述したようにプログラムの格納及び実行準備等の初期化処理に時間を要するため
、本体回路１８の中で特に起動に時間がかかる回路となっている。
【００４０】
　次に、リモコン装置１４について説明する。電子機器１２を遠隔操作するリモコン装置
１４は、制御回路２６、操作部２８、アンテナ３０、無線送信回路３２、及び加速度検出
器３４を含んで構成されている。
【００４１】
　操作部２８は、電子機器１２の電源のオンオフを行なう電源ボタン、チャンネル選択を
行なうチャンネルボタン、音量調整等を行なう音量ボタン等の複数のボタンからなり、操
作者がいずれかのボタンを操作（押下など）すると、押下されたボタンに対応する信号が
制御回路２６に入力される。
【００４２】
　加速度検出器３４は、リモコン装置１４の加速度を検出する。この加速度検出器３４に
より、操作者がリモコン装置１４を動かしたり、持ち上げたりした場合等に生じるリモコ
ン装置１４の振動や傾きなどが加速度として検出される。通常、操作者がこれからリモコ
ン装置１４を操作しようとするときにはリモコン装置１４を手に持ったり、動かしたりす
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ることが多い。本実施の形態では、加速度検出器３４により加速度を検出することで、リ
モコン装置１４が動いたこと、すなわち、これからリモコン装置１４が操作されることが
予想される状態（操作前状態）が発生したことを検出する。検出された加速度を示す信号
は制御回路２６に入力される。なお、ここでは、検出された加速度の大きさが０でない限
り、加速度検出器３４から制御回路２６に信号が入力される。
【００４３】
　制御回路２６は、操作部２８が操作者により操作され、ボタン操作に対応する信号が入
力された場合には、入力された信号からボタン操作に対応するリモコン信号を生成し、無
線送信回路３２に出力する。無線送信回路３２は入力されたリモコン信号を変調しアンテ
ナ３０を介して電子機器１２に送信する。
【００４４】
　また、制御回路２６は、加速度検出器３４で加速度が検出された場合には、加速度が検
出されたことを示すことを示すリモコン信号を生成し、無線送信回路３２に出力する。無
線送信回路３２は入力された操作信号を変調しアンテナ３０を介して電子機器１２に送信
する。
【００４５】
　なお、制御回路２６は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭ等から構成されるマイクロコンピ
ュータであってもよいし、デジタル回路等であってもよい。本実施の形態では、マイクロ
コンピュータで構成されているものとして説明する。制御回路２６で実行されるプログラ
ムはＲＯＭ等の記憶手段に記憶されており、ＣＰＵは、このプログラムを実行する。
【００４６】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。
【００４７】
　本実施の形態では、起動に時間を要するデジタル信号処理回路４０を、リモコン装置１
４の操作部２８の電源ボタンが押下される前のタイミングで予め起動させておくことによ
って、操作者がリモコン装置１４の操作部２８の電源ボタンを押してから電子機器１２で
映像が表示されるまでの時間を短縮する。
【００４８】
　ここでは、説明を簡単にするため、操作部２８の複数のボタンのうち電源ボタンのみが
操作されるものとし、操作部２８の操作によって送信されるリモコン信号は、電子機器１
２の本体回路１８の電源をオンとして起動させる起動信号（電子機器１２の本体回路１８
への電源の供給を許可制御する信号）と、本体回路１８の電源をオフして停止させる停止
信号（本体回路１８への電源の供給を禁止制御する信号）の２種類のみとして本実施の形
態の遠隔操作システム１０の動作を説明する。また、以下では、リモコン装置１４で加速
度が検出された場合に送信されるリモコン信号を、操作前状態検出信号と呼称する。
【００４９】
　リモコン装置１４において、加速度検出器３４がリモコン装置１４の動きや振動を検出
すると、前述したように、制御回路２６が、無線送信回路３２及びアンテナ３０を介して
操作前状態検出信号を送信する。また、リモコン装置１４において、操作部２８の電源ボ
タンが押下されると、制御回路２６は、無線送信回路３２及びアンテナ３０を介してボタ
ン操作に対応するリモコン信号（起動信号または停止信号）を送信する。
【００５０】
　次に、図３、図４を用いて、電子機器１２の動作を説明する。
　図３は、電子機器１２の制御回路１６で行なわれる予備起動処理の流れを示すフローチ
ャートである。この予備起動処理のプログラムは、前述したように、予め制御回路１６の
ＲＯＭ等の記憶手段に記憶され、制御回路１６のＣＰＵはこれを実行する。図４は、電子
機器１２の状態遷移図である。
【００５１】
　本実施の形態では、電子機器１２の主電源がオンの状態でリモコン装置１４から起動信
号が送信される前の段階では、制御回路１６、無線受信回路２２、および予備起動回路２
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４に対する電源供給は維持され、本体回路１８に対する電源供給は停止された状態にある
（図４のＳ１参照）。
【００５２】
　この状態において、図３のステップ１００で、制御回路１６は、リモコン装置１４から
操作前状態検出信号が受信されたか否かを判断する。制御回路１６は、ステップ１００で
否定判断した場合には、ステップ１０２で、リモコン装置１４から起動信号が受信された
か否かを判断する。ステップ１０２で否定判断した場合には、ステップ１００に戻り待機
状態を継続する。図４ではＳ１の状態が継続する。
【００５３】
　制御回路１６は、ステップ１００で、操作前状態検出信号が受信されたと判断した場合
には、ステップ１０４で、本体回路１８のデジタル信号処理回路４０を起動する。具体的
には、制御回路１６は、予備起動回路２４に対して予備起動信号を出力するように制御信
号を送信する。制御回路１６から制御信号を受けた予備起動回路２４は、予備起動信号を
本体回路１８の電源供給回路４６に出力する。電源供給回路４６は、予備起動回路２４か
ら予備起動信号が入力されると、すぐに起動してデジタル信号処理回路４０及びデジタル
信号処理回路４０の起動に必要なプログラムが格納されたＲＯＭ４２に電源を供給し、デ
ジタル信号処理回路４０を起動させる。ＲＯＭ４２から必要なプログラムがＲＡＭ５２に
ロードされた後は、電源供給回路４６は、ＲＯＭ４２に対する電源供給を停止する。なお
、ＲＯＭ４２がデジタル信号処理回路４０内に設けられていてもよい。
【００５４】
　ステップ１０４の処理により、電子機器１２は予備起動状態に移行する。図４では、Ｓ
１からＳ２の状態に遷移する。
【００５５】
　ステップ１０６では、制御回路１６は、リモコン装置１４から起動信号（本体回路１８
へ電源が供給されるのを許可制御する信号）が受信されたか否かを判断する。ステップ１
０６で否定判断した場合には、ステップ１０８に移行し、制御回路１６は、予備起動状態
に移行してから一定時間が経過したか否かを判断する。ステップ１０８で、まだ一定時間
が経過していないと制御回路１６が判断した場合には、ステップ１０６に戻り待機状態を
維持する。
【００５６】
　ステップ１０６で、制御回路１６が、リモコン装置１４から起動信号を受信したと判断
した場合には、ステップ１１２に移行し、制御回路１６は、本体回路１８全体を起動する
。具体的には、制御回路１６から本体回路１８の電源供給回路４６に本体回路１８全体を
