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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置において、
　映像を提供するディスプレイ部と、
　前記電子装置のカメラを用いて、ユーザモーションを前記電子装置内に入力するモーシ
ョン入力部と、
　映像の種類に応じて、予め設定されたユーザモーションに対応するモーションタスクが
異なるようにマッピングされたモーションデータベースを保存する保存部と、
　前記モーション入力部を介して入力されたユーザモーションを認識し、前記ディスプレ
イ部に現在提供される映像の種類に応じて、前記認識されたユーザモーションに対応する
モーションタスクを行い、前記ディスプレイ部に現在提供される映像の種類に応じて、モ
ーションガイド情報をディスプレイするように前記ディスプレイ部を制御する制御部とを
含み、
　前記制御部は、
　前記現在提供される映像の種類が放送映像である場合、前記モーションガイド情報は前
記放送映像を制御するためのモーションに関する情報をディスプレイし、
　前記現在提供される映像の種類がウェブページである場合、前記モーションガイド情報
は前記ウェブページの映像を制御するためのモーションに関する情報をディスプレイする
ように前記ディスプレイ部を制御する、
ことを特徴とする電子装置。
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【請求項２】
　前記制御部は、
　前記映像の種類が放送映像である場合、前記認識されたユーザモーションに対応してチ
ャネル変更機能または音量調節機能を行い、
　前記映像の種類がウェブページ映像である場合、前記認識されたユーザモーションに対
応して画面移動機能を行うことを特徴とする請求項１に記載の電子装置。
【請求項３】
　前記ユーザモーションは、スラップモーションであることを特徴とする請求項２に記載
の電子装置。
【請求項４】
　前記ユーザモーションが上下方向へのスラップモーションである場合、
　前記制御部は、
　前記映像の種類が放送映像である場合、前記認識されたユーザモーションに対応してチ
ャネル変更機能を行い、
　前記映像の種類がウェブページ映像である場合、前記認識されたユーザモーションに対
応して上下方向への画面移動機能を行うことを特徴とする請求項３に記載の電子装置。
【請求項５】
　前記ユーザモーションが左右方向へのスラップモーションである場合、
　前記制御部は、
　前記映像の種類が放送映像である場合、前記認識されたユーザモーションに対応して音
量調節機能を行い、
　前記映像の種類がウェブページ映像である場合、前記認識されたユーザモーションに対
応して左右方向への画面移動機能を行うことを特徴とする請求項３に記載の電子装置。
【請求項６】
　電子装置の制御方法において、
　前記電子装置が現在ディスプレイ上に表示している映像の種類に応じて、モーションガ
イド情報をディスプレイするステップであって、前記映像の種類が放送映像である場合、
前記モーションガイド情報は前記放送映像を制御するためのモーションに関する情報をデ
ィスプレイし、前記映像の種類がウェブページである場合、前記モーションガイド情報は
前記ウェブページの映像を制御するためのモーションに関する情報をディスプレイする、
ステップと、
　前記電子装置のカメラを用いてユーザモーションを獲得し、モーション認識モジュール
を介して前記ユーザモーションを認識するステップと、
　前記電子装置に現在提供される映像の種類に応じて、前記ユーザモーションに対応する
モーションタスクを行うステップと、
を含むことを特徴とする制御方法。
【請求項７】
　前記行うステップは、
　前記映像の種類が放送映像である場合、前記ユーザモーションに対応してチャネル変更
機能または音量調節機能を行い、
　前記映像の種類がウェブページ映像である場合、前記ユーザモーションに対応して画面
移動機能を行うことを特徴とする請求項６に記載の制御方法。
【請求項８】
　前記ユーザモーションは、スラップモーションであることを特徴とする請求項７に記載
の制御方法。
【請求項９】
　前記ユーザモーションが上下方向へのスラップモーションである場合、
　前記行うステップは、
　前記映像の種類が放送映像である場合、前記ユーザモーションに対応してチャネル変更
機能を行い、
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　前記映像の種類がウェブページ映像である場合、前記ユーザモーションに対応して上下
方向への画面移動機能を行うことを特徴とする請求項８に記載の制御方法。
【請求項１０】
　前記ユーザモーションが左右方向へのスラップモーションである場合、
　前記行うステップは、
　前記映像の種類が放送映像である場合、前記ユーザモーションに対応して音量調節機能
を行い、
　前記映像の種類がウェブページ映像である場合、前記ユーザモーションに対応して左右
方向への画面移動機能を行うことを特徴とする請求項８に記載の制御方法。
【請求項１１】
　前記電子装置は、
　映像の種類に応じて、予め設定されたユーザモーションに対応するモーションタスクが
異なるようにマッピングされたモーションデータベースを保存し、
　前記行うステップは、
　前記モーションデータベースを用いて、前記ユーザモーションに対応するモーションタ
スクを行うことを特徴とする請求項６に記載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子装置及びその制御方法に関し、より詳細には、音声入力部及びモーショ
ン入力部を介して入力された音声及びモーションに応じて制御される電子装置及びその制
御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子技術の発展により、多様な種類の電子装置が開発され普及されている。特に、最近
はテレビをはじめとする多様な類型の電子装置が一般家庭でも使われている。
【０００３】
　これらの電子装置は、ユーザの要求に応じてより多様な機能を備えるようになっている
。特に、テレビの場合、最近はインターネットと接続されてインターネットサービスまで
サポートしている。なお、ユーザはテレビを通じて数多くのデジタル放送チャネルも視聴
できるようになっている。
【０００４】
　よって、電子装置の多様な機能を効率的に使うための多様な入力方法が要求されている
。例えば、リモコンを用いた入力方法、マウスを用いた入力方法、及びタッチパッドを用
いた入力方法等が電子装置に適用されている。
【０００５】
　ところが、このような単純な入力方法だけでは、電子装置の多様な機能を効果的に使い
こなすことが困難であった。仮に、電子装置のすべての機能をリモコンだけで制御するよ
うに実現できると、リモコンのボタン数を増やさざるを得なかった。この場合、一般のユ
ーザがリモコンの使用法を習得することは決して容易なことではない。
【０００６】
　なお、多様なメニューを画面上に表示してユーザが当該メニューを探し出して選択する
方法の場合、ユーザが複雑なメニューツリーを一々確認し、自分の望むメニューを選択し
なければならないため、不便であった。
【０００７】
　従って、電子装置をより便利かつ効果的に制御するための技術が求められるようになっ
た。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
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【特許文献１】韓国特開第１０－２００７－００５５２１０号公報
【特許文献２】韓国特開第１０－２０１０－０１０２３５４号公報
【特許文献３】韓国特開第１０－２００６－００８４２５１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、音声入力部及びモーション入力部を介して入力された音声及びモーションに応じて制
御される電子装置及びその制御方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音声認識
モジュール及びモーション認識モジュールのいずれか一つを通じて、ユーザ音声及びユー
ザモーションのいずれか一つを認識するステップと、前記音声認識モジュールを通じてユ
ーザ音声が認識されると、遠隔制御装置によって制御可能なタスクの中で、前記認識され
たユーザ音声に対応する音声タスクを行い、前記モーション認識モジュールを通じて前記
ユーザモーションが認識されると、前記遠隔制御装置で制御可能なタスクの中で、前記認
識されたユーザモーションに対応するモーションタスクを行うステップとを含み、前記音
声タスク及び前記モーションタスクは前記遠隔制御装置に備えられたボタン毎に区分され
てマッピングされてよい。
【００１１】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声認識モジュールを通じて音声開始命令が認識されると、前記音声認識モジュールを通じ
て認識されたユーザ音声によって前記電子装置が制御される音声タスクモードに切り替え
るステップと、モーション認識モジュールを通じてモーション開始命令が認識されると、
前記モーション認識モジュールを通じて認識されたユーザモーションによって前記電子装
置が制御されるモーションタスクモードに切り替えるステップとを含む。
【００１２】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びモーション認
識が可能な電子装置の制御方法は、前記音声認識をガイドするための音声アイテムが含ま
れた音声ガイド情報及び前記モーション認識をガイドするためのモーションアイテムが含
まれたモーションガイド情報のいずれか一つをディスプレイするステップと、前記音声ガ
イド情報に含まれた音声アイテムのいずれか一つに対応する命令語が認識されると、前記
認識された命令語に対応する音声タスクを行うステップと、前記モーションガイド情報に
含まれたモーションアイテムのいずれか一つに対応するモーションが認識されると、前記
認識されたモーションに対応するモーションタスクを行うステップとを含む。
【００１３】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声認識モジュール及びモーション認識モジュールのいずれか一つを通じて、ユーザ音声及
びユーザモーションのいずれか一つを認識するステップと、前記音声認識モジュールを通
じてユーザ音声が認識されると、チャネル識別子が各々付与された複数のチャネルのうち
、前記認識されたユーザ音声に対応するチャネル識別子が付与されたチャネルに変更する
チャネルショートカットを行い、前記モーション認識モジュールを通じてユーザのモーシ
ョンが認識されると、前記ユーザのモーションの方向に対応するように、前記複数のチャ
ネルを段階的に変更するチャネルザッピング（Ｚａｐｐｉｎｇ）を行うステップとを含む
。
【００１４】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びモーション認
識が可能な電子装置の制御方法は、音声認識モジュールを通じて音声開始命令（Ｔｒｉｇ
ｇｅｒ　Ｖｏｉｃｅ）を認識するステップと、前記認識された音声開始命令に応答して前
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記音声認識に応じて制御される音声タスクモードを行うための音声アイテムをディスプレ
イ部に表示するステップと、モーション認識モジュールを通じてモーション開始命令が認
識されると、前記モーション認識に応じて制御されるモーションタスクモードに対応する
モーションアイテムを前記ディスプレイ部に表示するステップとを含む。
【００１５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びモーション認
識が可能な電子装置の制御方法は、モーション認識モジュールを通じてモーション開始命
令（Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｍｏｔｉｏｎ）を認識するステップと、前記認識されたモーション
開始命令に応答して前記モーション認識に応じて制御されるモーションタスクモードを行
うためのモーションアイテムをディスプレイ部に表示するステップと、音声認識モジュー
ルを通じて音声開始命令が認識されると、前記音声認識に応じて制御される音声タスクモ
ードに対応する音声アイテムを前記ディスプレイ部に表示するステップとを含む。
【００１６】
　そして、前記音声タスクは、チャネルショートカット及びサウンドオフの少なくともい
ずれか一つを含み、前記モーションタスクは、チャネルザッピング及び音量レベル調節の
少なくともいずれか一つを含んでよい。
【００１７】
　なお、前記認識されたユーザ音声にチャネルを選択するためのチャネル識別子が含まれ
ると、前記ユーザ音声に含まれたチャネル識別子に対応するチャネルに変更されるチャネ
ルショートカットを行い、前記チャネル識別子はチャネル番号、チャネル名及び番組名の
少なくともいずれか一つを含んでよい。
【００１８】
　そして、前記ユーザモーションはスラップを含み、上下方向へのスラップが認識される
と、チャネルザッピングを行い、左右方向へのスラップが認識されると、音量レベル調節
を行ってよい。
【００１９】
　なお、前記認識されたユーザモーションが上方へのスラップモーションである場合、現
在出力される放送のチャネル番号より予め設定された番号分だけ増加したチャネルに変更
されるようにチャネルザッピングを行い、前記認識されたユーザモーションが下方へのス
ラップモーションである場合、現在出力される放送のチャネル番号より予め設定された番
号分だけ減少したチャネルに変更されるようにチャネルザッピングを行い、前記認識され
たユーザモーションが右方へのスラップモーションである場合、現在出力される音量レベ
ルより予め設定されたレベル分だけ増加した音量が出力されるように音量レベル調節を行
い、前記認識されたユーザモーションが左方へのスラップモーションである場合、現在出
力される音量レベルより予め設定されたレベル分だけ減少した音量が出力されるように音
量レベル調節を行ってよい。
【００２０】
　そして、前記音声タスクは、前記遠隔制御装置に備えられた数字ボタンによって実行可
能なタスクであり、前記モーションタスクは、前記遠隔制御装置に備えられた音量アップ
／ダウンボタン及びチャネルアップ／ダウンボタンの少なくともいずれか一つによって実
行可能なタスクであってよい。
【００２１】
　なお、前記ユーザ音声が認識された場合、前記音声タスクを行うための音声アイテムを
ディスプレイするステップと、前記ユーザモーションが認識された場合、前記モーション
タスクを行うためのモーションアイテムをディスプレイするステップとを含んでよい。
【００２２】
　そして、前記音声アイテム及びモーションアイテムは、ディスプレイ画面の同一の領域
にディスプレイされてよい。
【００２３】
　なお、前記音声タスク及び前記モーションタスクを含む複数のタスクを行うための複数
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のモジュールを保存部に保存するステップを更に含んでよい。
【００２４】
　そして、前記音声タスク及び前記モーションタスクの各々は、互いに異なるタスクが結
合することなく単独で前記電子装置の設定を変更してよい。
【００２５】
　なお、前記チャネルショートカットを行うステップは、前記ユーザ音声に数字が含まれ
た場合、前記ユーザ音声に対応するチャネル番号を有するチャネルに直ちに変更されるチ
ャネルショートカットを行ってよい。
【００２６】
　そして、前記チャネルザッピングを行うステップは、前記ユーザモーションが上方への
スラップモーション及び下方へのスラップモーションのいずれか一つである場合、前記ユ
ーザモーションに対応する方向にチャネル番号を順次に変更するチャネルザッピングを行
ってよい。
【００２７】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザ音声が
入力される音声入力部と、ユーザモーションが入力されるモーション入力部と、前記ユー
ザ音声及び前記ユーザモーションのいずれか一つを認識し、前記ユーザ音声が認識される
と、遠隔制御装置によって制御可能なタスクの中で、前記認識されたユーザ音声に対応す
る音声タスクを行い、前記ユーザモーションが認識されると、前記遠隔制御装置で制御可
能なタスクの中で、前記認識されたユーザモーションに対応するモーションタスクを行う
制御部とを含み、前記音声タスク及び前記モーションタスクは前記遠隔制御装置に備えら
れたボタン毎に区分されてマッピングされてよい。
【００２８】
　そして、前記音声タスクは、チャネルショートカット及びサウンドオフの少なくともい
ずれか一つを含み、前記モーションタスクは、チャネルザッピング及び音量レベル調節の
少なくともいずれか一つを含んでよい。
【００２９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、音声開始命令
が入力される音声入力部と、モーション開始命令が入力されるモーション入力部と、前記
音声開始命令及び前記モーション開始命令のいずれか一つを認識し、前記音声開始命令が
認識されると、前記音声入力部に入力されたユーザ音声によって前記電子装置が制御され
る音声タスクモードに切り替え、前記モーション開始命令が認識されると、前記モーショ
ン入力部に入力されたユーザモーションによって前記電子装置が制御されるモーションタ
スクモードに切り替える制御部とを含む。
【００３０】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びモーション認
識が可能な電子装置は、前記音声認識のためにユーザ音声が入力される音声入力部と、前
記モーション認識のためにユーザモーションが入力されるモーション入力部と、前記音声
認識をガイドするための音声アイテムが含まれた音声ガイド情報及び前記モーション認識
をガイドするためのモーションアイテムが含まれたモーションガイド情報のいずれか一つ
をディスプレイするディスプレイ部と、前記音声ガイド情報に含まれた音声アイテムに対
応する命令語のいずれか一つが認識されると、前記認識された命令語に対応する音声タス
クを行い、前記モーションガイド情報に含まれたモーションアイテムのいずれか一つが認
識されると、前記認識されたモーションに対応するモーションタスクを行う制御部とを含
む。
【００３１】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザ音声が
入力される音声入力部と、ユーザモーションが入力されるモーション入力部と、前記ユー
ザ音声及び前記ユーザモーションのいずれか一つを認識し、前記ユーザ音声が認識される
と、チャネル識別子が各々付与された複数のチャネルのうち、前記認識されたユーザ音声
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に対応するチャネル識別子が付与されたチャネルに変更するチャネルショートカットを行
い、前記ユーザのモーションが認識されると、前記認識されたユーザモーションの方向に
対応するように、前記複数のチャネルを段階的に変更するチャネルザッピングを行う制御
部とを含む。
【００３２】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びモーション認
識が可能な電子装置は、ディスプレイ部と、ユーザ音声が入力される音声入力部と、ユー
ザモーションが入力されるモーション入力部と、前記ディスプレイ部と、前記音声入力部
及び前記モーション入力部を制御する制御部とを含み、前記制御部は、前記音声入力部を
介して入力された音声開始命令を認識し、前記音声開始命令に応答して音声認識で行われ
る音声タスクモードに対応する音声アイテムを前記ディスプレイ部に表示するように制御
し、前記モーション入力部を介して入力されたモーション開始命令が認識されると、前記
モーション開始命令に応答してモーション認識で行われるモーションタスクモードに切り
替わるように制御する。
【００３３】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びモーション認
識が可能な電子装置は、ディスプレイ部と、ユーザ音声が入力される音声入力部と、ユー
ザモーションが入力されるモーション入力部と、前記ディスプレイ部と、前記音声入力部
及び前記モーション入力部を制御する制御部とを含み、前記制御部は、前記モーション入
力部を介して入力されたモーション開始命令が認識されると、前記ユーザモーションで行
われるモーションタスクに対応するモーションアイテムをディスプレイするように前記デ
ィスプレイ部を制御し、前記音声入力部を介して入力された音声開始命令が入力されると
、前記ユーザ音声で行われる音声タスクモードを行うための音声アイテムを前記ディスプ
レイ部に表示するように制御してよい。
【００３４】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、認
識された音声に応じて音声タスクの少なくともいずれか一つを行うことができる音声タス
クモードで、前記音声タスクを行うための音声ガイド情報を表示するステップと、前記音
声ガイド情報として表示された少なくともいずれか一つの音声アイテムのうち、第１音声
アイテムに対応する第１音声を認識するステップと、前記音声タスクのうち、前記第１音
声アイテムに対応するタスクを行うステップと、認識されたモーションに応じてモーショ
ンタスクの少なくともいずれか一つを行うことができるモーションタスクモードで、前記
モーションタスクを行うためのモーションガイド情報を表示するステップと、前記モーシ
ョンガイド情報として表示された少なくともいずれか一つのモーションアイテムのうち、
第１モーションアイテムに対応する第１モーションを認識するステップと、前記第２タス
クのうち、前記第１モーションアイテムに対応するタスクを行うステップとを含む。
【００３５】
　そして、前記第１音声アイテムに対応するタスクを行うステップは、前記認識された第
１音声に対応する前記第１音声アイテムに関連するアイテム付加情報（Ａｄｄｉｔｉｏｎ
ａｌ　Ｉｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を表示するステップを含んでよい。
【００３６】
　なお、前記第１音声アイテムに対応するタスクを行うステップは、前記アイテム付加情
報に対応する第２音声を認識するステップを更に含んでよい。
【００３７】
　そして、前記第１音声アイテムに対応するタスクを行うステップは、前記第１タスクの
うち、前記第１音声アイテム及び前記認識された第２音声に対応するタスクを行ってよい
。
【００３８】
　なお、前記少なくともいずれか一つの音声アイテムの各々は、発話可能な（Ｕｔｔｅｒ
ａｂｌｅ）命令語であってよい。
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【００３９】
　そして、前記アイテム付加情報は、前記第１音声アイテムに関連する付加命令語と、ガ