起動する起動制御信号を出力する。電源供給回路４６は、制御回路１６から起動制御信号
が入力されると、本体回路１８全体に電源供給を開始して、本体回路１８全体を起動させ
る。図４では、Ｓ２からＳ３の状態に遷移する。
【００５７】
　一方、ステップ１０２で、制御回路１６が、リモコン装置１４から起動信号を受信した
と判断した場合にも、上記と同様にステップ１１２に移行し、制御回路１６は、本体回路
１８全体を起動する。これにより、図４ではＳ１から直接Ｓ３の状態に遷移する。
【００５８】
　すなわち、ステップ１０６で起動信号を受信したと判断された後に行なわれるステップ
１１２の処理では、電子機器１２は予備起動状態にあるため、この時点で既にデジタル信
号処理回路４０は起動済である。従って、電源供給回路４６は、デジタル信号処理回路４
０に対する電源供給を維持しつつ、本体回路１８の他の部分に対して電源供給を開始し、
起動させる。また、ステップ１０２で起動信号を受信したと判断された後に行なわれるス
テップ１１２の処理では、本体回路１８全体が停止状態にあるため、電源供給回路４６は
、デジタル信号処理回路４０を含め本体回路１８の全体に電源供給を開始して起動させる
。
【００５９】
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　ステップ１１２の後は、本体回路１８全体が起動されるため、本体回路１８が動作状態
となり、例えば電子機器１２がテレビであれば受信したテレビジョン信号を信号処理して
映像表示を開始する。
【００６０】
　本体回路１８の起動後はステップ１１４で停止信号受信待ちを行なう。制御回路１６は
、ステップ１１４で、リモコン装置１４から停止信号を受信したと判断した場合には、ス
テップ１１６で、電源供給回路４６に停止制御信号を出力する。これにより、電源供給回
路４６は本体回路１８に対する電源供給を停止する。図４では、Ｓ３からＳ１の状態に戻
る。例えば、電子機器１２がテレビであれば、映像表示が終了し、電源オフとなる。
【００６１】
　そして、本実施の形態では、ステップ１１６で停止状態に移行した後、ステップ１１８
により一定時間（１～２秒程度の短い時間）経過後にステップ１００に戻る。これは、リ
モコン装置１４で停止信号を送信した直後に検出される加速度は、これからリモコン装置
１４を操作しようとするときの動きを検出したものではなく、リモコン操作を終了すると
きの動きを検出したものである可能性が高いためである。なお、リモコン装置１４で停止
信号送信直後に操作前状態検出信号を送信しない構成としておき、ステップ１１８の処理
は省略してもよい。
【００６２】
　一方、予備起動状態において、操作部２８のボタン操作による起動信号（本体回路１８
へ電源が供給されるのを許可制御する信号）が来ない状態が一定時間（例えば２０秒）経
過すると、ステップ１０８で否定判断され、ステップ１１０に移行する。ステップ１１０
では、制御回路１６は、予備起動回路２４に対して予備起動状態を解除するための制御信
号を出力する。これを受けた予備起動回路２４は、予備起動停止信号を本体回路１８の電
源供給回路４６に出力する。電源供給回路４６は、予備起動回路２４から予備起動停止信
号が入力されると、デジタル信号処理回路４０に対する電源供給を停止して予備起動状態
を解除する。これにより、本体回路１８全体が停止状態に戻る。図４では、Ｓ２からＳ１
の状態に戻る。
【００６３】
　以上説明したように、本実施の形態では、リモコン装置１４で加速度を検出して操作前
状態の発生を検出し、電子機器１２の本体回路１８のうち起動（映像信号処理用プログラ
ムを実行するための準備（初期化処理）等）に時間がかかるデジタル信号処理回路４０を
前もって起動させるようにしたため、実際に操作者が操作部２８の電源ボタンを押してか
ら本体回路１８が動作するまでの時間を短縮することができる。
【００６４】
　例えば、従来はリモコン装置１４の操作部２８の電源ボタンを押してからしばらくして
映像が表示されたものが、リモコン装置１４を持ち上げて操作部２８の電源ボタンを押す
と、瞬時に映像が表示されるようになるため、操作者の感覚としては瞬時に起動したと感
じられ、快適な操作性を提供できる。また、起動に時間がかかる回路のみを予備起動させ
れば、消費電力の増加を抑えることができる。
【００６５】
　また、予備起動状態では、本体回路１８全体を起動させるのではなく、起動に時間がか
かる回路（デジタル信号処理回路４０）を起動させるようにしたため、省電力効果が期待
できる。
【００６６】
　なお、本実施の形態では、加速度検出器３４を用いて加速度を検出し、リモコン装置１
４が操作されることが予想される操作前状態の発生を検出するようにしたが、本発明はこ
れに限定されるものではない。例えば、重力センサを用いて、重力の変化を検出したり、
重力の向きの変化を検出することにより操作前状態を検出するようにしてもよい。
【００６７】
　また、光センサを用いて、光が遮断されたことを検知することにより、操作者がリモコ
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ン装置１４を把持したことを検出するようにしてもよい。例えば、リモコン装置１４の筐
体に微小な穴を設け、外部の光が内部の光センサに入射可能に構成する。そして、操作者
がリモコン装置１４を把持するとこの穴が操作者の手でふさがれるため、光が遮断される
。これを光センサが検知することで操作前状態の発生を検出する。
【００６８】
　また、リモコン装置１４周辺の明るさを検知するセンサを設けて操作前状態を検知する
ようにしてもよい。周囲が暗い場合には、操作者が周囲に存在しない可能性が高いため、
リモコン装置１４が操作される可能性が低いが、周囲が明るくなった場合には、リモコン
装置１４が操作されて電子機器１２が起動される可能性が高い。従って、周囲の明るさを
検知することで操作前状態を検出することができる。
【００６９】
　また、複数の磁気センサを組み合わせた地磁気センサを用いて地磁気の変化を検出する
ことにより操作前状態の発生を検出するようにしてもよい。
【００７０】
　さらにまた、周囲の音を検出することにより操作前状態の発生を検出するようにしても
よい。これは、例えば、操作者が動いたり話したりすることにより発生する音を検出して
、リモコン装置１４の周囲に操作者が存在することを検出する。逆に何ら音が検出されな
い場合には、操作者が周囲に存在しない可能性が高いため、リモコン装置１４が操作され
ることもない。従って、音を検出することで、操作前状態を検出することができる。
【００７１】
　また、リモコン装置１４に操作者が接触したことを検出するセンサをリモコン装置１４
に設けてもよい。例えば、手や指がリモコン装置１４に接触したときの温度変化を検出す
る温度センサや、人体からの熱放射を検知する赤外線センサ、手指が接触したときの接触
抵抗を検出する電気抵抗センサ、手で触ることにより変化する圧力を検出する圧力センサ
等を設ける。
【００７２】
　また、リモコン装置１４に操作者あるいは電子機器１２が近接したことを操作前状態と
して検出する場合には、静電容量センサを設けてもよい。静電容量センサは、検出面と検
出対象との静電容量の変化を電気信号に変換し、検出対象の接近を検出する。
【００７３】
　また、超音波センサを用いて操作者或いは電子機器１２が近接したことを検出するよう
にしてもよい。例えば、超音波センサから超音波を出射して反射した反射強度を検出する
ことで、操作者が近接したか否かを検出する。更に又、電子機器１２との通信が双方向通
信である場合には、電子機器１２から送信される電波の強度変化を検出するセンサを設け
、このセンサの検出結果に応じて電子機器１２が近接したことを検出するようにしてもよ
い。
【００７４】
　このように、操作前状態の発生を検出するセンサには様々な種類があるが、異なる種類
のセンサを複数個設け、２種類以上の物理量を検出するようにしてもよい。
【００７５】
　また、本実施の形態では、操作部２８が複数のボタンで構成されている例について説明
したが、これに限定されず、例えば、操作前状態を検出するセンサが加速度や振動などを
検出するものでない場合には、操作部２８を、加速度（リモコン装置１４を振ること）に
よることによって操作されるものとしてもよい。
【００７６】
　また、予備起動状態になったことを操作者が把握できるように、表示ランプを電子機器
１２に設け、予備起動状態になったときに表示ランプを点灯するように制御してもよい。
【００７７】
　［第２の実施の形態］
【００７８】
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　図５は第２の実施の形態における遠隔操作システム５６の構成図である。本実施の形態
の遠隔操作システム５６は、電子機器５８及びリモコン装置１４で構成される。ここで、
図５に示す符号と、図１に示す符号が同一の構成要素は、それぞれ、同一の機能を有する
構成要素を意味するため説明を省略する。
【００７９】
　本実施の形態の電子機器５８も、第１の実施の形態と同様に、リモコン装置１４から送
信されるリモコン信号によって遠隔操作されて動作する。本実施の形態の電子機器５８は
、制御回路６０、本体回路１８、アンテナ２０、及び無線受信回路６２を含んで構成され
ている。
【００８０】
　本実施の形態の制御回路６０は、電子機器５８全体を制御する。制御回路６０は、リモ
コン装置１４から送信され、アンテナ２０、無線受信回路６２を介して入力されたリモコ
ン信号に応じて、本体回路１８を動作させたり、無線受信回路６２の受信状態を切替えた
りする。制御回路６０は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭ等から構成されるマイクロコンピ
ュータであってもよいし、デジタル回路等であってもよい。本実施の形態では、マイクロ
コンピュータで構成されているものとして説明する。制御回路６０で実行されるプログラ
ムはＲＯＭ等の記憶手段に記憶されており、ＣＰＵは、このプログラムを実行する。
【００８１】
　本体回路１８は、制御回路６０から入力された信号に従って起動され動作する。なお、
本実施の形態では、第１の実施の形態のような本体回路１８のデジタル信号処理回路４０
に対する予備起動は行なわないため、予備起動を行なう予備起動回路２４は設けられてい
ない。本実施の形態の本体回路１８の電源供給回路４６は、制御回路６０からの制御信号
に応じて、本体回路１８全体に電源を供給して起動させたり電源供給を停止したりする。
【００８２】
　本実施の形態の無線受信回路６２は、アンテナ２０で受信されたリモコン信号を復調し
て制御回路６０に入力する。図６は、無線受信回路６２の概略構成図である。図６に示す
ように、本実施の形態の無線受信回路６２は、無線モジュール６４、復調回路６６、及び
電源供給回路６８を含んで構成されている。
【００８３】
　無線モジュール６４は、リモコン装置１４から受信したリモコン信号を増幅する等、復
調回路６６で復調する前の前処理を行なう。復調回路６６は、無線モジュール６４から入
力されたリモコン信号を復調する。電源供給回路６８は、制御回路６０から入力した制御
信号に従って、無線モジュール６４及び復調回路６６に対する電源供給間隔を調整し、無
線受信回路６２の受信状態を変化させる。
【００８４】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。
【００８５】
　本実施の形態では、本体回路１８が起動していない停止状態においては、無線受信回路
６２を比較的長い間隔で受信する低頻度の間欠受信の状態（ある受信期間と別の受信期間
との間隔が比較的長い受信状態）とし、リモコン装置１４が操作されることが予想される
操作前状態が発生した場合には、無線受信回路６２を上記間隔より短い時間間隔で受信す
る高頻度の間欠受信の状態（ある受信期間と別の受信期間との間隔が比較的短い受信状態
）、或いは連続して受信する連続受信の状態に切替える。
【００８６】
　ここでは、説明を簡単にするため、第１の実施の形態と同様に、操作部２８の複数のボ
タンのうち電源ボタンのみが操作されるものとし、操作部２８の操作によって送信される
リモコン信号は、電子機器５８の本体回路１８の電源をオンして起動させる起動信号と、
本体回路１８の電源をオフして停止させる停止信号の２種類のみとして本実施の形態の遠
隔操作システム５６の動作を説明する。また、第１の実施の形態と同様に、リモコン装置
１４で、加速度検出器３４により加速度を検出することで、これからリモコン装置１４が
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操作されることが予想される操作前状態が発生したことを検出する。加速度が検出された
場合にリモコン装置１４から操作前状態検出信号が送信される。
【００８７】
　リモコン装置１４の動作は、第１の実施の形態と同じであるため、ここでのこれ以上の
説明は省略する。
【００８８】
　図７は、電子機器５８の制御回路６０で行なわれる受信状態切替処理の流れを示すフロ
ーチャートである。この受信状態切替処理のプログラムは、前述したように、予め制御回
路６０のＲＯＭ等の記憶手段に記憶され、制御回路６０のＣＰＵはこれを実行する。図８
は、電子機器５８の状態遷移図である。
【００８９】
　本実施の形態では、電子機器５８の主電源がオンの状態でリモコン装置１４から起動信
号が送信される前の段階では、制御回路６０及び無線受信回路６２に対する電源供給は維
持され、本体回路１８に対する電源供給は停止された状態にある。また、無線受信回路６
２は、低頻度の間欠受信の状態でリモコン装置１４からのリモコン信号を受信している。
（図８のＳ１参照）
【００９０】
　この状態において、図３のステップ２００で、制御回路６０は、操作前状態検出信号が
受信されたか否かを判断する。ステップ２００で否定判断した場合には、ステップ２０２
で、リモコン装置１４の操作部２８の操作による起動信号が受信されたか否かを判断する
。ステップ２０２で否定判断した場合には、ステップ２００に戻り待機状態を継続する。
図８ではＳ１の状態が継続する。
【００９１】
　一方、制御回路６０は、ステップ２００で、操作前状態検出信号が受信されたと判断し
た場合には、ステップ２０６で、無線受信回路６２を低頻度の間欠受信状態から高頻度の
間欠受信状態或いは連続受信状態に切替える。具体的には、制御回路６０は、無線受信回
路６２の電源供給回路６８に制御信号を送信する。無線受信回路６２は、制御信号に従っ
て、無線モジュール６４及び復調回路６６に対する電源供給間隔を短くして高頻度の間欠
受信状態に切替えるか、或いは連続的に電源供給を行なう連続受信状態に切替える。図８
では、Ｓ１からＳ２の状態に遷移する。
【００９２】
　ステップ２０８では、制御回路６０は、リモコン装置１４から操作部２８の操作による
起動信号（本体回路１８へ電源が供給されるのを許可制御する信号）が受信されたか否か
を判断する。ステップ２０８で否定判断した場合には、ステップ２１０に移行し、制御回
路６０は、高頻度の間欠受信状態または連続受信状態に切替えてから一定時間が経過した