イド語句及び発話（Ｕｔｔｅｒａｎｃｅ）例示の少なくともいずれか一つを含んでよい。
【００４０】
　なお、前記少なくともいずれか一つのモーションアイテムの各々は、前記モーションタ
スクモードで認識可能なモーションを示すモーションイメージ及び前記認識可能なモーシ
ョンに対応するタスクを示すテキストを含んでよい。
【００４１】
　そして、前記音声ガイド情報及び前記モーションガイド情報の少なくともいずれか一つ
は、前記音声タスクモード及び前記モーションタスクモードのうち、指定されたモードを
示すイメージ及びテキストの少なくともいずれか一つを含んでよい。
【００４２】
　なお、前記アイテム付加情報は、前記音声タスクモード及び前記モーションタスクモー
ドのいずれか一つの指定されたモードを示すイメージ及びテキストの少なくともいずれか
一つを含んでよい。
【００４３】
　そして、前記音声タスクモードは、前記モーションタスクモードに移行するための予め
設定されたモーションを示すモーション開始命令（Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｍｏｔｉｏｎ）が認
識される場合、前記モーションタスクモードに切り替えられ、前記モーションタスクモー
ドは、前記音声タスクモードに移行するための予め設定された音声を示す音声開始命令（
Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｖｏｉｃｅ）が認識される場合、前記音声タスクモードに切り替えられ
てよい。
【００４４】
　なお、前記音声タスク及び前記モーションタスクは互いに異なり、前記音声タスクは、
チャネル名、番組名及びチャネル番号の少なくともいずれか一つの識別子に対応する第３
音声が認識された場合、前記識別子に対応するチャネルを再生するためのチャネルショー
トカットを含み、前記モーションタスクは、チャネルアップ及びダウンのいずれか一つに
対応する第２モーションが認識された場合、前記チャネルアップ及びダウンのいずれか一
つに対応するように、現在のチャネルから前記現在のチャネルの前後のチャネルのいずれ
か一つにチャネルを変更するためのチャネルザッピングを含んでよい。
【００４５】
　そして、前記アイテム付加情報は、前記第１音声アイテムに対応する前記タスクが前記
音声タスクのうちのチャネルショートカットの場合、チャネル名、番組名及びチャネル番
号の少なくともいずれか一つの識別子の発話に対するガイド語句及び発話例示の少なくと
もいずれか一つを含んでよい。
【００４６】
　なお、前記第１音声アイテムに対応する前記タスクを行うステップは、前記アイテム付
加情報に対応する前記識別子に対する第３音声が認識された場合、前記識別子に対応する
チャネルを再生するための前記チャネルショートカットを行ってよい。
【００４７】
　そして、前記第１モーションアイテムに対応する前記タスクを行うステップは、前記第
１モーションアイテムに対応する前記タスクが前記モーションタスクのうちのチャネルザ
ッピングの場合、現在のチャネルから前記現在のチャネルの前後のチャネルのいずれか一
つにチャネルを変更してよい。
【００４８】
　なお、前記音声タスク及び前記モーションタスクは互いに異なり、前記音声タスクは予
め設定されたレベルのいずれか一つのレベルに対応する第４音声が認識された場合、前記
認識された第４音声に対応する前記レベルとして音量レベルを指定するための音量レベル
指定を含み、前記モーションタスクは音量アップ及びダウンのいずれか一つに対応する第
３モーションが認識された場合、前記音量アップ及びダウンのいずれか一つに対応するよ
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うに、現在の音量から現在の音量レベルより予め設定されたレベル分だけ増加させること
と、予め設定されたレベル分だけ減少させることのいずれか一つを示す音量レベル調整を
含んでよい。
【００４９】
　そして、前記アイテム付加情報は、前記第１音声アイテムに対応する前記タスクが前記
音声タスクのうちの電源オフの場合、前記電源オフを行うか否かを問い合わせるガイド語
句及び前記問い合わせへの返答に対する発話例示の少なくともいずれか一つを含んでよい
。
【００５０】
　なお、前記第１音声アイテムに対応する前記タスクを行うステップは、前記第１音声ア
イテムに対応する前記タスクが前記音声タスクのうちのサウンドオフの場合、前記サウン
ドオフが行われるように制御し、前記第１音声アイテムの代わりに前記第１タスクのうち
のサウンドオンに対応する第２音声アイテムを含む変更された音声ガイド情報を表示する
ステップを含んでよい。
【００５１】
　そして、前記音声ガイド情報として表示された前記少なくともいずれか一つの音声アイ
テムは、前記音声ガイド情報とともに表示されるアプリケーション、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃ
ｒｅｅｎ　Ｄｉｓｐｌａｙ）及び認識候補（Ｃａｎｄｉｄａｔｅ）の少なくともいずれか
一つに応じて、前記音声タスクに対応する音声アイテムの中で少なくともいずれか一つが
選択的に構成されたものであり、前記認識候補は前記認識された音声と類似する数字及び
文字の少なくともいずれか一つを含む名称、前記認識された音声と類似する命令語、前記
類似する命令語に対応するタスク、前記認識されたモーションと類似するモーション、前
記類似するモーションに対応するタスクの少なくともいずれか一つを含んでよい。
【００５２】
　なお、前記モーションガイド情報として表示された前記少なくともいずれか一つのモー
ションアイテムは、前記モーションガイド情報とともに表示されるアプリケーション、Ｏ
ＳＤ及び認識候補の少なくともいずれか一つに応じて、前記モーションタスクに対応する
モーションアイテムの中で少なくともいずれか一つが選択的に構成されたものであり、前
記認識候補は前記認識された音声と類似する数字及び文字の少なくともいずれか一つを含
む名称、前記認識された音声と類似する命令語、前記類似する命令語に対応するタスク、
前記認識されたモーションと類似するモーション、前記類似するモーションに対応するタ
スクの少なくともいずれか一つを含んでよい。
【００５３】
　そして、前記音声タスクモードで前記音声ガイド情報とともに認識候補が表示された後
、前記音声タスクモードから前記モーションタスクモードに切り替わる場合、前記認識候
補を表示し続け、前記音声ガイド情報を前記モーションタスクモードに相応する前記モー
ションガイド情報に変更して表示するステップを更に含み、前記認識候補は前記認識され
た音声と類似する数字及び文字の少なくともいずれか一つを含む名称、前記認識された音
声と類似する命令語、前記類似する命令語に対応するタスク、前記認識されたモーション
と類似するモーション、前記類似するモーションに対応するタスクの少なくともいずれか
一つを含んでよい。
【００５４】
　なお、前記認識候補を表示し続け、前記音声ガイド情報を前記モーションガイド情報に
変更して表示するステップは、前記表示し続けられる認識候補のうちの一つの認識候補に
フォーカスを表示するステップを含んでよい。
【００５５】
　そして、前記モーションタスクモードで前記モーションガイド情報とともに認識候補が
表示された後、前記モーションタスクモードから前記音声タスクモードに切り替わる場合
、前記認識候補を表示し続け、前記モーションガイド情報を前記音声タスクモードに相応
する前記音声ガイド情報に変更して表示するステップを更に含み、前記認識候補は前記認
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識された音声と類似する数字及び文字の少なくともいずれか一つを含む名称、前記認識さ
れた音声と類似する命令語、前記類似する命令語に対応するタスク、前記認識されたモー
ションと類似するモーション、前記類似するモーションに対応するタスクの少なくともい
ずれか一つを含んでよい。
【００５６】
　なお、前記認識候補を表示し続け、前記音声ガイド情報を前記モーションガイド情報に
変更して表示するステップは、前記表示され続ける認識候補に対応する数字及び文字の少
なくともいずれか一つで構成されたインデックスを表示するステップを含んでよい。
【００５７】
　そして、前記第１音声アイテムに対応する前記タスクを行うステップは、前記第１音声
アイテムが、前記音声タスクに対応する音声アイテムの中で、前記少なくともいずれか一
つの音声アイテムと異なるアイテムを表示するためのアイテムである場合、前記異なるア
イテムを表示するステップを含んでよい。
【００５８】
　なお、前記異なるアイテムを表示するステップは、表示された音声アイテムのうちいず
れか一つが予め設定された時間の間認識されていない場合、前記音声タスクモードを中断
するためのタイマーの駆動を省略するステップを更に含んでよい。
【００５９】
　そして、前記第１音声アイテムに対応する前記第１音声を認識するステップは、前記第
１音声アイテム及び前記第１音声アイテムに対応する前記タスクの少なくともいずれか一
つを示す視覚的なフィードバック及び聴覚的なフィードバックの少なくともいずれか一つ
を提供するステップを含んでよい。
【００６０】
　なお、前記第１モーションアイテムに対応する前記第１モーションを認識するステップ
は、前記第１モーションアイテム及び前記第１モーションアイテムに対応する前記タスク
の少なくともいずれか一つを示す視覚的なフィードバック及び聴覚的なフィードバックの
少なくともいずれか一つを提供するステップを含んでよい。
【００６１】
　そして、前記第１音声アイテムに対応する前記第１音声を認識するステップは、前記第
１音声の認識正確度に応じて、前記認識正確度のレベルに対応する視覚的なフィードバッ
ク及び聴覚的なフィードバックの少なくともいずれか一つを提供するステップを含んでよ
い。
【００６２】
　なお、前記第１モーションアイテムに対応する前記第１モーションを認識するステップ
は、前記第１モーションの認識正確度に応じて、前記認識正確度のレベルに対応する視覚
的なフィードバック及び聴覚的なフィードバックの少なくともいずれか一つを提供するス
テップを含んでよい。
【００６３】
　そして、認識された音声に応じて第１タスクの少なくともいずれか一つを行うことがで
きる音声タスクモードで、前記第１タスクを行うための音声ガイド情報が表示されるよう
に制御し、認識されたモーションに応じて第２タスクの少なくともいずれか一つを行うこ
とができるモーションタスクモードで前記第２タスクを行うためのモーションガイド情報
が表示されるように制御する制御部を含み、前記制御部は、前記音声タスクモードで前記
ＵＩとして表示された少なくともいずれか一つの音声アイテムのうち、第１音声アイテム
に対応する第１音声を認識し、前記第１タスクのうち、前記第１音声アイテムに対応する
タスクを行い、前記モーションタスクモードで前記モーションガイド情報として表示され
た少なくともいずれか一つのモーションアイテムのうち、第１モーションアイテムに対応
する第１モーションを認識し、前記第２タスクのうち、前記第１モーションアイテムに対
応するタスクを行ってよい。
【００６４】
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　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、認
識された音声に応じて第１タスクの少なくともいずれか一つを行うことができる音声タス
クモードで、前記第１タスクを行うための音声ガイド情報を表示するステップと、前記音
声ガイド情報として表示された少なくともいずれか一つの音声アイテムのうち、第１音声
アイテムに対応する第１音声を認識するステップと、前記認識された第１音声に対応する
前記第１音声アイテムに関連するアイテム付加情報を表示するステップと、前記アイテム
付加情報に対応する第２音声を認識するステップと、前記第１タスクのうち、前記第１音
声アイテム及び前記認識された第２音声に対応するタスクを行うステップとを含む。
【００６５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、認識された音
声に応じて第１タスクの少なくともいずれか一つを行うことができる音声タスクモードで
、前記第１タスクを行うための音声ガイド情報を表示するように制御する制御部を含み、
前記制御部は、前記音声ガイド情報として表示された少なくともいずれか一つの音声アイ
テムのうち、第１音声アイテムに対応する第１音声を認識し、前記認識された第１音声に
対応する前記第１音声アイテムに関連するアイテム付加情報が表示されるように制御し、
前記アイテム付加情報に対応する第２音声を認識し、前記第１タスクのうち、前記第１音
声アイテム及び前記認識された第２音声に対応するタスクを行う。
【００６６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びジェスチャー
認識が可能な電子装置のＵＩ提供方法は、音声開始命令を認識するステップと、前記認識
された音声開始命令に応答し、音声認識が可能な命令語に対応する音声アイテムを前記電
子装置のディスプレイ画面に表示するステップと、第１命令語に対応する第１命令語音声
（Ｖｏｉｃｅ）を認識するステップと、前記第１命令語音声に応答し、前記ディスプレイ
画面に音声認識を通じて制御可能な第１アプリケーションの第１短縮アイコンを、音声認
識を通じて制御不可な第２アプリケーションの第２短縮アイコンと区別できるように表示
するステップとを含む。
【００６７】
　そして、前記第１短縮アイコンは、前記第１アプリケーションのオリジナル短縮アイコ
ンと前記オリジナル短縮アイコンの一側に表示される追加（Ａｄｄｉｔｉｏａｎａｌ）ア
イコンとの結合（Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）であってよい。
【００６８】
　なお、前記第１短縮アイコンの名前は、前記第２短縮アイコンの名前と区別できるよう
に表示されてよい。
【００６９】
　そして、音声認識を通じて前記第１アプリケーションが制御されると、前記第１短縮ア
イコンが前記第２短縮アイコンと区別できるように表示されるステップを更に含んでよい
。
【００７０】
　なお、前記認識された音声開始命令に応答し、前記ディスプレイ画面の一側に第１フィ
ードバック（Ｆｅｅｄｂａｃｋ）を表示するステップを更に含んでよい。
【００７１】
　そして、前記ＵＩに表示される前記第１短縮アイコンの名前に対応する第２命令語音声
を認識するステップを更に含み、前記第１短縮アイコンの名前は前記第１短縮アイコンの
一側に表示されてよい。
【００７２】
　なお、前記第２命令語音声に応答し、前記第１アプリケーションが前記ディスプレイ画
面に表示されるステップを更に含んでよい。
【００７３】
　そして、前記第２命令語音声を受信して認識するステップにおいて、前記第２命令語音
声に対応するアプリケーションが複数であれば、前記ＵＩの一側に前記複数のアプリケー
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ションに対応するアプリケーションのリストが表示されてよい。
【００７４】
　なお、前記ＵＩには、音声認識を通じて制御可能な第３アプリケーションの第３短縮ア
イコン及び前記第３短縮アイコンの一側には前記第３短縮アイコンの名前が表示され、前
記第３短縮アイコンの名前が定められた長さより長ければ、前記第３短縮アイコンの名前
の一部のみ表示されてよい。
【００７５】
　そして、前記第３短縮アイコンの名前の一部に対応する第３命令語音声を認識するステ
ップを更に含み、前記第３命令語音声に応答し、前記第３アプリケーションが前記ディス
プレイ画面に表示されてよい。
【００７６】
　なお、前記音声アイテムは復帰（Ｒｅｔｕｒｎ）を含み、復帰に対応する第４命令語音
声を認識すると、前記第４命令語音声に応答して前記ＵＩが表示される前に（Ｐｒｅｖｉ
ｏｕｓ）復帰してよい。
【００７７】
　そして、受信される放送信号に対応する映像、音声、制御データは、前記ディスプレイ
画面及びスピーカーを通じて出力されるステップを更に含んでよい。
【００７８】
　なお、モーション開始命令を認識するステップは、前記認識されたモーション開始命令
に応答し、モーション認識を通じて制御可能なモーションに対応するモーションアイテム
を前記ディスプレイ画面に表示するステップと、前記第１短縮アイコンを前記第２短縮ア
イコンと同様の方式で表示するステップとを更に含んでよい。
【００７９】
　そして、前記認識されたモーション開始命令に応答し、前記ディスプレイ画面の一側に
第２フィードバックを表示するステップを更に含んでよい。
【００８０】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びジェスチャー
認識が可能な電子装置のＵＩ提供方法は、音声開始命令を認識するステップと、前記音声
開始命令に応答し、音声認識を通じて制御可能な第１アプリケーションの第１短縮アイコ
ンに関連する命令語を含む音声アイテムを前記電子装置のディスプレイ画面の一側に表示
するステップと、前記命令語に対応する命令語音声を認識するステップと、前記命令語音
声に応答し、前記ディスプレイ画面に前記第１短縮アイコンを音声認識を通じて制御不可
な第２アプリケーションの第２短縮アイコンと区別できるように表示するステップとを含
み、前記第１短縮アイコンは、前記第１アプリケーションのオリジナル短縮アイコンと前
記オリジナル短縮アイコンの一側に表示される追加アイコンとの結合であってよい。
【００８１】
　そして、モーション開始命令が認識されると、前記第１短縮アイコンは前記第２短縮ア
イコンと同様に表示されるステップを更に含んでよい。
【００８２】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る音声認識及びジェスチャー
認識が可能な電子装置は、ディスプレイ部と、音声を受信する音声入力部と、前記ディス
プレイ部及び前記音声入力部を制御する制御部とを含み、前記制御部は、前記音声入力部
を介して受信された音声開始命令を認識して音声認識を通じて制御可能な音声アイテムを
前記ディスプレイ部に表示し、前記音声入力部を介して受信された第１命令語音声を認識
し、前記ディスプレイ部に音声認識を通じて制御可能な第１アプリケーションの第１短縮
アイコンを含むＵＩを表示するように制御し、前記ＵＩには前記第１短縮アイコンと音声
認識を通じて制御不可な第２アプリケーションの第２短縮アイコンを区別できるように表
示されてよい。
【００８３】
　そして、前記制御部は、前記第１アプリケーションのオリジナル短縮アイコンと前記オ
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リジナル短縮アイコンの一側に表示される追加アイコンとの結合である前記第１短縮アイ
コンが表示されるように制御してよい。
【００８４】
　なお、前記制御部は、前記音声入力部を介して受信された前記第１短縮アイコンの名前
に対応する第２命令語音声を認識し、前記認識された第２命令語音声に応答し、前記第１
アプリケーションを前記ディスプレイ部に表示されるように制御してよい。
【００８５】
　そして、ユーザのモーションを受信するモーション入力部を更に含み、前記制御部は、
前記モーション入力部を制御し、前記モーション入力部を介して受信されるモーション開
始命令を認識し、モーション認識を通じて制御可能なモーションアイテムを前記ディスプ
レイ部に表示し、前記ＵＩには前記第１短縮アイコンと前記第２短縮アイコンを同様に表
示されるように制御してよい。
【００８６】
　なお、外部装置と有／無線で接続可能なネットワークインターフェース部を更に含み、
前記制御部は、前記ネットワークインターフェース部を制御して音声認識で制御可能な第
３アプリケーションを前記外部装置からダウンロードするように制御してよい。
【００８７】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置のＵＩ提供方法は
、音声タスクモードに移行するステップと、前記音声タスクモードで、ディスプレイ画面
に音声認識を通じて制御可能な第１アプリケーションに対応する第１短縮アイコンを、音
声認識を通じて制御不可な第２アプリケーションの第２短縮アイコンと区別できるように
表示するステップとを含む。
【００８８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、認
識されたユーザのモーションに応答し、複数の放送信号のいずれか一つの放送信号を選択
するステップと、前記選択された放送信号を提供するステップと、前記選択された放送信
号の提供を中止し、保存されたコンテンツを提供するステップと、前記認識されたユーザ
のモーションと同様の形態のユーザのモーションを再認識するステップと、前記再認識さ
れたユーザのモーションに応答し、前記提供されたコンテンツが表示される画面の少なく
とも一部を変更するステップとを含む。
【００８９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、複
数の放送信号のいずれか一つの放送信号及び保存されたコンテンツのいずれか一つを提供
するステップと、モーション認識を通じてユーザのモーションを認識するステップと、前
記認識されたユーザのモーションに応答し、前記放送信号を提供すると、前記提供された
放送信号の音量の大きさを調節したり、または前記複数の放送信号の他の一つの放送信号
を提供し、前記コンテンツを提供すると、前記提供されたコンテンツが表示される画面に
少なくとも一部を変更するステップとを含む。
【００９０】
　そして、前記放送信号は、放送受信部から受信した放送信号であり、前記コンテンツは
、前記保存部に保存されたコンテンツか、外部端子入力部またはネットワークインターフ
ェースから受信されたコンテンツであってよい。
【００９１】
　なお、前記コンテンツは複数のページを含み、前記提供されたコンテンツが表示される
画面の少なくとも一部を変更するステップは、前記複数のページのいずれか一つのページ
が表示される画面を、前記複数のページの他の一つのページが表示される画面に変更する
ステップであってよい。
【００９２】
　そして、前記提供されたコンテンツが表示される画面の少なくとも一部を変更するステ
ップは、前記認識されたユーザのモーションの方向に対応し、前記複数のページのいずれ
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か一つのページが表示される画面を前記複数のページの前記いずれか一つのページの上、
下、左または右側に位置したページのいずれか一つのページが表示される画面に変更する
ステップであってよい。
【００９３】
　なお、前記コンテンツは一つのページを含み、前記提供されたコンテンツが表示される
画面の少なくとも一部を変更するステップは、前記いずれか一つのページの一部が表示さ
れる画面を前記いずれか一つのページの他の一部が表示される画面に変更するステップで
あってよい。
【００９４】
　そして、前記提供されたコンテンツが表示される画面の少なくとも一部を変更するステ
ップは、前記提供されたコンテンツが表示される画面を前記コンテンツと異なるコンテン