か否かを判断する。ステップ２１０で、まだ一定時間が経過していないと判断した場合に
は、ステップ２０８に戻り待機状態を維持する。
【００９３】
　制御回路６０は、ステップ２０８で、リモコン装置１４から起動信号を受信したと判断
した場合には、ステップ２１４に移行し、電源供給回路４６に起動信号を送信して本体回
路１８全体を起動する。これにより、本体回路１８全体に電源供給が開始され、図８では
Ｓ２から直接Ｓ３の状態に遷移する。
【００９４】
　一方、ステップ２０２で肯定判断した場合には、ステップ２０４で、ステップ２１４と
同様に本体回路１８を起動し、更にステップ２０６と同様に、無線受信回路６２を、高頻
度の間欠受信状態或いは連続受信状態となるように切替える。これにより、図８ではＳ１
から直接Ｓ３の状態に遷移する。
【００９５】
　ステップ２１４の後は、ステップ２１６で停止信号受信待ちを行なう。制御回路６０は
、ステップ２１４で、リモコン装置１４から停止信号を受信したと判断した場合には、ス
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テップ２１８で、制御回路６０は、本体回路１８の電源供給回路４６に停止制御信号を出
力する。これにより、電源供給回路４６は本体回路１８に対する電源供給を停止する。更
に、制御回路６０は、低頻度の間欠受信状態となるように無線受信回路６２の電源供給回
路６８に制御信号を送信する。これにより、無線受信回路６２は、無線モジュール６４及
び復調回路６６に対する電源供給期間同士の間隔を長くして低頻度の間欠受信状態に切替
える。図８では、Ｓ３からＳ１の状態に戻る。
【００９６】
　そして、本実施の形態では、ステップ２１８で停止状態に移行した後、ステップ２２０
により一定時間（１～２秒程度の短い時間）経過後にステップ２００に戻る。これは、リ
モコン装置１４で停止信号を送信した直後に検出される加速度は、これからリモコン装置
１４を操作しようとするときの動きを検出したものではなく、リモコン操作を終了すると
きの動きを検出したものである可能性が高いためである。なお、リモコン装置１４で停止
信号送信直後に操作前状態検出信号を送信しない構成としておき、ステップ２２０の処理
は省略してもよい。
【００９７】
　また、予備起動状態Ｓ２において、操作部２８のボタン操作による起動信号が来ない状
態が一定時間（例えば２０秒）経過すると、ステップ２１０で否定判断され、ステップ２
１２に移行する。ステップ２１２では、制御回路６０は、無線受信回路６２の電源供給回
路６８に制御信号を送信し、無線受信回路６２を、低頻度の間欠受信状態となるように切
替える。これにより、図８では、Ｓ２からＳ１の状態に戻る。
【００９８】
　以上説明したように、本実施の形態では、リモコン装置１４で加速度を検出して操作前
状態の発生を検出し、操作部２８が操作される前に前もって電子機器１２の無線受信回路
６２を高頻度の間欠受信状態或いは連続受信状態となるように制御するため、実際に操作
者が操作部２８を操作してから本体回路１８が動作するまでの時間を短縮することができ
る。
【００９９】
　無線受信回路６２は受信頻度が低いほど電力消費を抑えることができるが、受信頻度が
低いままだと、リモコン信号を受信してから反応するまでの時間が長くなるという問題が
ある。しかしながら、上記説明したように、操作部２８を操作する前に高頻度の受信状態
（或いは連続受信状態）に切替えるようにしたため、操作部２８を操作した操作者の感覚
としては瞬時の動作ととらえられ、快適な操作性を提供できる。このように、省電力効果
を保ちつつ、快適な操作性を期待できる。
【０１００】
　［第３の実施の形態］
【０１０１】
　図９は第３の実施の形態における遠隔操作システム７０の構成図である。遠隔操作シス
テム７０は、電子機器７２及びリモコン装置７４を含んで構成されている。本実施の形態
における遠隔操作システム７０は、第１の実施の形態のリモコン装置から加速度検出器３
４を削除し、代わりに電子機器側にセンサ７８を設けた構成となっている。以下、遠隔操
作システム７０の構成についてさらに具体的に説明する。ただし、図９に示す符号と、図
１に示す符号が同一の構成要素は、それぞれ、同一の機能を有する構成要素を意味するた
め説明を省略する。
【０１０２】
　本実施の形態の電子機器７２も、第１の実施の形態と同様に、リモコン装置７４から送
信されるリモコン信号によって遠隔操作されて動作する。本実施の形態の電子機器７２は
、制御回路７６、本体回路１８、アンテナ２０、無線受信回路２２、予備起動回路２４、
及びセンサ７８を含んで構成されている。
【０１０３】
　センサ７８は、所定の物理量を検出することにより、リモコン装置７４が操作されるこ
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とが予想される操作前状態が発生したことを検出する。例えば、操作者がリモコン装置７
４を持ったときに発生する音を検出したり、超音波を出射して反射された超音波の反射強
度を計測してリモコン装置７４が動いたことを検出してもよい。
【０１０４】
　また、センサ７８を、操作者がリモコン装置７４を動かしたことを検出するセンサでは
なく、操作者が電子機器７２の周辺に存在するか否かを検出するセンサとしてもよい。例
えば、センサ７８が電子機器７２周辺の領域の明るさを検出するセンサであれば、電子機
器７２周辺の照明が点灯する等によりその領域が明るくなったことを上記操作前状態の発
生として検出することができる。また、超音波を出射して反射された超音波の反射強度を
計測して電子機器７２周辺に操作者が存在することを検出してもよい。また、検出する物
理量は、１種類に限定されず、２種類以上でもよい。
【０１０５】
　センサ７８は、操作前状態の発生を検出すると、操作前状態検出信号を制御回路７６に
入力する。
【０１０６】
　電子機器７２の制御回路７６は、電子機器７２全体を制御する。制御回路７６は、リモ
コン装置７４から送信され、アンテナ２０、無線受信回路２２を介して入力されたリモコ
ン信号に応じて、本体回路１８を動作させ、センサ７８から入力した操作前状態検出信号
に応じて、予備起動回路２４を動作させる。制御回路７６は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯ
Ｍ等から構成されるマイクロコンピュータであってもよいし、デジタル回路等であっても
よい。
【０１０７】
　また、本実施の形態のリモコン装置７４は、制御回路８０、操作部２８、アンテナ３０
、及び無線送信回路３２を備えている。制御回路８０は、操作部２８が操作者により操作
され、ボタン操作に対応する信号が入力された場合には、入力された信号からボタン操作
に対応するリモコン信号を生成し、無線送信回路３２に出力する。本実施の形態では、リ
モコン装置７４には加速度検出器３４が設けられていないため、加速度を検出したことに
よるリモコン信号は送信されない。
【０１０８】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。本実施の形態の作用は、操作前状態の検出を電
子機器７２のセンサ７８で行なう部分が第１の実施の形態と異なるだけであり、それ以外
は第１の実施の形態の作用と同様である。
【０１０９】
　具体的には、第１の実施の形態の図３におけるステップ１００で、リモコン装置７４か
ら操作前状態検出信号が受信されたか否かを判断するのではなく、センサ７８から操作前
状態検出信号が入力されたか否かを判断する。それ以外の処理は、第１の実施の形態と同
様であり、状態遷移も図４に示す通りである。
　このような構成によっても、第１の実施の形態と同様の効果を奏する。
【０１１０】
　［第４の実施の形態］
【０１１１】
　図１０は第４の実施の形態における遠隔操作システム８２の構成図である。遠隔操作シ
ステム８２は、電子機器８４及び第３の実施の形態と同一構成のリモコン装置７４を含ん
で構成されている。本実施の形態における遠隔操作システム８２は、第２の実施の形態の
リモコン装置から加速度検出器３４を削除し、代わりに電子機器側にセンサ７８を設けた
構成となっている。以下、本実施の形態の遠隔操作システム８２の構成について具体的に
説明する。ただし、図１０に示す符号と、図１及び図９に示す符号とが同一の構成要素は
、それぞれ、同一の機能を有する構成要素を意味するため説明を省略する。
【０１１２】
　本実施の形態の電子機器８４も、第２の実施の形態と同様に、リモコン装置７４から送
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信されるリモコン信号によって遠隔操作されて動作する。本実施の形態の電子機器８４は
、制御回路８６、本体回路１８、アンテナ２０、無線受信回路６２、及びセンサ７８を含
んで構成されている。
【０１１３】
　センサ７８は、第１の実施の形態と同様に、所定の物理量を検出することにより、リモ
コン装置７４が操作されることが予想される操作前状態が発生したことを検出する。
【０１１４】
　電子機器８４の制御回路８６は、電子機器８４全体を制御する。制御回路８６は、リモ
コン装置７４から送信され、アンテナ２０、無線受信回路６２を介して入力されたリモコ
ン信号に応じて、本体回路１８を動作させ、センサ７８から入力した操作前状態検出信号
に応じて、無線受信回路６２の受信状態を切替える。制御回路７６は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、
及びＲＯＭ等から構成されるマイクロコンピュータであってもよいし、デジタル回路等で
あってもよい。
【０１１５】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。本実施の形態の作用は、操作前状態の検出を電
子機器８４のセンサ７８で行なう部分が第２の実施の形態と異なるだけであり、それ以外
は第２の実施の形態の作用とほぼ同様である。
【０１１６】
　具体的には、第２の実施の形態の図７におけるステップ２００で、リモコン装置７４か
ら操作前状態検出信号が受信されたか否かを判断するのではなく、センサ７８から操作前
状態検出信号が入力されたか否かを判断する。それ以外の処理は、第２の実施の形態と同
様であり、状態遷移も図８に示す通りである。
【０１１７】
　このような構成によっても、第２の実施の形態と同様の効果を奏する。
【０１１８】
　［第５の実施の形態］
【０１１９】
　図１１は第５の実施の形態における遠隔操作システム８８の構成図である。遠隔操作シ
ステム８８は、電子機器１２とリモコン装置９０とを含んで構成されている。本実施の形
態の電子機器１２は、第１の実施の形態の電子機器１２と同一構成であり、本実施の形態
のリモコン装置９０は、第１の実施の形態のリモコン装置１４に履歴記憶部９４を設けた
構成となっている。以下、本実施の形態の遠隔操作システム８８の構成についてさらに具
体的に説明する。ただし、図１１に示す符号と、図１に示す符号が同一の構成要素は、そ
れぞれ、同一の機能を有する構成要素を意味するため説明を省略する。
【０１２０】
　リモコン装置９０は、制御回路９２、操作部２８、アンテナ３０、無線送信回路３２、
加速度検出器３４、及び履歴記憶部９４を備えている。
【０１２１】
　本実施の形態の加速度検出器３４は、検出された加速度の大きさに応じて電圧値を異な
らせた信号（以下、加速度検出信号）を制御回路９２に入力する。
【０１２２】
　制御回路９２は、加速度検出器３４から加速度検出信号が入力された場合に、加速度検
出器３４から入力された加速度検出信号の電圧値と、操作部２８（ここでは電源ボタン）
に対する操作の有無に関する情報とを関連付けて履歴情報として履歴記憶部９４に記憶す
る。履歴記憶部９４は、フラッシュメモリやＳＤＲＡＭ等により構成される記憶手段であ
る。さらにまた、制御回路９２は、履歴記憶部９４に記憶されている履歴情報から生成さ
れた閾値と、加速度検出信号とを比較し、所定の比較結果が得られた場合に、加速度が検
出されたことを示すことを示すリモコン信号（以下、操作前状態検出信号）を生成し、無
線送信回路３２に出力する。無線送信回路３２は入力されたリモコン信号を変調しアンテ
ナ３０を介して電子機器１２に送信する。すなわち、本実施の形態では、制御回路９２は
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、加速度検出器３４から加速度が検出されたことを示す信号が入力された場合に常に操作
前状態検出信号を送信するのではなく、履歴記憶部９４に記憶された履歴情報に基づいて
送信するか否かを判断し、送信すると判断した場合に操作前状態検出信号を送信する。
【０１２３】
　制御回路９２は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、及びＲＯＭ等から構成されるマイクロコンピュータ
であってもよいし、デジタル回路等であってもよい。本実施の形態では、マイクロコンピ
ュータで構成されているものとして説明する。制御回路９２で実行されるプログラムはＲ
ＯＭ等の記憶手段に記憶されており、ＣＰＵは、このプログラムを実行する。
【０１２４】
　次に、本実施の形態の作用を説明する。電子機器１２側の処理の流れについては、第１
の実施の形態と同様であるため、説明を省略し、ここではリモコン装置９０側での処理の
流れについて説明する。また、本実施の形態でも、説明を簡単にするため、操作部２８の
複数のボタンのうち電源ボタンのみが操作されるものとし、操作部２８によって送信され
るリモコン信号は、電子機器１２の本体回路１８の電源をオンして起動させる起動信号と
、本体回路１８の電源をオフして停止させる停止信号の２種類のみとして本実施の形態の
遠隔操作システム８８の動作を説明する。
【０１２５】
　図１２は、リモコン装置９０の制御回路９２で行なわれる処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【０１２６】
　ステップ３００では、制御回路９２は、加速度検出信号が入力されたか否かを判断する
。制御回路９２は、ステップ３００で、否定判断した場合には、ステップ３０２で、リモ
コン装置９０の操作部２８の電源ボタンが操作されたか否かを判断する。ステップ３０２
で、否定判断された場合には、ステップ３００に戻り、待機状態が継続される。
【０１２７】
　また、制御回路９２は、ステップ３００で、加速度検出信号が入力されたと判断した場
合には、ステップ３０６で、加速度検出信号の電圧値が閾値より大きいか否かを判断する
。ここで、閾値は、操作前状態検出信号を送信するか否かを判断するための閾値であり、
本実施の形態では、前回加速度検出信号が入力されたときに求められた最新の閾値が用い
られる。
【０１２８】
　ステップ３０６で、制御回路９２は、加速度検出信号の電圧値が閾値より大きいと判断
した場合には、ステップ３０８で、操作前状態検出信号を生成し、無線送信回路３２を介
して電子機器１２に送信し、ステップ３１０に移行する。また、制御回路９２は、ステッ