ツが表示される画面に変更するステップであってよい。
【００９５】
　なお、音声認識モジュールを通じてユーザの音声を認識するステップと、前記認識され
たユーザの音声に応じて前記複数の放送信号の更に他の一つの放送信号を提供するステッ
プを更に含んでよい。
【００９６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、第
１映像データ及び前記第１映像データのためのオーディオデータとともに提供するステッ
プと、認識されたユーザのモーションに応答し、前記オーディオデータの音量の大きさを
調節するステップと、前記第１映像データ及び前記オーディオデータの提供を中止し、第
２映像データを提供するステップと、前記認識されたユーザのモーションと実質的に同様
の形態のユーザのモーションを再認識するステップと、前記再認識したユーザのモーショ
ンに応答し、前記第２映像データが表示される画面の少なくとも一部を変更するステップ
とを含んでよい。
【００９７】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、複
数のソースから各々提供される映像データのうちの第１映像データ、及び一つのソースか
ら提供される複数の映像データのうちの第２映像データのいずれか一つを提供するステッ
プと、モーション認識モジュールを通じてユーザのモーションを認識するステップと、前
記認識されたユーザのモーションに応答し、前記第１映像データを提供すると、前記第１
映像データを提供するソースと異なるソースから提供される映像データを提供し、前記第
２映像データを提供すると、前記一つのソースから提供される複数の映像データのうち、
前記第２映像データと異なる映像データを提供するステップとを含んでよい。
【００９８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、前
記電子装置の電源印加時に直ちに再生される第１映像データ及び前記電子装置の電源印加
後にユーザによるモード移行後に再生される第２映像データのいずれか一つを提供するス
テップと、モーション認識モジュールを通じてユーザのモーションを認識するステップと
、前記認識されたユーザのモーションに応答し、前記第１映像データを提供すると、前記
電子装置の電源印加時に直ちに再生される前記第１映像データと異なる映像データを提供
し、前記第２映像データを提供すると、前記ユーザによるモード移行後に再生する前記第
２映像データと異なる映像データを提供するステップとを含んでよい。
【００９９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、複
数の動画のいずれか一つの動画、または複数のイメージのいずれか一つのイメージを提供
するステップと、モーション認識モジュールを通じてユーザのモーションを認識するステ
ップと、前記認識したユーザのモーションに応答し、前記動画を提供すると、前記複数の
動画のうち、前記提供された動画と異なる動画を提供し、前記イメージを提供すると、前
記複数のイメージのうち、前記提供されたイメージと異なるイメージを提供するステップ
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とを含んでよい。
【０１００】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、複数の放送信
号のいずれか一つの放送信号及び保存されたコンテンツのいずれか一つのコンテンツをデ
ィスプレイするディスプレイ部と、ユーザのモーションが入力されるモーション入力部と
、前記ユーザのモーションに応答し、前記放送信号を提供すると、前記提供された放送信
号の音量の大きさを調節したり、または前記複数の放送信号の他の一つの放送信号を提供
し、前記コンテンツを提供すると、前記提供されたコンテンツが表示される画面の少なく
とも一部を変更する制御部とを含む。
【０１０１】
　そして、前記コンテンツは複数のページを含み、前記制御部は、前記提供されたコンテ
ンツが表示される画面の少なくとも一部を変更する場合、前記複数のページのいずれか一
つのページが表示される画面を前記複数のページの他の一つのページが表示される画面に
変更してよい。
【０１０２】
　なお、前記制御部は、前記提供されたコンテンツが表示される画面の少なくとも一部を
変更する場合、前記モーション入力部を介して認識されたユーザのモーションの方向に対
応し、前記複数のページのいずれか一つのページが表示される画面を前記複数のページの
前記いずれか一つのページの上、下、左または右側に位置したページのいずれか一つのペ
ージが表示される画面に変更してよい。
【０１０３】
　そして、前記コンテンツは一つのページを含み、前記制御部は、前記提供されたコンテ
ンツが表示される画面の少なくとも一部を変更する場合、前記一つのページの一部が表示
される画面を前記一つのページの他の一部が表示される画面に変更してよい。
【０１０４】
　なお、ユーザの音声が入力される音声入力部を更に含み、前記制御部は、前記ユーザの
音声に応じて前記複数の放送信号のうち、他の放送信号を提供してよい。
【０１０５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、第１映像デー
タまたは第２映像データをディスプレイするディスプレイ部と、前記第１映像データのた
めのオーディオデータを提供するオーディオ出力部と、ユーザのモーションが入力される
モーション入力部と、前記ユーザのモーションに応答し、前記第１映像データを提供する
と、前記第１映像データのためのオーディオデータの音量の大きさを調節し、前記第２映
像データを提供すると、前記第２映像データが表示される画面の少なくとも一部を変更す
る制御部とを含む。
【０１０６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、複数の動画の
いずれか一つの動画、または複数のイメージのいずれか一つのイメージをディスプレイす
るディスプレイ部と、ユーザのモーションが入力されるモーション入力部と、前記ユーザ
のモーションに応答し、前記動画を提供すると、前記複数の動画のうち、前記提供された
動画と異なる動画を提供し、前記イメージを提供すると、前記複数のイメージのうち、前
記提供されたイメージと異なるイメージを提供する制御部とを含む。
【０１０７】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、複数のソース
から各々提供される映像データのうちの第１映像データ、及び一つのソースから提供され
る複数の映像データのうちの第２映像データのいずれか一つをディスプレイするディスプ
レイ部と、ユーザのモーションが入力されるモーション入力部と、前記ユーザのモーショ
ンに応答し、前記第１映像データを提供すると、前記第１映像データを提供するソースと
異なるソースから提供される映像データを提供し、前記第２映像データを提供すると、前
記一つのソースから提供される複数の映像データのうち、前記第２映像データと異なる映
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像データを提供する制御部とを含む。
【０１０８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声認識モジュール及びモーション認識モジュールのいずれか一つを通じてユーザ音声及び
ユーザモーションのいずれか一つを認識するステップと、前記音声認識モジュールを通じ
てユーザ音声が認識されると、コンテンツ識別子が各々付与された複数のコンテンツのう
ち、前記認識されたユーザ音声に対応するコンテンツ識別子が付与されたコンテンツを実
行し、前記モーション認識モジュールを通じてユーザのモーションが認識されると、前記
ユーザのモーションの方向に対応して前記複数のコンテンツを変更するステップとを含む
。
【０１０９】
　そして、前記コンテンツは放送コンテンツであることを特徴とし、前記変更するステッ
プは、前記音声認識モジュールを通じてユーザ音声が認識されると、放送チャネル識別子
が各々付与された複数の放送チャネルのうち、前記認識されたユーザ音声に対応する放送
チャネル識別子が付与された放送チャネルに変更され、前記モーション認識モジュールを
通じてユーザのモーションが認識されると、前記ユーザのモーションの方向に対応するよ
うに前記複数の放送チャネルを段階的に変更してよい。
【０１１０】
　なお、前記チャネル識別子は、チャネル番号、チャネル名及び番組名の少なくともいず
れか一つを含んでよい。そして、前記ユーザモーションはスラップを含み、前記変更する
ステップは、前記認識されたユーザモーションが上方へのスラップモーションである場合
、現在出力される放送のチャネル番号より予め設定された番号分だけ増加したチャネルに
変更されるようにチャネルザッピングを行い、前記認識されたユーザモーションが下方へ
のスラップモーションである場合、現在出力される放送のチャネル番号より予め設定され
た番号分だけ減少したチャネルに変更されるようにチャネルザッピングを行ってよい。
【０１１１】
　なお、前記コンテンツは、映像コンテンツ、音楽コンテンツ及び写真コンテンツのいず
れか一つであってよい。そして、前記コンテンツ識別子は、前記コンテンツの名前であっ
てよい。
【０１１２】
　なお、前記ユーザのモーションはスラップを含み、前記変更するステップは、前記認識
されたユーザモーションが右方へのスラップモーションである場合、再生されるための複
数のコンテンツを含むコンテンツリストで、現在出力されるコンテンツの次の順に出力さ
れるコンテンツに変更し、前記認識されたユーザモーションが左方へのスラップモーショ
ンである場合、前記コンテンツリストで、現在出力されるコンテンツの前の順に出力され
るコンテンツに変更してよい。
【０１１３】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザ音声が
入力される音声入力部と、ユーザモーションが入力されるモーション入力部と、前記ユー
ザ音声及び前記ユーザモーションのいずれか一つを認識し、前記ユーザ認識が認識される
と、コンテンツ識別子が各々付与された複数のコンテンツのうち、前記認識されたユーザ
音声に対応するコンテンツ識別子が付与されたコンテンツを実行し、前記ユーザのモーシ
ョンが認識されると、前記認識されたユーザモーションの方向に対応するように前記複数
のコンテンツを変更する制御部とを含む。
【０１１４】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、リ
モコンを通じて入力されるリモコン信号で前記電子装置が制御されるリモコンモードで、
前記電子装置を制御するステップと、音声認識モジュールを通じて音声開始命令を認識す
るステップと、前記音声開始命令が認識される場合、前記音声認識モジュールによって認
識されたユーザ音声によって制御される音声タスクを行うための音声タスクモードに切り
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替えるステップとを含む。
【０１１５】
　そして、前記切り替えるステップは、前記電子装置のモードが音声タスクモードである
ことを表示するアイコン及び前記音声タスクをガイドする音声アイテムが含まれた音声ガ
イド情報をディスプレイするステップを含んでよい。
【０１１６】
　そして、前記リモコンモードに切り替えるために、前記リモコンに備えられたボタンの
うちの第１ボタンが選択されると、前記第１ボタンに対応する第１リモコン信号を受信す
るステップと、前記第１リモコン信号に応答し、前記リモコンモードに切り替えるステッ
プとを含んでよい。
【０１１７】
　なお、前記第１ボタンは、前記リモコンモードに切り替えるためのリモコンモード切替
ボタンであってよい。そして、前記第１ボタンは、前記リモコンに備えられたボタンのう
ちの任意のボタンであり、前記リモコンモードに切り替えるステップは、前記リモコンモ
ードに切り替えた後、前記第１ボタンに対応するタスクを行うステップを更に含んでよい
。
【０１１８】
　なお、モーション認識モジュールを通じてモーション開始命令を認識するステップと、
前記モーション開始命令が認識される場合、前記モーション認識モジュールによって認識
されたユーザモーションによって制御されるモーションタスクを行うためのモーションタ
スクモードに切り替えるステップとを含んでよい。
【０１１９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、リ
モコンを通じて入力されるリモコン信号で前記電子装置が制御されるリモコンモードで、
前記電子装置を制御するステップと、モーション認識モジュールを通じてモーション開始
命令を認識するステップと、前記モーション開始命令が認識される場合、前記モーション
認識モジュールによって認識されたユーザモーションによって制御されるモーションタス
クを行うためのモーションタスクモードに切り替えるステップとを含む。
【０１２０】
　そして、前記切り替えるステップは、前記電子装置のモードがモーションタスクモード
であることを表示するアイコン及び前記モーションタスクをガイドするモーションアイテ
ムの含まれたモーションガイド情報をディスプレイステップを含んでよい。
【０１２１】
　なお、前記リモコンは、タッチパッドを含んでよい。そして、前記リモコンモードに切
り替えるために、前記リモコンに備えられたボタンのうちの第１ボタンが選択されると、
前記第１ボタンに対応する第１リモコン信号を受信するステップと、前記第１リモコン信
号に応答し、前記リモコンモードに切り替えるステップとを含んでよい。
【０１２２】
　なお、前記第１ボタンは、前記リモコンモードに切り替えるためのリモコンモード切替
ボタンであってよい。そして、前記第１ボタンは、前記リモコンに備えられたボタンのう
ちの任意のボタンであり、前記リモコンモードに切り替えるステップは、前記リモコンモ
ードに切り替えた後、前記第１ボタンに対応するタスクを行うステップを更に含んでよい
。
【０１２３】
　なお、音声認識モジュールを通じて音声開始命令を認識するステップと、前記音声開始
命令が認識される場合、前記音声認識モジュールによって認識されたユーザ音声によって
制御される音声タスクを行うための音声タスクモードに切り替えるステップとを含む。
【０１２４】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係るリモコンと連動する電子装
置は、前記リモコンからリモコン信号を受信するリモコン信号受信部と、音声開始命令が
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入力される音声入力部と、前記リモコン信号受信部に受信されたリモコン信号に応じて前
記電子装置が制御されるリモコンモードで、前記音声入力部を介して入力された音声開始
命令が認識される場合、前記音声入力部によって入力されたユーザ音声によって制御され
る音声タスクを行うための音声タスクモードに切り替える制御部とを含む。
【０１２５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係るリモコンと連動する電子装
置は、前記リモコンからリモコン信号を受信するリモコン信号受信部と、モーション開始
命令が入力されるモーション入力部と、前記リモコン信号受信部に受信されたリモコン信
号に応じて前記電子装置が制御されるリモコンモードで、前記モーション入力部を介して
入力されたモーション開始命令が認識される場合、前記モーション入力部によって入力さ
れたユーザモーションによって制御されるモーションタスクを行うためのモーションタス
クモードに切り替える制御部とを含む。
【０１２６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、前
記電子装置と連動する携帯機器から、前記携帯機器に備えられたマイクに入力されたユー
ザ音声が入力されるステップと、前記入力されたユーザ音声を認識するステップと、前記
認識されたユーザ音声に応じて前記電子装置の音声タスクを行うステップとを含む。
【０１２７】
　そして、前記携帯機器は、リモコン、携帯電話、ＰＤＡ及びノートパソコンのいずれか
一つであってよい。
【０１２８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、外
部の携帯機器で音声認識のためのアプリケーションが実行されると、前記携帯機器から制
御信号が入力されるステップと、前記携帯機器から入力された制御信号に応じて前記電子
装置の音声タスクを行うステップとを含み、前記制御信号は、前記携帯機器が前記携帯機
器に備えられたマイクに入力されたユーザ音声を認識して生成されてよい。
【０１２９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、外
部の携帯機器で音声認識のためのアプリケーションが実行されると、前記携帯機器に備え
られたマイクに入力されたユーザの音声を前記携帯機器から入力されるステップと、前記
携帯機器から入力されたユーザの音声を認識するステップと、前記ユーザの音声に応じて
前記電子装置の音声タスクを行うステップとを含む。
【０１３０】
　そして、前記携帯機器に含まれた第１ボタンが選択されると、前記第１ボタンに対応す
る第１信号を受信するステップと、前記第１信号に応答して前記電子装置のモードを音声
タスクモードに切り替えるステップとを更に含んでよい。
【０１３１】
　なお、前記音声タスクモードは、前記携帯機器に含まれたマイクから入力されたユーザ
の音声に応じて音声タスクが行われるモードであってよい。
【０１３２】
　そして、前記音声タスクモードで、前記第１ボタン及び第２ボタンのいずれか一つが選
択されると、前記音声タスクモードを解除するステップを更に含んでよい。
【０１３３】
　なお、前記入力されるステップは、前記携帯機器に備えられた第２ボタンが選択される
間、前記携帯機器に備えられたマイクから入力されたユーザの音声を前記携帯機器から入
力されてよい。
【０１３４】
　そして、前記携帯機器に備えられた第２ボタンが選択される間、前記ユーザ音声が入力
可能であることを示すＵＩをディスプレイするステップを更に含んでよい。
【０１３５】
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　なお、前記携帯機器に備えられたマイクは、前記携帯機器が電話による通話のために用
いられるマイクであってよい。
【０１３６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、前記電子装置
と連動する携帯機器からユーザ音声が入力される音声入力部と、前記音声入力部を介して
前記携帯機器から前記携帯機器に備えられたマイクに入力されたユーザ音声が入力される
と、前記入力されたユーザ音声を認識し、前記認識されたユーザ音声に応じて前記電子装
置の音声タスクを行う制御部とを含む。
【０１３７】
　そして、前記携帯機器は、リモコン、携帯電話、ＰＤＡ及びノートパソコンのいずれか
一つであってよい。
【０１３８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、外部の携帯機
器と通信を行う通信部と、前記携帯機器で音声認識のためのアプリケーションが実行され
、前記通信部を介して前記携帯機器から制御信号が入力されると、前記携帯機器から入力
された制御信号に応じて前記電子装置の音声タスクを行う制御部とを含み、前記制御信号
は、前記携帯機器が前記携帯機器に備えられたマイクに入力されたユーザ音声を認識して
生成されてよい。
【０１３９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、前記電子装置
と連動する携帯機器からユーザ音声が入力される音声入力部と、前記携帯機器で音声認識
のためのアプリケーションが実行され、前記携帯機器に備えられたマイクから入力された
ユーザの音声が入力されると、前記携帯機器から入力されたユーザの音声を認識し、前記
ユーザの音声に応じて前記電子装置の音声タスクを行う制御部とを含む。
【０１４０】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、ア
プリケーションを実行するための複数の短縮アイコンが含まれたコンテンツリスト及びウ
ェブページのいずれか一つがディスプレイするステップと、モーション入力部を介してモ
ーション開始命令が入力されるステップと、前記モーション開始命令が認識されると、ポ
インタを用いて制御されるタスクを行うためのポインティングモードに切り替え、ディス
プレイされた画面の中央にポインタをディスプレイするステップとを含む。
【０１４１】
　そして、前記モーション開始命令が認識されると、前記ディスプレイ画面の下段にモー
ションタスクを行うためのモーションガイド情報をディスプレイステップを含む。
【０１４２】
　なお、前記ディスプレイステップにおいて前記コンテンツリストがディスプレイされた
場合、前記モーション入力部に入力されるユーザのモーションに応じて前記ポインタが前
記第１短縮アイコンに位置すると、前記第１短縮アイコンを他の短縮アイコンと区別でき
るように表示するステップを更に含んでよい。
【０１４３】
　そして、前記ポインタが第１短縮アイコンに位置し、前記モーション入力部を介してユ
ーザの第１モーションが入力されると、前記第１短縮アイコンを実行するステップを更に
含んでよい。
【０１４４】
　なお、前記コンテンツリスト画面の終了命令が入力されると、前記コンテンツリスト及
び前記ポインタをディスプレイ画面から除去するステップを更に含んでよい。
【０１４５】
　そして、前記ディスプレイステップにおいて前記ウェブページがディスプレイされた場
合、前記モーション入力部に入力されるユーザのモーションに応じて前記ポインタが前記
ウェブページに存在する第１ハイパーリンクに位置すると、前記第１ハイパーリンクを他
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のハイパーリンクを区別できるように表示するステップを更に含んでよい。
【０１４６】
　なお、前記ポインタが第１ハイパーリンクに位置し、前記モーション入力部を介してユ
ーザの第１モーションが入力されると、前記第１ハイパーリンクを実行するステップを更
に含んでよい。
【０１４７】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、モーション開
始命令が入力されるモーション入力部と、アプリケーションを実行するための複数の短縮
アイコンが含まれたコンテンツリストをディスプレイするディスプレイ部と、前記モーシ
ョン入力部を介してモーション開始命令が認識されると、ポインタを用いて制御されるタ
スクを行うためのポインティングモードに切り替え、前記コンテンツリストがディスプレ
イされた画面の中央にポインタがディスプレイされるように前記ディスプレイ部を制御す
る制御部とを含む。
【０１４８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、モーション開