プ３０６で加速度検出信号の電圧値が閾値以下であると判断した場合には、ステップ３０
８をスキップしてステップ３１０に移行する。
【０１２９】
　ステップ３１０では、制御回路９２は、電源ボタンが操作されたか否かを判断する。こ
こで否定判断した場合には、ステップ３１２に移行し、制御回路９２は、加速度検出信号
が入力されてから一定時間が経過したか否かを判断する。ステップ３１２で、まだ一定時
間が経過していないと判断した場合には、ステップ３１０に戻り待機状態を維持する。ま
た、ステップ３１２で一定時間経過したと判断した場合には、ステップ３００に戻り、待
機状態を維持する。例えば、操作者がリモコン装置９０を操作しようとしてリモコン装置
９０を動かしたのではなく、何らかの振動がリモコン装置９０に伝わった等、他の要因で
リモコン装置９０が動いた場合には、ステップ３００及びステップ３１２で肯定判断され
る。
【０１３０】
　一方、制御回路９２が、加速度検出信号が入力されてから一定時間が経過する前に電源
ボタンが押下されたと判断した場合には、ステップ３１４に移行し、起動信号を送信する
。続いて、制御回路９２は、ステップ３１６で、履歴記憶部９４に記憶されている履歴情
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報を更新する。本実施の形態では、加速度検出信号の電圧値が取り得る範囲を所定間隔毎
に区切り、各区間（クラス）毎に加速度検出信号の入力後に操作部２８に対する操作が発
生した回数（操作有の回数）を累計して履歴情報として記憶する。従って、ここでは、制
御回路９２は、入力された最新の加速度検出信号の電圧値が属するクラスに対応する累計
値を１増加させて履歴記憶部９４を更新する。
【０１３１】
　ステップ３１８では、制御回路９２は、更新した履歴情報から新たな閾値を求める。こ
こでは、加速度が極端に小さい場合には、操作者の操作前の動作とは関係ない振動により
検出された加速度であるケースが多いため、小さすぎる加速度検出信号が入力された場合
には操作前状態検出信号が送信されないように閾値を求める。例えば、累計値が１以上の
クラスのうち最も電圧値が小さいクラスの中央値を閾値としてもよいし、累計値が所定値
未満のクラスと所定値以上のクラスとの境界値を閾値としてもよいし、最頻値のクラスか
ら所定値低い電圧値のクラスの中央値を閾値としてもよい。ここで求めた閾値は、次に加
速度検出信号が入力されたときに操作前状態検出信号を送信するか否かを判断する際に用
いられる。最新の閾値を求めた後は、ステップ３２０に移行する。
【０１３２】
　一方、加速度検出信号が入力されていない状態で、電源ボタンが押下された場合には、
ステップ３００で否定判断、ステップ３０２で肯定判断されるため、ステップ３０４に移
行し、制御回路９２は起動信号を送信して、ステップ３２０に移行する。
【０１３３】
　ステップ３２０では、制御回路９２は、電源ボタンが操作されたか否かを判断する。こ
こで、制御回路９２が電源ボタンが操作されたと判断した場合には、ステップ３２２に移
行し、停止信号を送信してステップ３００に戻る。
【０１３４】
　以上説明したように、履歴記憶部９４には、加速度検出器３４から入力された加速度検
出信号の電圧値と、操作部２８（ここでは電源ボタン）に対する操作の有無に関する情報
とが関連付けられた履歴情報が記憶され、履歴情報に応じて求められた閾値から操作前状
態検出信号を送信するか否かを判断するようにしたため、予備起動の精度を高めることが
できる。例えば、操作者とは関係のない振動を加速度検出器３４が検出してしまった場合
でも、操作前状態検出信号を送信しないことにより無駄な予備起動を防止することができ
、消費電力を抑えつつ、快適な使い勝手を提供することができる。
【０１３５】
　なお、本実施の形態では、加速度検出信号が極端に小さい場合に操作前状態検出信号が
送信されないように閾値を求めたが、これに限定されず、加速度検出信号が極端に大きな
場合にも操作前状態検出信号が送信されないような閾値を求めてもよい。例えば、操作者
がリモコン装置に誤って接触して床等に落下したりすると、極端に大きな加速度が検出さ
れる可能性が高い。従って、加速度検出信号が極端に大きな場合にも操作前状態検出信号
が送信されないようにもう１つ閾値を求めて、該求めた２つの閾値と入力された加速度検
出信号とを比較して操作前状態検出信号を送信するか否かを判断するようにしてもよい。
【０１３６】
　なお、ここでは、加速度検出信号の電圧値が取り得る範囲を所定間隔毎に区切り、各区
間（クラス）毎に操作部２８に対する操作が発生した回数（操作有の回数）を累計して履
歴情報として記憶して、閾値を求める例について説明したが、本発明はこれに限定されな
い。例えば、操作有の回数及び操作無の回数の双方を記憶しておき（この場合には、図１
２のステップ３１２の後にも、履歴情報の更新および新たな閾値を求める処理が実行され
る）、各クラス毎に操作有となる確率を求め、該確率から閾値を求めるようにしてもよい
。例えば、確率が所定値未満となるクラスと所定値以上となるクラスとの境界値を閾値と
する等である。このように閾値を求めた場合でも、上記と同様の効果が得られる。
【０１３７】
　また、本実施の形態は、履歴記憶部９４を第１の実施の形態のリモコン装置に設けた例
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について説明したが、これに限定されず、第２の実施の形態のリモコン装置に設けてもよ
い。また、第３、第４の実施の形態の電子機器に設けてもよい。
【０１３８】
　第３、第４の実施の形態の電子機器に履歴記憶部９４を設ける場合には、センサ７８か
ら制御回路７６または制御回路８６に入力する操作前状態検出信号の大きさ（電圧値）を
、センサ７８で検出した物理量の大きさに応じた大きさとなるようにする。そして、制御
回路７６または制御回路８６が、操作前状態検出信号の大きさと、リモコン装置７４から
受信される起動信号の有無とを関連付けて履歴情報として履歴記憶部９４に記憶するよう
にする。そして、制御回路７６または制御回路８６は、履歴記憶部９４の履歴情報から上
記説明したように閾値を求め、操作前状態検出信号が入力されたときに、該閾値と比較し
て予備起動回路２４に予備起動信号を出力させるための制御信号を送信するか否かを判断
したり、無線受信回路６２の受信状態を切替えるか否かを判断したりするようにする。こ
のような構成によっても、同様の効果が得られる。
【０１３９】
　また、リモコン装置側に操作前状態を検出するための検出手段を設け、電子機器側に履
歴記憶部を設けてもよい。このような場合には、リモコン装置側から電子機器側に送信す
る操作前状態検出信号が、加速度検出器３４で検出された加速度検出信号の大きさを示す
信号となるように生成する。このような構成によっても、同様の効果が得られる。
【０１４０】
　なお、閾値の導出については、加速度検出信号が入力される毎に閾値を更新してもよい
し、所定入力回数毎に閾値を更新するようにしてもよい。
【０１４１】
　［第６の実施の形態］
【０１４２】
　第１～第５実施の形態では、電子機器を、映像表示部４４を備えたテレビなどの家電機
器として説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、テレビ機能の他
にＨＤＤ（ハードディスクドライブ）レコーダやＤＶＤレコーダの機能を備えた電子機器
であってもよいし、ＨＤＤ（ＤＶＤ）レコーダ機能のみの電子機器であってもよい。
【０１４３】
　本実施の形態では、第１の実施の形態における電子機器１２の本体回路１８の変形例に