始命令が入力されるモーション入力部と、複数のハイパーリンクを含むウェブページをデ
ィスプレイするディスプレイ部と、前記モーション入力部を介してモーション開始命令が
認識されると、ポインタを用いて制御されるタスクを行うためのポインティングモードに
切り替え、前記ウェブページがディスプレイされた画面の中央にポインタがディスプレイ
されるように前記ディスプレイ部を制御する制御部とを含む。
【０１４９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、ア
プリケーションを実行するための複数の短縮アイコンが含まれたコンテンツリスト及びウ
ェブページのいずれか一つがディスプレイするステップと、モーション入力部を介してモ
ーション開始命令が入力されるステップと、前記モーション開始命令が認識されると、ポ
インタを用いて制御されるタスクを行うためのポインティングモードに切り替え、ディス
プレイされた画面の中央にポインタをディスプレイするステップと、前記モーション入力
部を介して予め設定されたモーションが入力されるステップと、前記ポインタをディスプ
レイ画面から除去し、前記予め設定されたモーションに対応するモーションタスクを行う
ステップとを含む。
【０１５０】
　そして、前記ディスプレイするステップは、前記ポインタが前記コンテンツリストの第
１短縮アイコンに位置すると、前記ポインタのための第１短縮アイコンがハイライトされ
るようにディスプレイすることを特徴とするステップを更に含んでよい。
【０１５１】
　なお、前記予め設定されたモーションが入力されると、前記ハイライトされるようにデ
ィスプレイされた前記第１短縮アイコンのハイライト表示を除去するステップを更に含ん
でよい。
【０１５２】
　そして、前記予め設定されたモーションは、前記電子装置のモーションモードを行うた
めのモーションであり、上下左右の方向へのスラップモーション、グラブモーション及び
反時計回りへの回転モーションのいずれか一つであってよい。
【０１５３】
　なお、前記予め設定されたモーションが上下左右の方向へのスラップモーションである
場合、前記電子装置のディスプレイ画面を前記上下左右の方向へのスラップモーションに
応じて移動するステップと、前記画面移動後、前記ポインタを前記ユーザの手が位置して
いる地点に再びディスプレイするステップとを含んでよい。
【０１５４】
　そして、前記予め設定されたモーションがグラブモーションである場合、前記ポインタ
が位置する第１短縮アイコンを実行するステップと、前記第１短縮アイコン実行後、前記



(21) JP 5746111 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

ポインタを前記ユーザの手が位置している地点に再びディスプレイするステップとを含ん
でよい。
【０１５５】
　なお、前記予め設定されたモーションが反時計回りへの回転モーションである場合、前
記ディスプレイ画面に現在選局されるチャネルの放送番組をディスプレイするステップを
含んでよい。
【０１５６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、モーション開
始命令及びユーザのモーションが入力されるモーション入力部と、アプリケーションを実
行するための複数の短縮アイコンが含まれたコンテンツリスト及びウェブページのいずれ
か一つがディスプレイするディスプレイ部と、前記モーション入力部を介してモーション
開始命令が入力されると、ポインタを用いて制御されるタスクを行うためのポインティン
グモードに切り替え、ディスプレイされた画面の中央にポインタをディスプレイし、前記
モーション入力部を介して予め設定されたモーションが入力されると、前記ポインタをデ
ィスプレイ画面から除去し、前記予め設定されたモーションに対応するモーションタスク
を行う制御部とを含む。
【０１５７】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、選
択可能な複数のアイテムをディスプレイするステップと、音声入力部及びモーション入力
部のいずれか一つを介してユーザの音声及びユーザのモーションのいずれか一つが入力さ
れるステップと、前記ユーザの入力によって前記複数のアイテムのうちの第１アイテムが
選択されると、前記第１アイテムを他のアイテムを区別できるようにディスプレイするス
テップとを含み、前記ディスプレイするステップは、前記第１アイテムの名前が予め設定
された文字数を超過し、前記電子装置のモードが音声タスクモードである場合、前記第１
アイテムの名前の一部のみをディスプレイし、前記第１アイテムの名前が予め設定された
文字数を超過し、前記電子装置のモードがモーションタスクモードである場合、前記第１
アイテムのフルネームをディスプレイする。
【０１５８】
　そして、前記選択可能なアイテムは、アプリケーションを実行するためのコンテンツリ
ストに含まれた短縮アイコン及びウェブページに含まれたハイパーリンクのいずれか一つ
であってよい。
【０１５９】
　なお、前記ディスプレイするステップは、前記第１アイテム及び前記第１アイテムの名
前を、前記他のアイテム及び前記他のアイテムの名前より濃くディスプレイしてよい。
【０１６０】
　そして、前記電子装置のモードが音声タスクモードである場合、音声入力部を介して入
力されたユーザの音声が前記ディスプレイされた第１アイテムの名前の一部と一致してい
ると、前記第１アイテムを実行するステップを更に含んでよい。
【０１６１】
　なお、前記ディスプレイされた第１アイテムの名前の一部に分かち書きがない場合、前
記音声入力部を介して前記ディスプレイされた第１アイテムの名前を構成する複数の綴り
に対応するユーザ入力が入力されると、前記第１アイテムを実行するステップを更に含ん
でよい。
【０１６２】
　そして、前記電子装置のモードが音声タスクモードである場合、前記ディスプレイされ
たアイテムの名前のうち、音声入力部を介して入力されたユーザの音声と一致しているア
イテムが複数である場合、候補群リストをディスプレイするステップを含む制御方法。
【０１６３】
　なお、前記候補群リストは、前記入力されたユーザ音声と一致している複数のアイテム
のフルネームを表示してよい。
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【０１６４】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、選択可能な複
数のアイテムが含まれた画面をディスプレイするディスプレイ部と、ユーザの音声が入力
される音声入力部と、ユーザのモーションが入力されるモーション入力部と、前記音声入
力部及び前記モーション入力部のいずれか一つを介してユーザの音声及びユーザのモーシ
ョンのいずれか一つが入力されると、前記ユーザの入力に応じて前記複数のアイテムのう
ちの第１アイテムを選択し、前記第１アイテムを他のアイテムを区別できるようにディス
プレイするように前記ディスプレイ部を制御する制御部とを含み、前記制御部は、前記第
１アイテムの名前が予め設定された文字数を超過し、前記電子装置のモードが音声タスク
モードである場合、前記第１アイテムの名前の一部のみをディスプレイし、前記第１アイ
テムの名前が予め設定された文字数を超過し、前記電子装置のモードがモーションタスク
モードである場合、前記第１アイテムのフルネームをディスプレイしてよい。
【０１６５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声タスクをガイドする複数の音声アイテムを含む音声ガイド情報をディスプレイするステ
ップと、音声入力部を介して前記複数の音声アイテムのいずれか一つに対応するユーザ音
声が入力されると、前記音声ガイド情報の第１領域に第１彩度を有する音声タスクを行う
ためのガイド語句をディスプレイし、前記音声ガイド情報の第２領域に第２彩度を有する
音声アイテムをディスプレイするステップとを含む。
【０１６６】
　そして、前記音声ガイド情報は、前記電子装置のモードが音声タスクモードであること
を表示するアイコンを含み、前記アイコンは前記音声ガイド情報の中央に位置してよい。
【０１６７】
　なお、前記第１領域は前記アイコンの左側領域であり、前記第２領域は前記アイコンの
右側領域であってよい。そして、前記ユーザ音声がチャネル変更を行うための命令語であ
る場合、前記第１領域にはチャネル変更をガイドするガイド語句がディスプレイされ、前
記第２領域にはチャネル変更のための発話可能な命令語の例に対応する音声アイテム及び
チャネル変更取消しに対応する音声アイテムがディスプレイされてよい。
【０１６８】
　なお、前記ユーザ音声が電源終了を行うための命令語である場合、前記第１領域には電
源終了を確認するガイド語句がディスプレイされ、前記第２領域には電源終了を行うか否
かに対する命令語に対応する音声アイテムがディスプレイされてよい。そして、前記第２
彩度は、第１彩度より濃くてよい。
【０１６９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザ音声が
入力される音声入力部と、音声タスクをガイドする複数の音声アイテムを含む音声ガイド
情報をディスプレイするディスプレイ部と、前記音声入力部を介して前記複数の音声アイ
テムのいずれか一つに対応するユーザ音声が入力されると、前記音声ガイド情報の第１領
域に第１彩度を有する音声タスクを行うためのガイド語句をディスプレイし、前記音声ガ
イド情報の第２領域に第２彩度を有する音声アイテムをディスプレイするように前記ディ
スプレイ部を制御する制御部とを含む。
【０１７０】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声タスクをガイドする複数の音声アイテムを含む音声ガイド情報をディスプレイするステ
ップと、前記音声入力部を介して入力されたユーザ音声に前記複数の音声アイテムに対応
する命令語以外の予め設定された単語が含まれると、前記予め設定された単語に対応する
音声タスクを行うステップとを含み、前記予め設定された単語は、前記電子装置と連動す
るリモコンに含まれた短縮キーに対応する単語であってよい。
【０１７１】
　そして、前記予め設定された単語は、チャネルリストを生成するための命令語、メニュ
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ー生成のための命令語、ソーシャルネットワークを実行するための命令語、番組編成ガイ
ドのための命令語、３Ｄ立体映像への変換のための命令語及び放送ガイドのための命令語
のいずれか一つを含んでよい。
【０１７２】
　なお、前記予め設定された単語は、現在電子装置が行う機能と関連するタスクを提供す
る命令語に対応する単語を含んでよい。
【０１７３】
　そして、前記現在電子装置が行う機能が動画再生機能である場合、前記予め設定された
単語は、動画の再生のための命令語、動画の一時停止のための命令語、動画の停止のため
の命令語、前のファイルの再生のための命令語、次のファイルの再生のための命令語、ス
キップのための命令語及び後へスキップのための命令語のいずれか一つを含んでよい。
【０１７４】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザ音声が
入力される音声入力部と、音声タスクをガイドする複数の音声アイテムを含む音声ガイド
情報をディスプレイするディスプレイ部と、前記音声入力部を介して入力されたユーザ音
声に前記複数の音声アイテムに対応する命令語以外の予め設定された単語が含まれると、
前記予め設定された単語に対応する音声タスクを行う制御部とを含み、前記予め設定され
た単語は、前記電子装置と連動するリモコンに含まれた短縮キーに対応する単語であって
よい。
【０１７５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、両
手を用いたモーション開始命令が入力されるステップと、前記両手を用いたモーション開
始命令が入力されると、両手を用いたモーションタスクを行う両手モーションタスクモー
ドに切り替えるステップとを含む。
【０１７６】
　そして、前記両手を用いたモーション開始命令が入力されるステップは、片手を用いた
モーション開始命令が入力されるステップと、前記片手を用いたモーション開始命令が入
力されると、モーションタスクを行うためのモーションタスクモードに切り替えるステッ
プと、もう一方の手を用いたモーション開始命令が入力されるステップとを含んでよい。
【０１７７】
　なお、前記両手を用いたモーション開始命令は、前記両手を同時に複数回振るシェイク
モーションであってよい。そして、前記両手を用いたモーションタスクは、画面を拡大し
たり縮小するタスクであってよい。
【０１７８】
　なお、前記両手を用いたモーションタスクが不可なアプリケーションを実行する場合、
前記両手を用いたモーションタスクが不可であるというメッセージを出力するステップを
更に含んでよい。
【０１７９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、モーション開
始命令が入力されるモーション入力部と、前記モーション入力部を介して両手を用いたモ
ーション開始命令が入力されると、両手を用いたモーションタスクを行う両手モーション
タスクモードに切り替える制御部とを含む。
【０１８０】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、モ
ーション入力部を介してモーション開始命令が入力されるステップと、前記モーション開
始命令が入力されると、前記モーション開始命令を入力したユーザのモーションに応じて
モーションタスクを行うモーションタスクモードに切り替えるステップとを含み、前記モ
ーションタスクモードは、前記モーション開始命令を入力したユーザが前記モーションタ
スクモードを解除するまでに、前記モーション開始命令を入力したユーザのモーションの
みによって前記モーションタスクが行われてよい。
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【０１８１】
　そして、前記モーションタスクモードは、前記モーション開始命令を入力したユーザを
除く他のユーザからモーション開始命令が入力されるとしても維持されてよい。
【０１８２】
　なお、前記モーションタスクモードは、前記モーション開始命令を入力したユーザの手
と前記他のユーザの手とが重なるとしても、前記モーション開始命令を入力したユーザの
手に応じて前記モーションタスクを行ってよい。
【０１８３】
　そして、前記モーションタスクモードが片手を用いたモーション開始命令が入力された
場合、前記モーション開始命令を入力したユーザ以外の他のユーザの片手を通じてモーシ
ョン開始命令が入力されると、両手モーションタスクモードに切り替えるステップを含ん
でよい。
【０１８４】
　なお、前記モーション開始命令は、ユーザの手を複数回振る回転モーションであってよ
い。
【０１８５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、モ
ーション入力部を介して複数のユーザによる複数のモーション開始命令が入力されると、
前記複数のモーション開始命令のうち、最初に入力されたモーション開始命令を判断する
ステップと、前記最初に入力されたモーション開始命令を入力したユーザのモーションに
応じてモーションタスクを行うモーションタスクモードに切り替えるステップとを含む。
【０１８６】
　そして、前記モーションタスクモードは、前記最初にモーション開始命令を入力したユ
ーザが前記モーションタスクモードを解除するまでに、前記最初にモーション開始命令を
入力したユーザのモーションのみによってモーションタスクが行われてよい。
【０１８７】
　なお、前記モーションタスクモードは、前記最初にモーション開始命令を入力したユー
ザを除く他のユーザからモーション開始命令が入力されるとしても維持されてよい。
【０１８８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、モーション開
始命令が入力されるモーション入力部と、前記モーション入力部を介してモーション開始
命令が入力されると、前記モーション開始命令を入力したユーザのモーションに応じてモ
ーションタスクを行うモーションタスクモードに切り替えるステップを含み、前記モーシ
ョンタスクモードは、前記モーション開始命令を入力したユーザが前記モーションタスク
モードを解除するまでに、前記モーション開始命令を入力したユーザのモーションのみに
よって前記モーションタスクが行われてよい。
【０１８９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、モーション開
始命令が入力されるモーション入力部と、前記モーション入力部を介して複数のユーザに
よる複数のモーション開始命令は入力されると、前記複数のモーション開始命令のうち、
最初に入力されたモーション開始命令を判断し、前記最初に入力されたモーション開始命
令を入力したユーザのモーションに応じてモーションタスクを行うモーションタスクモー
ドに切り替える制御部とを含む。
【０１９０】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、映
像をディスプレイするステップと、ユーザの第１音声が入力されるステップと、前記ユー
ザの第１音声が入力されると、前記ユーザの第１音声に応答して少なくとも一つの音声タ
スクをガイドする第１メニューを前記映像の一領域にディスプレイするステップと、ユー
ザの第２音声が入力されるステップと、前記少なくとも一つの音声タスクのうち、前記ユ
ーザの第２音声に対応する音声タスクを行うステップとを含む。
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【０１９１】
　そして、前記第１音声がチャネル変更のための命令語である場合、前記第１メニューは
前記チャネル変更をガイドする情報が含まれていることを特徴とし、前記第２音声はチャ
ネル番号、チャネル名及び番組名のいずれか一つであってよい。
【０１９２】
　なお、前記第２音声がチャネル変更をガイドする情報は、前記チャネル番号、チャネル
名及び番組名のいずれか一つの命令語の例を含んでよい。
【０１９３】
　そして、前記第２音声がチャネル番号及びチャネル名である場合、前記音声タスクを行
うステップは、前記チャネル番号及びチャネル名のうち入力された一つに対応するチャネ
ルに変更してよい。
【０１９４】
　なお、前記第２音声が番組名である場合、前記音声タスクを行うステップは、前記予め
保存された番組ガイド（ＥＰＧ）から前記入力された番組名を検索するステップと、前記
検索結果に応じて、前記入力された番組名が放映されるチャネルに変更されたり、視聴予
約を行うステップを含んでよい。
【０１９５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、映像をディス
プレイするディスプレイ部と、ユーザの第１音声及び第２音声が入力される音声入力部と
、前記ユーザの第１音声が入力されると、前記ユーザの第１音声に応答して少なくとも一
つの音声タスクをガイドする第１メニューを前記映像の一領域にディスプレイするように
前記ディスプレイ部を制御し、前記ユーザの第２音声が入力されると、前記少なくとも一
つの音声タスクのうち、前記ユーザの第２音声に対応する音声タスクを行う制御部とを含
む。
【０１９６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、認
識されたユーザの音声に応じて音声タスクを行う音声タスクモードで、少なくとも一つの
短縮アイコン及び各々に対応する短縮アイコンの名前をディスプレイするステップと、ユ
ーザの音声が入力されるステップと、前記少なくとも一つの短縮アイコンのうち、前記デ
ィスプレイされた短縮アイコンの名前が短縮アイコンのフルネームの一部だけディスプレ
イされた第１短縮アイコンが存在する場合、前記入力されたユーザの音声が前記ディスプ
レイされた第１短縮アイコンの名前に一部と一致していると、前記第１短縮アイコンを実
行するステップとを含む。
【０１９７】
　そして、前記実行するステップは、前記入力されたユーザの音声が前記ディスプレイさ
れた第１の短縮アイコンに対する名前の一部を構成する複数の綴りと一致していると、前
記第１短縮アイコンを実行してよい。
【０１９８】
　なお、前記実行するステップは、前記短縮アイコンのうち、前記短縮アイコンの名前に
特殊文字が含まれた第２短縮アイコンが存在する場合、前記入力されたユーザの音声が前
記第２短縮アイコンの名前に含まれた特殊文字を除く発話可能な名前と一致していると、
前記第２短縮アイコンを実行してよい。そして、前記特殊文字は、ユーザによって発話不
可な記号であってよい。
【０１９９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、少
なくとも一つのハイパーリンクを含むウェブページをディスプレイするステップと、前記
少なくとも一つのハイパーリンクのテキストを抽出するステップと、ユーザの音声が入力
されるステップと、前記少なくとも一つのハイパーリンクのうち、前記ディスプレイされ
たハイパーリンクのテキストが前記抽出されたハイパーリンクのテキストの一部のみディ
スプレイされた第１ハイパーリンクが存在する場合、前記入力されたユーザの音声が前記
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ディスプレイされた第１ハイパーリンクの一部テキストと一致していると、前記第１ハイ
パーリンクを実行するステップとを含む。
【０２００】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザの音声
が入力される音声入力部と、前記音声入力部を介して入力されたユーザの音声に応じて音
声タスクを行う音声タスクモードで、短縮アイコン及び短縮アイコンの名前をディスプレ
イするディスプレイ部と、前記短縮アイコンのうち、前記ディスプレイされた短縮アイコ
ンの名前が短縮アイコンのフルネームの一部のみディスプレイされた第１短縮アイコンが
存在する場合、前記入力されたユーザの音声が前記ディスプレイされた第１短縮アイコン
の名前の一部と一致していると、前記第１短縮アイコンを実行する制御部とを含む。
【０２０１】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザの音声
が入力される音声入力部と、前記音声入力部を介して入力されたユーザの音声に応じて音
声タスクを行う音声タスクモードで、短縮アイコン及び短縮アイコンの名前をディスプレ
イするディスプレイ部と、前記短縮アイコンのうち、前記短縮アイコンの名前に特殊文字
が含まれた第２短縮アイコンが存在する場合、前記入力されたユーザの音声が前記第２短
縮アイコンの名前に含まれた特殊文字を除く発話可能な名前と一致していると、前記第２
短縮アイコンを実行する制御部とを含む。
【０２０２】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザの音声
が入力される音声入力部と、少なくとも一つのハイパーリンクを含むウェブページをディ
スプレイするディスプレイ部と、前記少なくとも一つのハイパーリンクのテキストを抽出
し、前記音声入力部を介してユーザ音声が入力されると、前記ユーザの音声を認識し、前
記少なくとも一つのハイパーリンクのうち、前記ディスプレイされたハイパーリンクのテ
キストが前記抽出されたハイパーリンクのテキストの一部のみディスプレイされた第１ハ
イパーリンクが存在する場合、前記入力されたユーザの音声が前記ディスプレイされた第
１ハイパーリンクの一部テキストと一致していると、前記第１ハイパーリンクを実行する
制御部とを含む。
【０２０３】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、モ
ーション入力部を介してモーション開始命令が入力されると、モーションタスクを行うた
めのモーションタスクモードに切り替えるステップと、ユーザの操作に応じてアプリケー
ションを実行するステップと、前記モーション入力部を介してユーザの第１モーション及
びユーザの第２モーションのいずれか一つが入力されると、前記ユーザの第１モーション
及びユーザの第２モーションのうち認識された一つに対応し、前記アプリケーション実行
画面を拡大したり縮小してディスプレイするステップとを含み、前記アプリケーション提
供画面は画面拡大または画面縮小が可能であってよい。
【０２０４】
　そして、前記ユーザの第１モーションは、ユーザの両手を広げるように移動することを
特徴し、前記ユーザの第１モーションが認識されると、前記アプリケーション実行画面を
拡大してディスプレイしてよい。
【０２０５】
　なお、前記ユーザの第２モーションは、ユーザの両手を狭めるように移動することを特
徴し、前記ユーザの第２モーションが認識されると、前記アプリケーション実行画面を縮
小してディスプレイしてよい。
【０２０６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、モ
ーション入力部を介してモーション開始命令が入力されると、モーションタスクを行うた
めのモーションタスクモードに切り替えるステップと、ユーザの操作に応じてアプリケー
ションを実行するステップと、前記モーション入力部を介してユーザのグラブモーション
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が維持されるまま移動されるモーションが入力されると、前記ユーザのグラブモーション
の移動に対応し、前記アプリケーション実行画面を移動してディスプレイするステップと
を含み、前記アプリケーション提供画面は前記電子装置のディスプレイ画面内で移動可能
であってよい。
【０２０７】
　一方、前記目定を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ディスプレイ
部と、ユーザの第１モーション及びユーザの第２モーションが入力されるモーション入力
部と、ユーザの操作に応じてアプリケーションを実行し、前記モーション入力部を介して
ユーザの第１モーション及びユーザの第２モーションのいずれか一つが入力されると、前
記ユーザの第１モーション及びユーザの第２モーションのうち入力された一つに対応して
前記ディスプレイ部にディスプレイされたアプリーション実行画面を拡大したり縮小して
ディスプレイする制御部とを含み、前記アプリケーション提供画面は画面拡大または画面
縮小が可能であってよい。
【０２０８】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ディスプレイ
部と、ユーザの第３モーションが入力されるモーション入力部と、ユーザの操作に応じて
アプリケーションを実行し、前記モーション入力部を介してユーザの第３モーションが入
力されると、前記ディスプレイ部にディスプレイされたアプリケーション実行画面をユー
ザの第３モーションに応じて移動してディスプレイする制御部とを含み、前記ユーザの第
３モーションは、前記ユーザがグラブモーションを取ってからグラブされた手を移動する
モーションであり、前記アプリケーション提供画面は前記電子装置のディスプレイ画面内
で移動可能であってよい。
【０２０９】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、前
記電子装置に含まれた音声入力部及び前記電子装置と連動する装置の一つから音声開始命
令が入力されるステップと、前記電子装置に含まれた音声入力部から前記音声開始命令が
入力されると、第１アイコンをディスプレイし、前記電子装置と連動する装置から前記音
声開始命令が入力されると、前記第１アイコンと相違する第２アイコンをディスプレイす
るステップとを含む。
【０２１０】
　そして、前記電子装置に含まれた音声入力部から前記音声開始命令が入力されると、第
１音声タスクモードに切り替わることを特徴とし、前記第１音声タスクモードは、前記電
子装置に含まれた音声入力部からユーザ音声が入力されると、前記入力されたユーザ音声
に応じて音声タスクを行うモードであってよい。
【０２１１】
　なお、前記第１アイコンをディスプレイする場合、予め設定された時間の間、前記電子
装置に含まれた音声入力部にユーザ音声が入力されていなければ、前記第１音声タスクモ
ードを解除し、リモコンによって制御されるリモコンモードに切り替えるステップとを含
んでよい。
【０２１２】
　そして、前記電子装置と連動する装置から入力された音声開始命令は、前記電子装置と
連動する装置に備えられた特定ボタンに対応する信号及び前記電子装置と連動する装置に
備えられた音声入力部を介して入力された特定ユーザ音声の一つであってよい。
【０２１３】
　なお、前記電子装置と連動する装置から入力された音声開始命令が入力されると、第２
音声タスクモードに切り替えられることを特徴とし、前記第２音声タスクモードは、前記
電子装置と連動する装置に備えられた音声入力部を介してユーザ音声が入力されると、前
記入力されたユーザ音声に応じて音声タスクを行うモードであってよい。
【０２１４】
　そして、前記第２アイコンをディスプレイする場合、予め設定された時間の間、前記電
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子装置と連動する装置に含まれた音声入力部にユーザ音声が入力されていなければ、前記
第２音声タスクモードを解除し、リモコンによって制御されるリモコンモードに切り替え
るステップを含んでよい。
【０２１５】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、音声開始命令
が入力される音声入力部と、電子装置と連動する装置と通信を行う通信部と、ディスプレ
イ部と、前記音声入力部から音声音声開始命令が入力されると、第１アイコンをディスプ
レイし、前記電子装置と連動する装置から前記音声開始命令が入力されると、前記第１ア
イコンと相違する第２アイコンをディスプレイするように前記ディスプレイ部を制御する
制御部とを含む。
【０２１６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声認識モジュールを通じて音声開始命令を認識するステップと、前記音声開始命令が認識
されると、前記音声認識モジュールを通じて認識されたユーザ音声によって制御される音
声タスクを行うための音声ガイド情報をディスプレイするステップと、文字入力が要求さ
れるタスクを行うための第１ユーザ音声が認識されると、テキスト入力ウィンドウをディ
スプレイするステップと、前記テキスト入力ウィンドウに入力するための第２ユーザ音声
が認識されると、前記認識された第２ユーザ音声に対応するテキストを前記テキスト入力
ウィンドウにディスプレイし、文字入力メニュー（ＩＭＥ：Ｉｎｐｕｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　
Ｅｄｉｔｏｒ）をディスプレイするステップとを含む。そして、前記文字入力が要求され
るタスクは、検索を行うためのタスクであってよい。
【０２１７】
　なお、前記文字入力メニューをディスプレイするステップは、前記ユーザ音声が認識さ
れる間、それまでディスプレイされていた画面をディスプレイし、前記テキスト入力ウィ
ンドウに入力するためのユーザ音声が認識された後、前記文字入力メニューをディスプレ
イしてよい。
【０２１８】
　そして、前記テキスト入力ウィンドウに入力されたテキストを含む候補群検索ワードが
複数存在する場合、前記文字入力メニューに候補群検索ワードリストをオーバーラッピン
グしてディスプレイするステップを更に含んでよい。
【０２１９】
　なお、前記テキスト入力ウィンドウのテキスト入力が完了したり、前記テキスト入力ウ
ィンドウのテキスト入力を取り消す場合、ディスプレイ画面に前記文字入力メニューを除
去するステップを更に含んでよい。
【０２２０】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、音声開始命令
が入力される音声入力部と、ディスプレイ部と、前記音声入力部を介して文字入力が要求
されるタスクを行うための第１ユーザ音声が入力されると、テキスト入力ウィンドウをデ
ィスプレイし、前記音声入力部を介して前記テキスト入力ウィンドウに入力するための第
２ユーザ音声が入力されると、前記認識された第２ユーザ音声に対応するテキストを前記
テキスト入力ウィンドウにディスプレイし、文字入力メニュー（ＩＭＥ：Ｉｎｐｕｔ　Ｍ
ｅｔｈｏｄ　Ｅｄｉｔｏｒ）をディスプレイするように前記ディスプレイ部を制御する制
御部とを含む。
【０２２１】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声入力部を介して入力されたユーザ音声によって行われる音声タスクをガイドする音声ガ
イド情報をディスプレイするステップと、前記電子装置と連動する外部装置に含まれた音
声入力ボタンが選択される場合、前記音声ガイド情報に音声検索をガイドする第１ガイド
語句がディスプレイするステップと、前記外部装置に含まれた音声検索ボタンが選択され
る間、前記音声入力部を介して入力されたユーザ音声を認識するステップとを含む。
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【０２２２】
　そして、前記認識するステップは、前記音声ガイド情報に前記音声入力部を介してユー
ザ音声が入力されているという情報を含む第２ガイド語句をディスプレイするステップを
含んでよい。
【０２２３】
　なお、前記音声検索ボタンの選択が解除されると、前記音声ガイド情報にユーザ音声の
入力が完了しているか否かを確認する第３ガイド語句をディスプレイするステップを含ん
でよい。
【０２２４】
　そして、前記第３ガイド語句は、前記ユーザ音声の入力を続けるか否か、前記入力され
たユーザ音声が完了しているか否か、及び前記入力されたユーザ音声を取り消すか否かを
問うメッセージが含まれてよい。
【０２２５】
　なお、前記第３ガイド語句がディスプレイされる間、前記音声検索ボタンが再び選択さ
れてユーザ音声が入力されると、前記入力されたユーザ音声を以前に認識されたユーザ音
声に認識し続けるステップを含んでよい。そして、前記認識されたユーザ認識に対応する
テキストをテキスト入力ウィンドウにディスプレイするステップを含んでよい。
【０２２６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、ユーザの音声
が入力される音声入力部と、前記電子装置と連動する外部装置から信号を受信する通信部
と、ディスプレイ部と、前記音声入力部を介して入力されたユーザ音声によって行われる
音声タスクをガイドする音声ガイド情報をディスプレイする間、前記外部装置に含まれた
音声入力ボタンが選択される場合、前記音声ガイド情報に音声検索をガイドする第１ガイ
ド語句がディスプレイされ、前記外部装置に含まれた音声検索ボタンが選択される間、前
記音声入力部を介して入力されたユーザ音声を認識する制御部とを含む。
【０２２７】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声入力部を介して音声開始命令が入力されるステップと、前記入力された音声開始命令に
対応し、音声タスクを行うための音声タスクモードに切り替え、前記音声タスクモードを
行うための音声ガイド情報をディスプレイするステップと、前記音声タスクモードで、デ
ィスプレイ画面から選択可能なアイテムのテキストを抽出するステップと、前記音声入力
部を介して入力されたユーザ音声が前記抽出されたテキストと一致している場合、前記テ
キストに対応するアイテムを実行するステップとを含む。
【０２２８】
　そして、前記選択可能なアイテムは、アプリケーションを実行するためのコンテンツリ
ストに含まれた短縮アイコン及びウェブページに含まれたハイパーリンクのいずれか一つ
であってよい。
【０２２９】
　なお、前記テキストが抽出されたアイテムは、テキストが抽出されていない他のアイテ
ムと区別できるようにディスプレイしてよい。
【０２３０】
　そして、前記テキストを抽出するステップは、前記名前テキストが予め設定された文字
数を超過する場合、前記全テキストの前記予め設定された文字数以下のテキストを抽出し
てよい。
【０２３１】
　なお、前記実行するステップは、前記音声入力部を介して入力されたユーザ音声が前記
抽出された予め設定された文字数以下のテキストと一致している場合、前記予め設定され
た文字数以下のテキストに対応するアイテムを実行してよい。
【０２３２】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、音声開始命令
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及びユーザの音声が入力される音声入力部と、前記音声入力部を介して音声開始命令が入
力されると、音声タスクを行うための音声タスクモードに切り替え、前記音声タスクモー
ドを行うための音声ガイド情報をディスプレイし、前記音声タスクモードで、ディスプレ
イ画面から選択可能なアイテムのテキストを抽出し、前記音声入力部を介して入力された
ユーザ音声が前記抽出されたテキストと一致している場合、前記テキストに対応するアイ
テムを実行するステップとを含む。
【０２３３】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声入力部を介して音声開始命令が入力されるステップと、前記音声開始命令に応答し、前
記音声入力部を介して入力されるユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り
替えるステップと、前記音声タスクモードで、複数のハイパーリンクを含むウェブページ
から前記複数のハイパーリンクのテキストを抽出するステップと、音声入力部を介してユ
ーザ音声が入力される途中、前記入力されたユーザ音声が含まれたテキストを含むハイパ
ーリンクが一つのみ存在する場合、前記テキストに対応するハイパーリンクを実行するス
テップとを含む。
【０２３４】
　そして、前記実行するステップは、前記音声入力部を介してユーザ音声が入力される途
中、前記入力されたユーザ音声と前記テキストの一部が一致している短縮アイコンが一つ
だけ存在する場合、前記テキストに対応するハイパーリンクを実行してよい。
【０２３５】
　なお、前記抽出されたテキストは、抽出されていないテキストと区別できるように表示
するステップを更に含んでよい。
【０２３６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、音声開始命令
及びユーザ音声が入力される音声入力部と、ディスプレイ部と、前記音声入力部を介して
前記音声開始命令が入力されると、前記音声入力部によって制御される音声タスクモード
に切り替え、前記音声タスクモードで複数のハイパーリンクが含まれたウェブページから
前記複数のハイパーリンクのテキストを抽出し、前記音声入力部を介してユーザ音声が入
力される途中、前記入力されたユーザ音声の含まれたテキストを有する短縮アイコンが一
つのみ存在する場合、前記テキストに対応するハイパーリンクを実行する制御部とを含む
。
【０２３７】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声入力部を介して音声開始命令が入力されるステップと、前記音声開始命令に応答し、前
記音声入力部を介して入力されるユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り
替えるステップと、前記音声タスクモードで、複数のハイパーリンクを含むウェブページ
をディスプレイするステップと、前記複数のハイパーリンクに含まれたテキストを抽出す
るステップと、音声入力部を介してユーザ音声が入力されるステップと、前記入力された
ユーザ音声を認識し、前記認識されたユーザ音声と一致しているテキストを有するハイパ
ーリンクが複数存在する場合、前記認識されたユーザ音声と一致しているテキストを有す
るハイパーリンクを含む候補群リストをディスプレイするステップとを含む。
【０２３８】
　そして、前記音声入力部を介してユーザ音声が再入力されるステップと、前記再入力さ
れたユーザ音声を認識し、前記再入力されたユーザ音声を反映して前記候補群リストを変
更するステップとを含んでよい。
【０２３９】
　なお、前記再入力されたユーザ音声を反映した結果、前記入力されたユーザ音声及び再
入力されたユーザ音声と一致しているテキストを含むハイパーリンクが一つである場合、
前記一致しているテキストを含むハイパーリンクを直ちに実行するステップと含んでよい
。そして、前記抽出されたテキストは抽出されていないテキストと区別できるように表示
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するステップを更に含んでよい。
【０２４０】
　なお、前記ディスプレイするステップは、前記電子装置のモードが音声タスクモードで
ある際、前記候補群リストをディスプレイしてよい。そして、前記音声タスクモードが解
除されると、前記候補群リストをディスプレイ画面から除去するステップを含んでよい。
【０２４１】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、複数のハイパ
ーリンクを含むウェブページをディスプレイするディスプレイ部と、音声開始命令及びユ
ーザ音声が入力される音声入力部と、前記音声開始命令が入力されると、前記音声入力部
を介して入力されるとユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り替え、前記
音声タスクモードで、前記複数のハイパーリンクに含まれたテキストを抽出し、前記音声
入力部に入力されたユーザ音声を認識し、前記認識されたユーザ音声と一致しているテキ
ストを有するハイパーリンクが複数存在する場合、前記認識されたユーザ音声と一致して
いるテキストと有するハイパーリンクを含む候補群リスクをディスプレイするように前記
ディスプレイ部を制御する制御部とを含む。
【０２４２】
　そして、前記制御部は、前記音声入力部を介してユーザ音声が再入力されると、前記再
入力されたユーザ音声を認識し、前記再入力されたユーザ音声を反映して前記候補群リス
トを変更するように前記ディスプレイ部を制御してよい。
【０２４３】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置の制御方法は、音
声入力部を介して音声開始命令が入力されるステップと、前記音声開始命令に応答し、前
記音声入力部を介して入力されるユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り
替えるステップと、前記音声タスクモードで、前記音声入力部を介して入力されたユーザ
音声によって行われる音声タスクをガイドする音声ガイド情報をディスプレイするステッ
プと、前記音声入力部を介してユーザ音声を入力するステップと、前記音声入力部を介し
て入力されたユーザ音声の大きさが予め設定された大きさより小さい場合、前記音声ガイ
ド情報の第１領域に前記ユーザ音声を認識できないとするフィードバックＵＩをディスプ
レイするステップとを含む。
【０２４４】
　そして、前記フィードバックＵＩは、前記予め設定された大きさ及び前記音声入力部を
介して入力されたユーザ音声の大きさをバー形態で表現したＧＵＩであってよい。
【０２４５】
　なお、前記ディスプレイするステップは、前記予め設定された大きさ以上のユーザ音声
が入力されなければならないというメッセージを併せてディスプレイしてよい。そして、
前記第１領域は前記音声ガイド情報の下段領域であってよい。
【０２４６】
　一方、前記目的を達成するための本発明の一実施形態に係る電子装置は、音声開始命令
及びユーザの音声が入力される音声入力部と、前記音声入力部を介して入力されたユーザ
音声によって行われる音声タスクをガイドする音声ガイド情報をディスプレイするディス
プレイ部と、前記音声開始命令が入力されると、前記音声入力部を介して入力されるユー
ザ音声によって制御される音声タスクモードに切り替え、前記音声タスクモードで、前記
音声入力部を介してユーザ音声が入力され、前記音声入力部を介して入力されたユーザ音
声の大きさが予め設定された大きさより小さい場合、前記音声ガイド情報の第１領域に前
記ユーザ音声を認識できないとするフィードバックＵＩがディスプレイされるように前記
ディスプレイ部を制御する制御部とを含む。
【発明の効果】
【０２４７】
　以上説明したように本発明によれば、ユーザはモーション及び音声を用いて電子装置を
より直観的にかつ効率的に制御することができるようになる。
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【図面の簡単な説明】
【０２４８】
【図１】本発明の多様な実施形態に係る電子装置の構成を説明するためのブロック図であ
る。
【図２】本発明の多様な実施形態に係る電子装置の構成を説明するためのブロック図であ
る。
【図３】本発明の多様な実施形態に係る電子装置の構成を説明するためのブロック図であ
る。
【図４】音声タスク及びモーションタスクに対応する遠隔制御装置のボタンに対する図で
ある。
【図５】音声タスク及びモーションタスクに対応する遠隔制御装置のボタンに対する図で
ある。