ついて説明する。図１３は、テレビ及びＨＤＤレコーダ機能を備えた本体回路の概略構成
図であり、図示されるように、この本体回路は、アンテナ３６、無線受信回路３８、映像
表示部４４、ＲＯＭ４２、デジタル信号処理回路９６、ＨＤＤ９８、および電源供給回路
９９を含んで構成されている。アンテナ３６、無線受信回路３８、映像表示部４４、ＲＯ
Ｍ４２は第１の実施の形態の本体回路１８に備えられたものと同一である。本実施の形態
のデジタル信号処理回路９６は、無線受信回路３８、映像表示部４４、ＨＤＤ９８および
ＲＯＭ４２に接続されている。
【０１４４】
　デジタル信号処理回路９６は、無線受信回路３８から復調されたデジタル信号が入力さ
れると、該デジタル信号に所定の信号処理を施して映像表示部４４で表示可能な映像信号
を生成する。また、ＨＤＤ９８から読み出された記録信号が入力されると、該記録信号に
所定の処理を施して映像表示部４４で表示可能な映像信号を生成する。また、無線受信回
路３８から復調されたデジタル信号をＨＤＤ９８に記録する場合には、無線受信回路３８
で復調されたデジタル信号に所定の信号処理を施して、ＨＤＤ９８の記録フォーマットに
合わせた記録信号を生成する。
【０１４５】
　デジタル信号処理回路９６は、上記様々な信号処理を実行する処理部と、プロセッサ及
びＲＡＭを備えており、デジタル信号処理回路９６の起動時にこのＲＡＭに、ＲＯＭ４２
に記憶されたプログラムがロードされ、プロセッサで実行可能となっている。
【０１４６】
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　ＨＤＤ９８は、モータ９８ａを備え、モータ９８ａの回転によりデータの記録処理や読
出処理が行なわれる。
【０１４７】
　電源供給回路９９は、制御回路１６または予備起動回路２４から入力される信号に応じ
て本体回路１８を構成する各部に電源を供給する。電源供給回路９９は、予備起動回路２
４から予備起動信号が入力されると、デジタル信号処理回路９６に電源供給を開始して起
動するとともに、ＨＤＤ９８に設けられたモータ９８ａにも電源供給を開始して起動する
。モータ９８ａは、回転が安定するまで時間がかかる場合も多い。従って、これも前もっ
て起動させておくことで、さらに操作部２８を操作してから動作するまでの時間を短縮す
ることができる。
【０１４８】
　なお、このように、デジタル信号処理回路９６及びＨＤＤ９８を予備起動させる場合に
は、第１の実施の形態のステップ１０４の処理に代えて、デジタル信号処理回路９６及び
ＨＤＤ９８のモータ９８ａに電源供給を開始して起動する処理を実行する。また、第３の
実施の形態でも同様に行なう。
【０１４９】
　また、上記では、デジタル信号処理回路９６及びＨＤＤ９８のモータ９８ａの双方を起
動させる例について説明したが、もちろん、デジタル信号処理回路９６のみを起動させる
だけでも時間短縮の効果はある。
【０１５０】
　ここではＨＤＤレコーダ機能を搭載した電子機器を例に挙げて説明したが、ＤＶＤレコ
ーダ機能を搭載した電子機器でも同様である。また、録画機能を有さない再生専用のＤＶ
Ｄドライブを搭載した電子機器であっても同様である。
【０１５１】
　さらにまた、映像表示部４４に代えて外部の映像表示装置に対する出力端子を備えた電
子機器であってもよい。そのような電子機器であっても、上記実施の形態と同様に、外部
の映像表示装置に出力するための映像信号を生成するデジタル信号処理回路を前もって予
備起動状態とすることによって、リモコン装置による電源ボタンの操作から外部の映像表
示装置に映像表示がされるまでの時間を短縮できる。
【０１５２】
　［第７の実施の形態］
　第１～第６実施の形態では、電子機器とリモコン装置との間の無線伝送路が片方向通信
（リモコン装置から電子機器への一方向）の場合を例に挙げて説明したが、双方向通信が
可能な構成としてもよい。
【０１５３】
　例えば、第１の実施の形態の遠隔操作システム１０において、電子機器１２の無線受信
回路２２およびリモコン装置１４の無線送信回路３２を、外部から入力された信号を復調
すると共に、外部に送信する信号を変調する機能を備えた無線送受信回路として構成する
。以下、このように双方向通信を可能とした構成における電子機器１２及びリモコン装置
１４の動作例について説明する。ここでは、操作前状態検出信号を正常に受信した場合に
、電子機器１２側から応答信号を送信するように構成し、リモコン装置１４側では応答信
号に応じて操作前状態検出信号の再送制御を行なう。
【０１５４】
　図１４は、第１の実施の形態と同様の構成で双方向通信を可能とした場合にリモコン装
置１４の制御回路２６で行なわれる処理の流れを示すフローチャートである。
【０１５５】
　ステップ４００では、リモコン装置１４の制御回路２６は、加速度検出信号が入力され
たか否かを判断する。制御回路１４は、ステップ４００で、否定判断した場合には、ステ
ップ４０２で、リモコン装置１４の操作部２８の電源ボタンが操作されたか否かを判断す
る。ステップ４０２で、否定判断された場合には、ステップ４００に戻り、待機状態が継
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続される。
【０１５６】
　また、制御回路２６は、ステップ４００で、加速度検出信号が入力されたと判断した場
合には、ステップ４０４で、操作前状態検出信号を生成し、無線送信回路３２を介して電
子機器１２に送信し、ステップ４０６に移行する。
【０１５７】
　制御回路２６は、ステップ４０６では、操作前状態検出信号を送信してから一定時間以
内に電子機器１２から応答信号を受信したか否かを判断する。ステップ４０６で否定判断
した場合には、ステップ４０８で、制御回路２６は、操作前状態検出信号を再送する。そ
して、ステップ４１０で、再送回数が所定値を超えたか否かを判断し超えていないと判断
した場合には、ステップ４０６に戻る。
【０１５８】
　また、制御回路２６は、ステップ４１０で、再送回数が所定値を超えたと判断した場合
には、ステップ４１２に移行し、最後に操作前状態検出信号を再送してから一定時間が経
過するまで待機状態を継続し、ステップ４００に戻る。
【０１５９】
　すなわち、本実施の形態では、ステップ４０６～４１２で、応答信号を受信するまで操
作前状態検出信号の再送を続けるが、再送回数が所定値を超えた場合には、電子機器１２
が異常状態にあると判断し、操作前状態の検出信号の再送は中止して一定時間操作前状態
検出信号の送信を停止する。
【０１６０】
　一方、ステップ４０６で、制御回路２６は、一定時間以内に電子機器１２から応答信号
を受信したと判断した場合には、ステップ４１４に移行する。ステップ４１４では、制御
回路２６は、電源ボタンが操作されたか否かを判断する。ここで否定判断した場合には、
ステップ４１６に移行し、制御回路２６は、加速度検出信号が入力されてから一定時間が
経過したか否かを判断する。ステップ４１６で、まだ一定時間が経過していないと判断し
た場合には、ステップ４１４に戻り待機状態を維持する。また、ステップ４１６で一定時
間経過したと判断した場合には、ステップ４００に戻り、待機状態を維持する。
【０１６１】
　一方、制御回路２６が、加速度検出信号が入力されてから一定時間が経過する前に電源
ボタンが押下されたと判断した場合には、ステップ４１８で起動信号を送信し、ステップ
４２０に移行する。また、一方、加速度検出信号が入力されていない状態で、電源ボタン
が押下された場合には、ステップ４００で否定判断、ステップ４０２で肯定判断されるた
め、ステップ４１８に移行し、制御回路２６は起動信号を送信して、ステップ４１０に移
行する。
【０１６２】
　ステップ４２０では、制御回路２６は、電源ボタンが操作されたか否かを判断する。こ
こで、制御回路２６が電源ボタンが操作されたと判断した場合には、ステップ４２２に移
行し、停止信号を送信してステップ４００に戻る。
【０１６３】
　一方、電子機器１２側の処理の流れであるが、第１の実施の形態における図３に示した
フローチャートのステップ１００で肯定判断した後に（或いはステップ１０４のデジタル
信号処理回路４０を起動した後に）、ステップ１０１として応答信号を送信するステップ
を挿入する点以外は、第１の実施の形態と同様である。
【０１６４】
　このように、本実施の形態では、電子機器１２からの応答信号に基づいて操作前状態検
出信号の送信が制御されるので、リモコン装置１４における電力消費を抑制することがで
きるだけでなく、操作前状態検出信号が対応する電子機器１２以外の装置へ与える影響（
干渉）を抑制することができる。例えば、電子機器１２がテレビである場合には、テレビ
以外の電子機器としては、電子レンジやオーディオ機器等が挙げられる。
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【０１６５】
　なお、本実施の形態では、電子機器１２は操作前状態検出信号を受信したときに、応答
信号を送信する例について説明したが、これに限定されず、例えば、操作前状態検出信号
を受信した後、予備起動動作を正常に実行することができた場合には、正常応答信号を送
信し、操作前状態検出信号を受信しても、予備起動動作を実行することができなかった場
合には、異常応答信号を送信するようにしてもよい。異常応答信号を送信する場合であっ
ても、リモコン装置１４側では本実施の形態で応答信号を受信しなかった場合と同様に制
御できる。すなわち、操作前状態検出信号を再送し、再送回数が所定値を超えるまでは、
正常応答信号を受信するまで再送を続けるように制御する。
【０１６６】
　なお、再送回数が所定値を超えた場合、或いは、異常応答信号を受信した場合に、異常
が発生したことを操作者に報知するための報知手段を設け、報知手段により操作者に異常
を報知するようにしてもよい（例えば、リモコン装置１４に警告ランプを設け、ランプを
点灯する等）。
【０１６７】
　また、ここでは、第１の実施の形態の遠隔操作システム１０に双方向通信の機能を設け
て、操作前状態検出信号の送信を制御する例について説明したが、第２の実施の形態や第
５の実施の形態、第６の実施の形態に適用してもよい。
【０１６８】
　［その他の変形例］
【０１６９】
　さらにまた、第１の実施の形態と第２の実施の形態とを組み合わせ、操作前状態検出信
号を受信したときに、デジタル信号処理回路を予備起動させるとともに、無線受信回路も
高頻度の間欠受信あるいは連続受信状態に切替えるようにしてもよい。同様に、第３の実
施の形態と第４の実施の形態を組み合わせてもよい。更にこれらの組み合わせに、更に第
５の実施の形態の機能や第６の実施の形態の機能を付加してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１７０】
【図１】第１の実施の形態における遠隔操作システムの構成図である。
【図２】本体回路の概略構成図である。
【図３】第１の実施の形態の電子機器の制御回路で行なわれる予備起動処理の流れを示す
フローチャートである。
【図４】第１の実施の形態における電子機器の状態遷移図である。
【図５】第２の実施の形態における遠隔操作システムの構成図である。
【図６】無線受信回路の概略構成図である。
【図７】第２の実施の形態の電子機器の制御回路で行なわれる受信切替処理の流れを示す
フローチャートである。
【図８】第２の実施の形態における電子機器の状態遷移図である。
【図９】第３の実施の形態における遠隔操作システムの構成図である。
【図１０】第４の実施の形態における遠隔操作システムの構成図である。
【図１１】第５の実施の形態における遠隔操作システムの構成図である。
【図１２】第５の実施の形態におけるリモコン装置の制御回路で行なわれる処理の流れを
示すフローチャートである。
【図１３】第６の実施の形態におけるテレビ及びＨＤＤレコーダ機能を備えた電子機器の
本体回路の概略構成図である。
【図１４】第７の実施の形態におけるリモコン装置の制御回路で行なわれる処理の流れを
示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１７１】
１０   遠隔操作システム
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１２   電子機器
１４   リモコン装置
１６   制御回路
１８   本体回路
２０   アンテナ
２２   無線受信回路
２４   予備起動回路
２６   制御回路
２８   操作部
３０   アンテナ
３２   無線送信回路
３４   加速度検出器
３６   アンテナ
３８   無線受信回路
４０   デジタル信号処理回路
４４   映像表示部
４６   電源供給回路
５６   遠隔操作システム
５８   電子機器
６０   制御回路
６２   無線受信回路
６４   無線モジュール
６６   復調回路
６８   電源供給回路
７０   遠隔操作システム
７２   電子機器
７４   リモコン装置
７６   制御回路
７８   センサ
８０   制御回路
８２   遠隔操作システム
８４   電子機器
８６   制御回路
８８   遠隔操作システム
９０   リモコン装置
９２   制御回路
９４   履歴記憶部
９６   デジタル信号処理回路
９８ａ モータ
９９   電源供給回路
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【図７】 【図８】



(28) JP 2009-124896 A 2009.6.4

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(29) JP 2009-124896 A 2009.6.4

【図１３】 【図１４】



(30) JP 2009-124896 A 2009.6.4

10

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｇ０９Ｇ   5/00     (2006.01)           Ｇ０９Ｇ   5/00    ５１０Ｈ          ５Ｋ０４８
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ   5/00    ５５０Ａ          　　　　　

Ｆターム(参考) 5C026 EA07 
　　　　 　　  5C056 AA01  BA01  BA02  BA03  BA05 
　　　　 　　  5C082 AA02  AA13  AA21  AA22  AA39  BB01  BD10  CB01  CB05  CB10 
　　　　 　　        DA81  DA87  MM02  MM05 
　　　　 　　  5G064 AA01  AB03  AC06  AC10  CB08  CB12  DA07 
　　　　 　　  5K048 AA16  BA01  DB01  DB04  EB02  EB10  HA31 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