【図６】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図７】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図８】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図９】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１０】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１１】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１２】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１３】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１４】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１５】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１６】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１７】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１８】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図１９】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２０】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２１】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２２】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２３】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２４】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２５】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２６】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２７】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２８】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図２９】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３０】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３１】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３２】音声タスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３３】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３４】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３５】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３６】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３７】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３８】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図３９】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４０】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４１】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４２】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４３】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
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【図４４】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４５】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４６】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４７】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４８】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図４９】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５０】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５１】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５２】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５３】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５４】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５５】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５６】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５７】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５８】モーションタスクの実行方法の多様な例を説明するための図である。
【図５９】本発明の多様な実施形態に係る全タスクをモーションタスク及び音声タスクに
区分して制御する電子装置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【図６０】本発明の多様な実施形態に係る全タスクをモーションタスク及び音声タスクに
区分して制御する電子装置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【図６１】本発明の一実施形態に係る電子装置の音声タスクに対する音声ＵＩを示す図で
ある。
【図６２】本発明の一実施形態に係る電子装置の音声タスクに対する音声ＵＩを示す図で
ある。
【図６３】本発明の一実施形態に係る電子装置のモーションタスクに対するモーションＵ
Ｉを示す図である。
【図６４】本発明の一実施形態に係る音声認識またはモーション認識による視覚的フィー
ドバックを示す図である。
【図６５】本発明の一実施形態に係る音声認識またはモーション認識による視覚的フィー
ドバックを示す図である。
【図６６】本発明の一実施形態に係る音声認識またはモーション認識による視覚的フィー
ドバックを示す図である。
【図６７】本発明の多様な実施形態に係る音声ＵＩ及びモーションＵＩを提供する電子装
置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【図６８】本発明の多様な実施形態に係る音声ＵＩ及びモーションＵＩを提供する電子装
置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【図６９】本発明の多様な実施形態に係る音声ＵＩ及びモーションＵＩを提供する電子装
置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【図７０】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７１】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７２】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７３】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７４】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７５】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７６】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
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ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７７】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７８】本発明の多様な実施形態に係る音声アプリケーション専用アイコンを説明する
ための電子装置のＵＩ表示方法を説明するための図である。
【図７９】本発明の実施形態に係る電子装置のＵＩ表示方法を説明するためのフローチャ
ートである。
【図８０】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８１】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８２】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８３】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８４】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８５】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８６】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８７】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８８】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図８９】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図９０】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図９１】本発明の多様な実施形態に係る上、下、左、右方向へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【図９２】本発明の多様な一実施形態に係るユーザのモーションに応答して画面が変更さ
れる電子装置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【図９３】本発明の多様な一実施形態に係るユーザのモーションに応答して画面が変更さ
れる電子装置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【図９４】本発明の多様な実施形態に係るリモコンモード、モーションタスクモード、音
声タスクモードを行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図９５】本発明の多様な実施形態に係るリモコンモード、モーションタスクモード、音
声タスクモードを行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図９６】本発明の多様な実施形態に係るリモコンモード、モーションタスクモード、音
声タスクモードを行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図９７】本発明の多様な実施形態に係るリモコンモード、モーションタスクモード、音
声タスクモードを行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図９８】本発明の一実施形態に係る携帯機器を用いた音声認識を説明するためのフロー
チャートである。
【図９９】本発明の一実施形態に係るポインティングモードを説明するための図及びフロ
ーチャートである。
【図１００】本発明の一実施形態に係るポインティングモードを説明するための図及びフ
ローチャートである。
【図１０１】本発明の一実施形態に係るポインティングモードを説明するための図及びフ
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ローチャートである。
【図１０２】本発明の一実施形態に係るポインティングモードを説明するための図及びフ
ローチャートである。
【図１０３】本発明の一実施形態に係るポインティングモードを説明するための図及びフ
ローチャートである。
【図１０４】本発明の一実施形態に係るポインティングモードを説明するための図及びフ
ローチャートである。
【図１０５】本発明の一実施形態に係るポインティングモード時にモーションが入力され
た場合、ディスプレイ方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１０６】本発明の一実施形態に係るポインティングモード時にモーションが入力され
た場合、ディスプレイ方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１０７】本発明の一実施形態に係るポインティングモード時にモーションが入力され
た場合、ディスプレイ方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１０８】本発明の一実施形態に係るポインティングモード時にモーションが入力され
た場合、ディスプレイ方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１０９】本発明の一実施形態に係る音声タスクモードにおけるアイテム表示方法を説
明するための図及びフローチャートである。
【図１１０】本発明の一実施形態に係る音声タスクモードにおけるアイテム表示方法を説
明するための図及びフローチャートである。
【図１１１】本発明の一実施形態に係る音声タスクモードにおけるアイテム表示方法を説
明するための図及びフローチャートである。
【図１１２】本発明の一実施形態に係る互いに異なる彩度を有するＵＩを説明するための
図及びフローチャートである。
【図１１３】本発明の一実施形態に係る互いに異なる彩度を有するＵＩを説明するための
図及びフローチャートである。
【図１１４】本発明の一実施形態に係る互いに異なる彩度を有するＵＩを説明するための
図及びフローチャートである。
【図１１５】本発明の一実施形態に係る互いに異なる彩度を有するＵＩを説明するための
図及びフローチャートである。
【図１１６】本発明の一実施形態に係るディスプレイ音声アイテム以外の命令語に対応す
るタスク実行を説明するための図及びフローチャートである。
【図１１７】本発明の一実施形態に係るディスプレイ音声アイテム以外の命令語に対応す
るタスク実行を説明するための図及びフローチャートである。
【図１１８】本発明の一実施形態に係るディスプレイ音声アイテム以外の命令語に対応す
るタスク実行を説明するための図及びフローチャートである。
【図１１９】本発明の一実施形態に係る両手モーションタスクモードに切り替わるための
モーション開始命令を説明するための図及びフローチャートである。
【図１２０】本発明の一実施形態に係る両手モーションタスクモードに切り替わるための
モーション開始命令を説明するための図及びフローチャートである。
【図１２１】本発明の一実施形態に係る両手モーションタスクモードに切り替わるための
モーション開始命令を説明するための図及びフローチャートである。
【図１２２】本発明の一実施形態に係る複数のユーザによってモーション開始命令が入力
された場合、モーションタスクモードを行う方法を説明するためのフローチャートである
。
【図１２３】本発明の一実施形態に係る音声認識を用いてステップ別に移行してタスクを
行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１２４】本発明の一実施形態に係る音声認識を用いてステップ別に移行してタスクを
行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１２５】本発明の一実施形態に係る音声認識を用いてステップ別に移行してタスクを
行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
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【図１２６】本発明の一実施形態に係る音声認識を用いてステップ別に移行してタスクを
行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１２７】本発明の一実施形態に係る名前の一部がディスプレイされた短縮アイコン実
行を説明するための図及びフローチャートである。
【図１２８】本発明の一実施形態に係る名前の一部がディスプレイされた短縮アイコン実
行を説明するための図及びフローチャートである。
【図１２９】本発明の一実施形態に係る名前の一部がディスプレイされた短縮アイコン実
行を説明するための図及びフローチャートである。
【図１３０】本発明の一実施形態に係る特殊ジェスチャーによるタスク実行を説明するた
めの図及びフローチャートである。
【図１３１】本発明の一実施形態に係る特殊ジェスチャーによるタスク実行を説明するた
めの図及びフローチャートである。
【図１３２】本発明の一実施形態に係る特殊ジェスチャーによるタスク実行を説明するた
めの図及びフローチャートである。
【図１３３】本発明の一実施形態に係る特殊ジェスチャーによるタスク実行を説明するた
めの図及びフローチャートである。
【図１３４】本発明の一実施形態に係る特殊ジェスチャーによるタスク実行を説明するた
めの図及びフローチャートである。
【図１３５】本発明の一実施形態に係る音声入力方法によって異なるようにディスプレイ
されるアイコンを説明するための図及びフローチャートである。
【図１３６】本発明の一実施形態に係る音声入力方法によって異なるようにディスプレイ
されるアイコンを説明するための図及びフローチャートである。
【図１３７】本発明の一実施形態に係る音声入力方法によって異なるようにディスプレイ
されるアイコンを説明するための図及びフローチャートである。
【図１３８】本発明の一実施形態に係る文字入力メニューをディスプレイする方法を説明
するための図及びフローチャートである。
【図１３９】本発明の一実施形態に係る文字入力メニューをディスプレイする方法を説明
するための図及びフローチャートである。
【図１４０】本発明の一実施形態に係る文字入力メニューをディスプレイする方法を説明
するための図及びフローチャートである。
【図１４１】本発明の一実施形態に係る文字入力メニューをディスプレイする方法を説明
するための図及びフローチャートである。
【図１４２】本発明の一実施形態に係る文字入力メニューをディスプレイする方法を説明
するための図及びフローチャートである。
【図１４３】本発明の一実施形態に係る外部機器を用いた音声タスク実行方法を説明する
ためのフローチャートである。
【図１４４】本発明の一実施形態に係るディスプレイ画面に発話可能な命令語が表示され
た場合、音声タスクを行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１４５】本発明の一実施形態に係るディスプレイ画面に発話可能な命令語が表示され
た場合、音声タスクを行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１４６】本発明の一実施形態に係るディスプレイ画面に発話可能な命令語が表示され
た場合、音声タスクを行う方法を説明するための図及びフローチャートである。
【図１４７】本発明の一実施形態に係る自動音声認識方法を説明するためのフローチャー
トである。
【図１４８】本発明の一実施形態に係る候補群リストをディスプレイする方法を説明する
ためのフローチャートである。
【図１４９】本発明の一実施形態に係る音声認識エラーをガイドするためのＵＩを説明す
るためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０２４９】
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　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【０２５０】
　図１は、本発明の実施形態に係る電子装置を示す概略的なブロック図である。図１によ
ると、電子装置１００は、音声入力部１１０と、モーション入力部１２０と、保存部１３
０及び制御部１４０を含む。電子装置１００は、外部のネットワークと接続可能なスマー
トテレビ、セットトップボックス、ＰＣで、またはデジタルテレビ等で実現されてよいが
、これらに限られるものではない。
【０２５１】
　音声入力部１１０には、ユーザが発話（Ｕｔｔｅｒａｎｃｅ）した音声が入力される。
音声入力部１１０は、入力された音声信号を電気信号に変換して制御部１４０に出力する
。例えば、音声入力部１１０は、マイクロフォンで実現されてよい。なお、音声入力部１
１０は、電子装置１００と一体型（Ａｌｌ－ｉｎ－ｏｎｅ）だけでなく、分離された形で
実現されてよい。分離された音声入力部１１０は、電子装置１００と有線または無線ネッ
トワークを通じて接続されてよい。
【０２５２】
　モーション入力部１２０は、ユーザのモーションを撮像した映像信号（例えば、連続す
るフレーム）が受信して制御部１４０に提供する。例えば、モーション入力部１２０は、
レンズ及びイメージセンサで構成されるモーション入力部１２０ユニットで実現されてよ
い。なお、モーション入力部１２０は、電子装置１００と一体型だけでなく、分離された
形で実現されてよい。分離されたモーション入力部１２０は、電子装置１００と有線また
は無線ネットワークを通じて接続されてよい。
【０２５３】
　保存部１３０は、電子装置１００を駆動して制御するための多様なデータ及びプログラ
ムを保存する。保存部１３０は、音声入力部１１０を介して入力された音声を認識するた
めの音声認識モジュール及びモーション入力部１２０を介して入力されたモーションを認
識するためのモーション認識モジュールを保存する。
【０２５４】
　保存部１３０は、音声データベース及びモーションデータベースを含んでよい。音声デ
ータベースは、予め設定された音声及び予め設定された音声にマッチする音声タスクが記
録されたデータベースのことを意味する。モーションデータベースとは、予め設定された
モーション及び予め設定されたモーションにマッチするモーションタスクが記録されたデ
ータバースのことを意味する。
【０２５５】
　制御部１４０は、音声入力部１１０と、モーション入力部１２０及び保存部１３０を制
御する。制御部１４０は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
及び電子装置１００を制御するためのモジュール及びデータを保存するＲＯＭ（Ｒｅａｄ
　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
を含んでよい。
【０２５６】
　音声入力部１１０を介して音声が入力される場合、制御部１４０は音声認識モジュール
及び音声データベースを用いて音声を認識する。音声認識（Ｖｏｉｃｅ　Ｒｅｃｏｇｎｉ
ｔｉｏｎ）は入力される音声の形態によって、各々の単語を区分して発話した音声を認識
する孤立単語認識（Ｉｓｏｌａｔｅｄ　Ｗｏｒｄ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）連続単語、
連続文章及び会話体音声を認識する連続音声認識（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｓｐｅｅｃｈ
　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）及び孤立単語認識と連続音声認識との中間形態で、予め定め
られたキーワードを検出して認識するキーワード検出（Ｋｅｙｗｏｒｄ　Ｓｐｏｔｔｉｎ
ｇ）で区分されてよい。ユーザ音声が入力される場合、制御部１４０は入力された音声信
号内でユーザが発話した音声の始めと終わりを検出して音声区間を判断する。制御部１４
０は、入力された音声信号のエネルギーを計算し、計算されたエネルギーに応じて音声信
号のエネルギーレベルを分類し、動的プログラミングを通じて音声区間を検出することが
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できる。制御部１４０は、検出された音声区間内の音声信号に音響モデル（Ａｃｏｕｓｔ
ｉｃ　Ｍｏｄｅｌ）に基づいて、音声の最小単位である音素を検出して音素データを生成
する。制御部１４０は、生成された音素データにＨＭＭ（Ｈｉｄｄｅｎ　Ｍａｒｋｏｖ　
Ｍｏｄｅｌ）確率モデルを適用してテキスト情報を生成する。しかし、上述のように、ユ
ーザの音声を認識する方法は一実施形態に過ぎず、他の方法を用いてユーザ音声を認識す
ることができる。それにより、制御部１４０は、音声信号の中に含まれたユーザの音声を
認識することができる。
【０２５７】
　モーション入力部１２０を介してモーションが入力される場合、制御部１４０はモーシ
ョン検知モジュール及びモーションデータベースを用いてモーションを認識する。モーシ
ョン認識（Ｍｏｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ）はモーション入力部１２０を介して
入力されるユーザのモーションに対応する映像（例えば、連続するフレーム）をモーショ
ン認識モジュールを用いて周囲の背景と手（例えば、指を伸ばしたり指を曲げて拳を作る
）領域に分離し、連続する手の動きを認識することができる。ユーザモーションが入力さ
れる場合、制御部１４０は受信された映像をフレーム単位で保存し、保存されたフレーム
を用いてユーザモーションの対象であるオブジェクト（例えば、ユーザの手）を検知する
。制御部１４０は、フレームに含まれたオブジェクトの形態、色、動きのうち、少なくと
もいずれか一つを検知してオブジェクトを検出する。制御部１４０は、複数のフレームに
含まれた各々のオブジェクトの位置を用いて検出されたオブジェクトの動きを追跡するこ
とができる。
【０２５８】
　制御部１４０は、追跡されたオブジェクトの形態及び動きに応じてモーションを判断す
る。例えば、制御部１４０は、オブジェクトの形態の変化、速度、位置、方向のうち、少
なくともいずれか一つを用いてユーザのモーションを判断する。ユーザのモーションは、
手を握るモーションであるグラブ（Ｇｒａｂ）、表示されたカーソルを手で移動させるモ
ーションであるポインティング移動（Ｐｏｉｎｔｉｎｇ　ｍｏｖｅ）、手を一定速度以上
で一方向に動かすモーションであるスラップ（Ｓｌａｐ）、手を左／右または上／下に振
るモーションであるシェイク（Ｓｈａｋｅ）及び手を回転させるモーションである回転を
含む。上述の実施形態以外の他のモーションにも本発明の技術的思想が適用されてよい。
例えば、握られた手を開くスプレッド（Ｓｐｒｅａｄ）モーション等が更に含まれてよい
。
【０２５９】
　制御部１４０は、ユーザのモーションがポインティング移動であるか、スラップである
かを判断するために、オブジェクトが決定された時間（例えば、８００ｍｓ）内に決定さ
れた領域（例えば、４０ｃｍ×４０ｃｍの四角形）から外れているかを判断する。オブジ
ェクトが決定された時間内に決定された領域から外れていない場合、制御部１４０はユー
ザのモーションをポインティング移動と判断してよい。オブジェクトが決定された時間内
に決定された領域から外れている場合、制御部１４０はユーザのモーションをスラップと
判断してよい。別の一例として、オブジェクトの速度が予め設定された速度（例えば、３
０ｃｍ／ｓ）以下であると判断された場合、制御部１４０はユーザのモーションをポイン
ティング移動と判断する。オブジェクトの速度が予め設定された速度超過であると判断さ
れる場合、制御部１４０はユーザのモーションをスラップと判断する。
【０２６０】
　制御部１４０は、上述のように、認識された音声及びモーションを用いて、電子装置１
００のタスク（Ｔａｓｋ）を行う。電子装置１００のタスクは、チャネル変更、音量調節
、コンテンツ（例えば、動画や音楽、写真等）の再生またはインターネットブラウジング
等のように、電子装置１００によって実行可能な機能の少なくとも一つを含む。制御部１
４０が、電子装置１００を制御する具体的な方法については、詳細に後述する。
【０２６１】
　図２は、本発明の別の実施形態に係る電子装置１００の構成を示すブロック図を示す図
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である。図２によると、電子装置１００は、音声入力部１１０と、モーション入力部１２
０と、保存部１３０と、制御部１４０と、放送受信部１５０、外部端子入力部１６０と、
リモコン信号受信部１７０と、ネットワークインターフェース部１８０及び映像出力部１
９０を含む。図２に示された電子装置１００は、セットトップボックス（Ｓｅｔ－ｔｏｐ
　ｂｏｘ）で実現されてよい。
【０２６２】
　一方、図２に示された音声入力部１１０と、モーション入力部１２０と、保存部１３０
及び制御部１４０に対する説明は、図１において説明した音声入力部１１０と、モーショ
ン入力部１２０と、保存部１３０及び制御部１４０に対する説明と同じであるため、詳細
な説明は省略する。
【０２６３】
　放送受信部１５０は、有／無線で外部から放送信号を受信する。放送信号は、映像（Ｖ
ｉｄｅｏ）、オーディオ（Ａｕｄｉｏ）及び付加データ（例えば、ＥＰＧ）を含む。放送
受信部１５０は、地上波放送、ケーブル放送、衛星放送、インターネット放送等のような
多様なソースから放送信号を受信することができる。
【０２６４】
　外部端子入力部１６０は、電子装置１００の外部から映像データ（例えば、動画や写真
等）、オーディオデータ（例えば、音楽等）等を受信する。外部端子１６０は、ＨＤＭＩ
入力端子（Ｈｉｇｈ－Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ　Ｉｎｐｕｔ）、コンポーネント入力端子、ＰＣ入力端子、またはＵＳＢ入力端子の少
なくとも一つを含んでよい。リモコン信号受信部１７０は、外部のリモコンから入力され
るリモコン信号を受信する。リモコン信号受信部１７０は、電子装置１００が音声タスク
モードかモーションタスクモードでも、リモコン信号を受信することができる。ネットワ
ークインターフェース部１８０は、制御部１４０の制御によって電子装置１００と外部装
置（例えば、サーバ）を接続することができる。制御部１４０は、ネットワークインター
フェース部１８０を介して接続された外部装置からアプリケーションをダウンロードした
り、ウェブブラウジングをすることができる。ネットワークインターフェース部１８０は
、イーサネット（Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））、無線ＬＡＮ１８２及びブルートゥー
ス（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））の少なくとも一つを提供することができる。
【０２６５】
　映像出力部１９０は、放送受信部１５０を介して受信される外部の放送信号、または外
部端子入力部１６０で入力される映像データ、または保存部１３０に保存された映像デー
タを外部のディスプレイ装置（例えば、モニタやテレビ）に出力する。
【０２６６】
　図３は、本発明の更に別の実施形態に係る電子装置１００のブロック図を示す図である
。図３に示すように、電子装置１００は、音声入力部１１０と、モーション入力部１２０
と、保存部１３０と、制御部１４０と、放送受信部１５０と、外部端子入力部１６０と、
リモコン信号受信部１７０と、ネットワークインターフェース部１８０と、ディスプレイ
部１９３及びオーディオ出力部１９６を含む。このとき、電子装置１００は、デジタルテ
レビであってよいが、これに限られるものではない。
【０２６７】
　一方、図３において音声入力部１１０と、モーション入力部１２０と、保存部１３０と
、制御部１４０と、放送受信部１５０と、外部端子入力部１６０と、リモコン信号受信部
１７０及びネットワークインターフェース部１８０に対する説明は、図１及び図２で同じ
参照番号を有する構成に対する説明と同様であるため、詳細な説明は省略する。
【０２６８】
　ディスプレイ部１９３は、放送受信部１５０を介して受信された放送信号に対応する映
像を表示する。ディスプレイ部１９３は、外部端子１６０を介して入力される映像データ
（例えば、動画）を表示することができる。ディスプレイ部１９３は、制御部１４０の制
御に応じて音声タスクを行うための音声ガイド情報及びモーションタスクを行うためのモ
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ーションガイド情報を表示することができる。
【０２６９】
　オーディオ出力部１９６は、制御部１４０の制御によって放送信号に対応する音声を出
力する。オーディオ出力部１９６は、スピーカ１９６ａ、ヘッドホン出力端子１９６ｂま
たはＳ／ＰＤＩＦ出力端子１６３ｃの少なくともいずれか一つを含んでよい。一方、保存
部１３０は、図３に示すように、電源制御モジュール１３０ａ、チャネル制御モジュール
１３０ｂ、音量制御モジュール１３０ｃ、外部入力制御モジュール１３０ｄ、画面制御モ
ジュール１３０ｅ、オーディオ制御モジュール１３０ｆ、インターネット制御モジュール
１３０ｇ、アプリケーションモジュール１３０ｈ、検索制御モジュール１３０ｉ、ＵＩ処
理モジュール１３０ｊ、音声認識モジュール１３０ｋ、モーション認識モジュール１３０
ｌ、音声データベース１３０ｍ及びモーションデータベース１３０ｎを含む。これらのモ
ジュール（１３０ａないし１３０ｎ）は、それぞれ、電源制御機能、チャネル制御機能、
音量制御機能、外部入力制御機能、画面制御機能、オーディオ制御機能、インターネット
制御機能、アプリケーション実行機能、検索制御機能、ＵＩ処理機能を行うためにソフト
ウェアで実現されてよい。制御部１４０は、保存部１３０に保存されたこれらのソフトウ
ェアを実行させて当該機能を行うことができる。
【０２７０】
　制御部１４０は、音声認識モジュール１３０ｋを介してユーザ音声を認識すると、遠隔
制御装置によって制御可能なタスクの中で認識されたユーザ音声に対応する音声タスクを
行う。制御部１４０は、モーション認識モジュール１３０ｌを介してユーザモーションを
認識すると、遠隔制御装置で制御可能なタスクの中で認識されたユーザモーションに対応
するモーションタスクを行う。このとき、音声タスク及びモーションタスクは、前記遠隔
制御装置に備えられたボタン別で区分されてマッピングされている。
【０２７１】
　ここで、音声タスクとは、音声認識モジュールを介して認識された音声に応じて制御可
能なタスクのことを意味する。一例として、音声タスクで電子装置１００の電源制御、チ
ャネルショートカット、サウンドオフ、外部端子変更、音量レベル指定、文字入力及び映
像再生／停止機能の少なくともいずれか一つが含まれてよい。即ち、ユーザが音声で発話
可能な名称または識別子を有する各種タスクまたは文字入力が要求されるタスクが音声タ
スクに設定されてよい。
【０２７２】
　なお、モーションタスクとは、モーション認識モジュールを介して認識されたモーショ
ンに応じて制御可能なタスクのことを意味する。一例として、モーションタスクでチャネ
ルザッピング、音量レベル調節、画面ナビゲーション、スライドバーコントロール及びカ
ーソルポインティング等が含まれてよい。即ち、ユーザモーションの種類及び方向等に応
じて段階的に制御可能な各種タスク及びカーソルが使われるタスクがモーションタスクに
設定されてよい。
【０２７３】
　音声認識モジュールを介してユーザの音声が認識される場合、制御部１４０はユーザの
音声に含まれた発話内容に直接的に対応する音声タスクを行う。
【０２７４】
　例えば、制御部１４０は、ユーザが発話した音声の中でチャネル識別子を認識する。チ
ャネル識別子は、チャネルを区分するための識別子として、チャネル名、チャネル番号、
番組名の少なくともいずれか一つを含んでよい。
【０２７５】
　上述のように、保存部１３０に音声データベースが保存されている場合、制御部１４０
は、音声データベースを用いて認識されたチャネル識別子に対応するチャネルへショート
カットを行うことができる。即ち、ユーザが“１１”と発話した場合、制御部１４０は音
声データベースに“１１”に該当する音声タスクが記録されているかを確認する。このと
き、“１１”に該当する音声タスクが１１番チャネルを選局するようにするチャネルショ
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ートカット機能であれば、制御部１４０は１１番チャネルにショートカット動作を行う。
【０２７６】
　なお、モーション認識モジュールを介してユーザのモーションが認識される場合、制御
部１４０はユーザのモーションの方向に応じてユーザのモーションに対応するモーション
タスクを行う。
【０２７７】
　例えば、上方へのスラップ動作がモーション認識モジュールを介して認識される場合、
制御部１４０はモーションデータベースから上方へのスラップモーションに対応するモー
ションタスクを確認し、現在のチャネルを基準に予め設定された番号（例えば、１）分だ
け増加したチャネルに変更するチャネルザッピングを行うことができる。なお、下方への
スラップ動作がモーション認識モジュールを介して認識される場合、制御部１４０はモー
ションデータベースから下方へのスラップモーションに対応するモーションタスクを確認
し、現在ディスプレイ中のチャネルを基準に予め設定された番号（例えば、１）分だけ減
少したチャネルに変更するチャネルザッピングを行うことができる。
【０２７８】
　一方、音声タスク及びモーションタスクは、図４及び図５に示すように、遠隔制御装置
に備えられたボタン別に区分されてマッピングされてよい。
【０２７９】
　図４は、少なくとも一つの音声タスクを行うための命令語に対応する遠隔制御装置のボ
タンを示している。即ち、音声入力が認識された場合に行われるタスクは、遠隔制御装置
のボタンの一つによって行われるタスクに対応してよい。例えば、図４に示すように、遠
隔制御装置の電源ボタン４０１によって行われるタスクは、“呼び出し語（例えば、ジニ
）”または“電源”という音声が認識された場合に行われるタスクに対応する。これによ
り、外部入力ボタン４０２は、“外部入力”という音声に対応する。なお、数字ボタン４
０３は発話した数字に対応する。なお、前のチャネルボタン４０４は“前のチャネル”と
いう音声に対応する。なお、サウンドオフ（Ｍｕｔｅ）ボタン４０５は、“サウンドオフ
”または“サウンドオン”という音声に対応する。なお、チャネルリストボタン４０６は
、“チャネルリスト”という音声に対応する。なお、スマートハブ／メニュー／検索／簡
単メニュー／情報表示ボタン４０７、終了ボタン４０９と、ソーシャルネットワーク／３
Ｄ映像提供ボタン４１０と、ヘルプボタン４１１及び再生／一時停止／停止／録画ボタン
（４１２）は、それぞれのボタン名称に該当する音声に対応する。
【０２８０】
　図５は、少なくとも一つのモーションタスクを行うためのモーションに対応する遠隔制
御装置のボタンを示している。即ち、モーション入力が認識された場合に行われるタスク
は、遠隔制御装置のボタンの一つによって行われるタスクに対応してよい。例えば、図５
に示すように、音量アップ／ダウンボタン及びチャネルアップ／ダウンボタン４２１によ
って行われるタスクは、上－下－左－右へのスラップモーションが認識された場合に行わ
れるタスクに対応する。これにより、上、下、左、右方向ボタン４２２は、上－下－左－
右へのスラップモーションに対応する。なお、選択ボタン４２３は、グラブモーションに
対応する。なお、機能ボタン４２５は、ＯＳＤにキーガイドがある場合、当該キーのポイ
ンティングモーションに対応する。
【０２８１】
　このとき、音声タスク及び前記モーションタスクの各々は、互いに異なるタスクの結合
なしに単独で電子装置１００の設定を変更することができる。即ち、音声タスクは、音声
認識モジュール１３０ｋによって認識されたユーザ音声を用いて電子装置１００の設定を
変更することができ、モーションタスクはモーション認識モジュール１３０ｌによって認
識されたユーザモーションを用いて電子装置１００の設定を変更することができる。
【０２８２】
　制御部１４０は、音声認識モジュール１３０ｋ及びモーション認識モジュール１３０ｌ
のいずれか一つを介してユーザ音声及びユーザモーションのいずれか一つを認識する。そ
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して、音声認識モジュール１３０ｋを介してユーザ音声が認識されると、制御部１４０は
コンテンツ識別子がそれぞれ付与された複数のコンテンツのうち、認識されたユーザ音声
に対応するコンテンツ識別子が付与されたコンテンツを実行する。そして、モーション認
識モジュール１３０ｌを介してユーザのモーションが認識されると、制御部１４０はユー
ザのモーションの方向に対応して複数のコンテンツを変更する。
【０２８３】
　ここで、コンテンツは放送コンテンツであってよい。特に、音声認識モジュール１３０
ｋを介してユーザ音声が認識されると、制御部１４０は現在の放送チャネルで放送チャネ
ル識別子がそれぞれ付与された複数の放送チャネルのうち、認識されたユーザ音声に対応
する放送チャネル識別子が付与された放送チャネルに変更する。このとき、チャネル識別
子は、チャネル番号、チャネル名及び番組名の少なくともいずれか一つを含んでよい。
【０２８４】
　そして、モーション認識モジュール１３０ｌを介してユーザのモーションが認識される
と、制御部１４０はユーザのモーションの方向に対応するように複数の放送チャネルを段
階的に変更する。このとき、ユーザモーションはスラップを含んでよい。例えば、認識さ
れたユーザモーションが上方へのスラップモーションであれば、制御部１４０は現在出力
される放送のチャネル番号より予め設定された番号分だけ増加したチャネルに変更される
ようにチャネルザッピングを行う。そして、認識されたユーザモーションが下方へのスラ
ップモーションであれば、制御部１４０は現在出力される放送のチャネル番号より予め設
定された番号分だけ減少したチャネルに変更されるようにチャネルザッピングを行う。
【０２８５】
　ここで、コンテンツは映像コンテンツ、音楽コンテンツ及び写真コンテンツのいずれか
一つであってよい。コンテンツが、映像コンテンツ、音楽コンテンツ及び写真コンテンツ
のいずれか一つであれば、コンテンツ識別子はコンテンツの名前であってよい。
【０２８６】
　なお、コンテンツが映像コンテンツ、音楽コンテンツ及び写真コンテンツのいずれか一
つであれば、ユーザのモーションはスラップを含んでよい。例えば、認識されたユーザモ
ーションが右方へのスラップモーションであれば、制御部１４０は、再生されるための複
数のコンテンツを含むコンテンツリストで現在出力されるコンテンツの次の順に出力され
るコンテンツに変更し、認識されたユーザモーションが左方へのスラップであれば、制御
部１４０はコンテンツリストで現在出力されるコンテンツの前の順に出力されるコンテン
ツに変更してよい。
【０２８７】
　音声認識モジュール１３０ｋを介して音声開始命令が認識されると、制御部１４０は電
子装置１００のモードを音声認識モジュール１３０ｋを介して認識されたユーザ音声によ
って電子装置１００が制御される音声タスクモードに切り替える。モーション認識モジュ
ール１３０ｌを介してモーション開始命令が認識されると、制御部１４０は電子装置１０
０のモードをモーション認識モジュール１３０ｌを介して認識されたユーザモーションに
よって電子装置１００が制御されるモーションタスクモードに切り替える。
【０２８８】
　具体的に、制御部１４０は、遠隔制御装置（例えば、リモコン）によって制御されるリ
モコンモード、音声によって制御される音声タスクモード、モーションによって制御され
るモーションタスクモードのいずれか一つで動作してよい。制御部１４０は、他モードを
開始するための開始命令が入力されると、当該モードに切り替えてよい。
【０２８９】
　制御部１４０は、リモコンモードまたはモーションタスクモード下で、音声認識モジュ
ールを介して音声開始命令（Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｖｏｉｃｅ）が認識されると、電子装置１
００のモードを音声タスクモードに切り替える。ここで、音声開始命令は、音声タスクモ
ードに移行する動作にマッチする単語が含まれた命令である。例えば、“ジニ”という単
語が音声開始命令に設定された場合なら、制御部１４０は“ジニ”が認識された際、電子
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装置１００のモードを音声タスクモードに切り替える。このような音声開始命令に関する
単語は、ユーザが電子装置１００の環境設定モードを通じて直接変更してよく、電子装置
１００の製造時にデフォルトで定義された固定命令語であってよい。
【０２９０】
　音声タスクモードで動作する間、制御部１４０は音声データベースを用いてユーザが発
話した音声に含まれた単語に対応する音声タスクを行う。
【０２９１】
　制御部１４０は、通常モードに復帰するための開始命令やモード解除命令、モーション
タスクモードに切り替えるためのモーション開始命令が認識されるまでには音声タスクモ
ードを維持することができる。または、音声タスクモードに切り替えた後、予め設定され
た時間（例えば、５分）以上何の音声も認識されていない場合、制御部１４０は自動的に
リモコンモードに復帰してよい。
【０２９２】
　制御部１４０は、通常モードまたは音声タスクモード下で、モーション認識モジュール
介してモーション開始命令（Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｍｏｔｉｏｎ）が認識される場合には、モ
ーションタスクモードに切り替えてよい。ここで、モーション開始命令とは、モーション
タスクモードに移行するために予め設定されたモーションである。例えば、手を左右方向
に３～４回振るモーションがモーション開始命令に設定されていれば、このようなモーシ
ョンが認識された際、制御部１４０は電子装置１００のモードをモーションタスクモード
に切り替える。このようなモーション開始命令に関するモーションは、ユーザが電子装置
１００の環境設定モードを通じて直接変更してよく、電子装置１００の製造時にデフォル
トで定義された固定モーションであってよい。
【０２９３】
　モーションタスクモードで動作する間、制御部１４０はモーションデータベースを用い
てユーザのモーションに対応するモーションタスクを行う。
【０２９４】
　制御部１４０は、リモコンモードに復帰するための開始命令やモード解除命令、音声タ
スクモードに切り替えるための音声開始命令が認識されるまでにはモーションタスクモー
ドを維持することができる。または、モーションタスクモードに切り替えた後、予め設定
された時間（例えば、５分）以上何のモーションも認識されていない場合、制御部１４０
は自動的に通常モードに復帰してよい。
【０２９５】
　制御部１４０は、音声認識をガイドするための音声アイテムが含まれた音声ガイド情報
及びモーション認識をガイドするためのモーションアイテムが含まれたモーションガイド
情報のいずれか一つをディスプレイする。そして、音声ガイド情報に含まれた音声アイテ
ムに対応する命令語の一つが認識されると、制御部１４０は認識された命令語に対応する
音声タスクを行う。そして、モーションガイド情報に含まれたモーションアイテムに対応
するモーションの一つが認識されると、制御部１４０は認識されたモーションに対応する
モーションタスクを行う。
【０２９６】
　具体的に、制御部１４０は音声認識モジュール１３０ｋを介して音声開始命令が認識さ
れた場合、ユーザの音声によって制御可能な音声タスクに対する音声アイテムがディスプ
レイされるように処理することができる。音声アイテムには、各種音声タスクに対応する
命令語が表示されてよい。これにより、ユーザがある命令語を発話すると、どのような音
声タスクが行われるかを容易に認識することができ、ユーザは音声タスクをより便利に行
うことができるようになる。
【０２９７】
　なお、制御部１４０は、モーション認識モジュール１３０ｌを介してモーション開始命
令が認識された場合、ユーザのモーションによって制御可能なモーションタスクに対する
モーションアイテムがディスプレイされるようにする。モーションアイテムには、各種モ
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ーションタスクに対応するモーションが表示されてよい。これにより、ユーザのあるモー
ションをとると、どのようなモーションタスクが行われるかを容易に認識することができ
、ユーザはモーションタスクをより便利に行うことができるようになる。
【０２９８】
　このような音声アイテムまたはモーションアイテムは、ディスプレイ画面の同じ領域（
例えば、画面の下段）にディスプレイされてよい。なお、音声アイテムまたはモーション
アイテムがディスプレイされる領域は、ディスプレイされる映像とオーバーラップされて
よい。しかし、それは一実施形態に過ぎず、他の位置及び方法によって音声アイテム及び
モーションアイテムがディスプレイされてよい。例えば、音声アイテムまたはモーション
アイテムは、ディスプレイ画面の右側または左側にディスプレイされてよい。
【０２９９】
　電子装置１００のタスクは、ユーザの音声によって制御される音声タスク及びユーザの
モーションによって制御されるモーションタスクを以下の表１にように区分することがで
きる。
【０３００】
【表１】

　表１に示す音声タスクは、音声開始命令によって実行される音声タスクモードで行われ
てよく、表１に示されたモーションタスクはモーション開始命令によって実行されるモー
ションタスクモードで行われてよい。
【０３０１】
　以下では、図６ないし図３２を参照して、ユーザの音声によって制御される音声タスク
について説明し、図３３ないし図５８を参照して、ユーザのモーションによって制御され
るモーションタスクについて説明する。
【０３０２】
　図６及び図７は、本発明の一実施形態に係る音声認識を用いた電源オンを説明するため
の図である。図６に示すように、映像が出力されてはいないが、音声入力部１１０及び制
御部１４０には電源が供給される待ち受けモードで音声認識モジュール１３０ｋを介して
“電源オフ”が認識された場合、電子装置１００は図７に示すように、電源がオンされる
。
【０３０３】
　図８ないし図１０は、本発明の一実施形態に係る音声認識を用いた電源オフを説明する
ための図である。図８に示すように、音声タスクモードに移行してディスプレイ画面の下
段に音声ガイド情報がディスプレイされ、音声認識モジュール１３０ｋを介して音声アイ
テム８１１に対応する“電源オフ”が認識された場合、電子装置１４０は、図９に示すよ
うに、音声ガイド情報に電子装置１００の電源をオフにするか否かをもう一度確認するガ
イド領域９２０をディスプレイする。音声認識モジュール１３０ｋを介して音声アイテム
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９２２に対応する“はい”が認識された場合、電子装置１００は図１０に示すように、電
源をオフとする。
【０３０４】
　図１１及び図１２は、本発明の一実施形態に係る音声認識を用いたスマート電源オンを
説明するための図である。ここで、スマート電源オンは電子装置１００の電源がオンとな
ると同時にユーザが望むチャネルに直ちに変更される機能である。図１１に示すように、
映像が出力されてはいないが、音声入力部１１０及び制御部１４０には、電源が供給され
る待ち受けモードで音声認識モジュール１３０ｋを介して“ジニ”と“チャネル６”が連
続して認識された場合、電子装置１００は、図１２に示すように、電源をオンとし、６番
チャネルをディスプレイする。
【０３０５】
　図１３ないし図１６は、本発明の一実施形態に係るチャネル番号が含まれた音声認識を
用いたチャネルショートカットを説明するための図である。図１３に示すように、音声タ
スクモードに移行してディスプレイ画面の下段に音声ガイド情報がディスプレイされ、音
声認識モジュール１３０ｋを介して音声アイテム８１２に対応する“チャネル”が認識さ
れた場合、図１４に示すように、電子装置１００はディスプレイ画面の下段の音声ガイド
情報にチャネル番号とチャネル名をガイドするガイド領域８３０をディスプレイする。ガ
イド領域８３０がディスプレイされ、音声認識モジュール１３０ｋを介して“なな”とい
う音声が認識された場合、図１６に示すように、電子装置１００はチャネル７番が選局さ
れるようにチャネル変更する。
【０３０６】
　音声認識モジュール１３０ｋを介して認識された“なな”を含んでいたり、“なな”と
類似する候補群がある場合、図１５に示すように、電子装置１００は音声候補群リスト１
１００及び音声候補群の入力方法をガイドする候補群選択ガイド１５１０をディスプレイ
する。
【０３０７】
　音声候補群リスト１１００がディスプレイされ、音声認識モジュール１３０ｋを介して
候補群リストの１番アイテム１１０１に対応する“１番”が認識された場合、電子装置１
００は図１６に示すように、７番チャネルが選局されるようにする。
【０３０８】
　図１７ないし図２０は、本発明の一実施形態に係るチャネル名が含まれた音声認識を用
いたチャネルショートカットを説明するための図である。図１７に示すように、音声タス
クモードに移行してディスプレイ画面の下段に音声ガイド情報がディスプレイされ、音声
認識モジュール１３０ｋを介して音声アイテム８１２に対応する“チャネル”が認識され
た場合、図１８に示すように、電子装置１００は音声ガイド情報にチャネル番号とチャネ
ル名をガイドするガイド領域８３０をディスプレイする。ガイド領域８３０がディスプレ
イされ、音声認識モジュール１３０ｋを介して“エムビーシー”という音声が認識された
場合、電子装置１００は、図２０に示すように、“エムビーシー”というチャネル名を有
する１１番チャネルが選局されるようにする。
【０３０９】
　音声認識モジュール１３０ｋを介して認識された“エムビーシー”を含んでいたり、“
エムビーシー”と類似する候補群がある場合、図１９に示すように、電子装置１００は音
声候補群リスト１９００及び音声候補群の入力方法をガイドする候補群選択ガイド１９１
０をディスプレイする。音声候補群リスト１９００がディスプレイされ、音声認識モジュ
ール１３０ｋを介して候補群リスト１９００に含まれた１番１９１０に対応する音声であ
る“１１番”が認識された場合、図２０に示すように、電子装置１００は“エムビーシー
”というチャネル名を有する１１番チャネルが選局されるようにする。
【０３１０】
　図２１ないし図２３は、本発明の一実施形態に係る音声認識を用いたサウンドオフ（Ｍ
ｕｔｅ）を説明するための図である。図２１に示すように、ディスプレイ画面の下段に音
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声ガイド情報がディスプレイされ、音声認識モジュール１３０ｋを介して音声アイコン８
１３に対応する“サウンドオフ”が認識された場合、電子装置１００は、オーディオ出力
部１９６を制御してオーディオが出力されないようにする。なお、図２２に示すように、
電子装置１００はディスプレイ画面にサウンドオフアイコン２２００をディスプレイする
。なお、このとき、ガイド領域１２１０にはサウンドオフ８１３の命令語の代わりにサウ
ンドオン２２１３の命令語がディスプレイされる。
【０３１１】
　音声認識モジュール１３０ｋを介して“サウンドオン”が認識された場合、電子装置１
００は、オーディオ出力部１９６でサウンドオフ前の音量レベルにオーディオが出力され
るようにする。なお、図２３に示すように、電子装置１００はディスプレイ画面にサウン
ドオフアイコン２２００を削除する。
【０３１２】
　図２４ないし図２６は、本発明の一実施形態に係る音声認識を用いた外部入力変更を説
明するための図である。図２４に示すように、音声タスクモードに移行してディスプレイ
画面の下段に音声ガイド情報がディスプレイされ、音声認識モジュール１３０ｋを介して
音声アイテム８１４に対応する“外部入力”が認識された場合、図２５に示すように、電
子装置１００は外部入力リスト２５００及び外部入力選択をガイドするガイド２５１０を
ディスプレイする。このとき、外部入力リスト２５００には外部端子入力部１６０に接続
された外部端子であるＵＳＢ外部端子、ＡＶ１外部端子、ＰＣ外部端子は鮮明に表示され
、接続されていない外部端子である“ＨＤＭＩ　１”及び“ＨＤＭＩ　２”は薄く表示さ
れる。外部入力リスト２５００がディスプレイされ、ユーザの音声モジュール１３０ｋを
介して“ピーシー”が認識された場合、電子装置１００は図２６に示すように、ディスプ
レイ画面を外部入力“ＰＣ”と接続された状態に変更する。
【０３１３】
　図２７ないし図２９は、本発明の一実施形態に係る発話対象名称が明確な機能実行タス
クを説明するための図である。図２７に示すように、スマート機能（例えば、インターネ
ット接続、アプリケーション実行、動画再生、音楽鑑賞等）を行うためのコンテンツリス
トをディスプレイするユーザ命令が入力される場合、スマートハブ２７００がディスプレ
イされる。スマートハブ２７００は、電子装置１００からサポートする機能の中心となる
ＵＩであり、電子装置１００からサポートする複数の機能（例えば、ビデオを見る、音楽
を聴く、インターネット接続等）に対応する短縮アイコンが表示されるＵＩである。なお
、スマートハブ２７００は、電子装置１００の保存部１３０に保存されたコンテンツ（例
えば、フォトや音楽、ビデオ等）に対応する短縮アイコン及び外部と接続可能なアプリケ
ーション（例えば、インターネットブラウザ等）に対応する短縮アイコンが表示されるＵ
Ｉである。
【０３１４】
　音声タスクモードに移行するために音声認識モジュール１３０ｋを介して“ジニ”が認
識される場合、電子装置１００は図２８に示すように、ディスプレイ画面の下段に音声Ｇ
ＵＩを生成し、音声タスクモードに移行する。このとき、音声タスクモードに移行される
場合、電子装置１００はスマートハブ２７００でユーザの音声によって選択可能な短縮ア
イコンを表示できるように、スマートハブ２７００の短縮アイコンの名前に下線を引く。
【０３１５】
　図２８に示すように、音声ガイド情報がディスプレイされ、音声認識モジュール１３０
ｋを介して“ユアビデオ”というユーザの音声が認識される場合、電子装置１００は、図
２９に示すように、スマートハブ２７００の“ユアビデオ”に含まれた動画を実行させる
。ここで、“ユアビデオ”に含まれた動画が１つである場合には、動画が直ちに実行され
、“ユアビデオ”に含まれた動画が複数である場合には、“ユアビデオ”に含まれた動画
リストを表示する。
【０３１６】
　図３０ないし図３２は、本発明の一実施形態に係る音声認識を用いて映像再生機能及び
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映像停止機能を説明するための図である。図３０に示すように、映像（例えば、保存部１
３０に保存された動画）が再生され、音声タスクモードに移行するために音声認識モジュ
ール１３０ｋを介して“ジニ”が認識される場合、図３１に示すように、電子装置１００
は、音声タスクモードに移行し、音声ガイド情報をディスプレイ画面の下段にディスプレ
イする。
【０３１７】
　音声ガイド情報がディスプレイされた状態で、音声認識モジュール１３０ｋを介して“
一時停止”が認識される場合、電子装置１００が現在再生される映像を一時停止し、図３
２に示すように、ディスプレイ画面に一時停止アイコンをディスプレイし、映像を一時停
止する。音声認識モジュール１３０ｋを介して“再生”が認識される場合、図３１に示す
ように、電子装置１００は一時停止された映像を再び再生する。
【０３１８】
　一方、映像再生中には、音声ガイド情報に一時停止／停止命令語が表示されてよく、映
像一時停止中には音声ガイド情報に再生命令語が表示されてよい。
【０３１９】
　上述のように、音声認識モジュール１３０ｋを介して認識されたユーザの音声によって
制御される音声タスクは発話可能な識別子が付与されたタスクまたは文字入力が必要なタ
スクとして、ユーザは音声を通じて音声タスクをより容易にかつ便利に制御することがで
きるようになる。
【０３２０】
　図３３及び図３４は、本発明の一実施形態に係るモーション認識を用いたチャネルザッ
ピングを説明するための図である。図３３に示すように、モーションタスクモードに移行
してディスプレイ画面の下段にモーションガイド情報がディスプレイされ、モーション認
識モジュール１３０ｌを介してモーションアイテム３３１３に対応するユーザの手が右方
に移動するスラップモーションが認識される場合、電子装置１００は、図３４に示すよう
に、現在のチャネル（６番）に１チャネルが増加した次のチャネル（７番）が選局される
ようにする。逆に、図３４に示すように、７番チャネルがディスプレイされ、モーション
認識モジュール１３０ｌを介してモーションアイテム３３１３に対応するユーザの手が現
在の位置から左方に移動するスラップモーションが認識される場合、電子装置１００は、
図３３に示すように、現在のチャネル（７番）に１チャネルが減少した前のチャネル（６
番）が選局されるようにする。
【０３２１】
　図３５ないし図３７は、本発明の一実施形態に係るモーション認識を用いた音量レベル
調節を説明するための図である。図３５に示すように、モーションタスクモードに移行し
てディスプレイ画面の下段にモーションガイド情報がディスプレイされ、モーション認識
モジュール１３０ｌを介してモーションアイテム３３１２に対応するユーザの手が上方に
移動するスラップモーションが認識される場合、電子装置１００は、図３６に示すように
、音量レベルを表示する音量レベル調節バー３６００をディスプレイし、現在の音量レベ
ル（９）から１レベル増加した次のレベルの音量（１０）を出力する。音量レベル調節バ
ー３６００がディスプレイされた後、予め設定された時間（例えば、５秒）以上ユーザの
モーションが認識されていない場合、電子装置１００は、図３７に示すように、音量レベ
ル調節バー３６００をディスプレイ画面から除去し、調節された音量レベルに応じてオー
ディオを出力する。
【０３２２】
　図３８ないし図４１は、本発明の一実施形態に係るユーザのポインティング動作を用い
たチャネル変更を説明するための図である。図３８に示すように、ユーザがチャネルを選
択するためにチャネルリスト３８００の生成命令（例えば、リモコンのチャネルリストボ
タン）を入力してディスプレイ画面にチャネルリスト３８００がディスプレイされ、モー
ションタスクモードに移行するためにモーション認識モジュール１３０ｌを介して手を３
～４回振るモーションが認識される場合、図３９に示すように、電子装置１００はカーソ
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ル３９１０を生成し、モーションガイド情報をディスプレイ画面の下段にディスプレイす
る。
【０３２３】
　モーションガイド情報がディスプレイされ、カーソル３９１０を移動させるためにモー
ション認識モジュール１３０ｌを介して現在の手の位置から左下方に移動させるモーショ
ンが認識される場合、図４０に示すように、電子装置１００はカーソル２０１０をモーシ
ョンに応じて移動させて“１１－１　ＭＢＣ”に位置させる。
【０３２４】
　モーション認識モジュール１３０ｌを介してモーションアイテム３３１４に対応するグ
ラブモーションが認識される場合、図４１に示すように、電子装置１００は“１１－１　
ＭＢＣ”を選局して“チャネル１１－１　ＭＢＣ”をディスプレイする。
【０３２５】
　図４２ないし図４５は、本発明の一実施形態に係るユーザのポインティング動作を用い
たアプリケーションの実行を説明するための図である。図４２に示すように、ディスプレ
イ画面にスマートハブがディスプレイされ、モーションタスクモードに移行するためにモ
ーション認識モジュール１３０ｌを介して手を３～４回振るシェイクモーションが認識さ
れる場合、図４３に示すように、電子装置１００はカーソル４３０５を生成して表示し、
モーションガイド情報４３１０をディスプレイ画面の下段にディスプレイする。
【０３２６】
　モーション認識モジュール１３０ｌを介して現在の手の位置から右下方に移動させるモ
ーションが認識される場合、図４４に示すように、電子装置１００はカーソル４３０５を
モーションに応じて移動させて“ＡＰＰ　２”に位置させる。
【０３２７】
　モーション認識モジュール１３０ｌを介してモーションアイテム４３１１に対応するグ
ラブモーションが認識される場合、図４５に示すように、電子装置１００は“ＡＰＰ　２
”を実行する。このとき、電子装置１００は、図４５に示すように、スマートハブが現れ
る画面の代わりに選択されたアプリケーションを実行する画面を出力してよい。しかし、
これは一実施形態に過ぎず、電子装置１００は、スマートハブ内にスマートハブより小さ
い画面でアプリケーションを実行することができる。
【０３２８】
　図４６ないし図４８は、本発明の一実施形態に係るユーザのモーションを用いたスマー
トハブのアプリケーション表示領域におけるナビゲーションを説明するための図である。
図４６に示すように、ディスプレイ画面にスマートハブがディスプレイされ、モーション
タスクモードに移行するためにモーション認識モジュール１３０ｌを介して手を３～４回
振るモーションが認識される場合、図４７に示すように、電子装置１００はカーソル４７
１０を生成し、モーションガイド情報をディスプレイ画面の下段にディスプレイする。
【０３２９】
　カーソル４７１０がナビゲーションが可能な領域（例えば、左右移動方向キー４７１３
、４７１６が表示された領域）に位置し、モーション認識モジュール１０３ｌを介して現
在の手の位置から右方に移動されるスラップが認識される場合、図４８に示すように、電
子装置１００はカーソル４７１０が位置したアプリケーション表示領域４７２０を左方に
移動させる。
【０３３０】
　図４９ないし図５２は、本発明の一実施形態に係るモーション認識を用いた対象名称が
明確でないアイコンの実行を説明するための図である。図４９に示すように、ディスプレ
イ画面にウェブページ画面がディスプレイされ、モーションタスクモードに移行するため
にモーション認識モジュール１３０ｌを介して手を３～４回振るモーションが認識される
場合、図５０に示すように、電子装置１００はカーソル５００５を生成し、モーションガ
イド情報５０１０をディスプレイ画面の下段にディスプレイする。
【０３３１】
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　カーソル５００５を移動させるためにモーション認識モジュール１３０ｌを介して現在
の手の位置を左上方に移動させるモーションが認識される場合、電子装置１００は、図５
１に示すように、カーソル５００５をモーションに応じて“ブックマークアイコン４９１
０”に位置する。
【０３３２】
　モーション認識モジュール１３０ｌを介してグラブが認識される場合、図５２に示すよ
うに、電子装置１００は現在のディスプレイ画面上にウェブページをブックマークしたこ
とを示すブックマーク５２２０を表示する。
【０３３３】
　図５３ないし図５５は、本発明の一実施形態に係るモーション認識を用いた再生コント
ロールタスクを説明するための図である。図５３に示すように、コンテンツ映像（例えば
、保存部１３０に保存された動画または外部から受信された動画）がディスプレイ画面に
ディスプレイされ、モーションタスクモードに移行するために、モーション認識モジュー
ル１３０ｌを介して手を３～４回振るモーションが認識される場合、図５４に示すように
、電子装置１００は再生コントロールバー５４１０を生成し、モーションガイド情報をデ
ィスプレイ画面の下段にディスプレイする。このとき、再生コントロールバー５４１０は
、モーション開始命令が認識される場合、ディスプレイ画面に表示される。なお、再生コ
ントロールバー５４１０は別途のユーザ入力（例えば、リモコンボタン）がある場合、デ
ィスプレイ画面に表示されてよい。
【０３３４】
　モーション認識モジュール１３０ｌを介して左方へのスラップモーションが認識される
場合、図５５に示すように、電子装置１００は現在の映像で予め設定された時間（例えば
、１０分）だけ後へ移動して、再生する。このとき、予め設定された時間は、環境設定を
通じて変更されてよい。
【０３３５】
　図５６ないし図５８は、本発明の一実施形態に係る更に別のモーション認識を用いた再
生コントロールタスクを説明するための図である。図５６に示すように、映像（例えば、
保存部１３０に保存された動画または外部から受信された動画）がディスプレイ画面にデ
ィスプレイされ、モーションタスクモードに移行するためにモーション認識モジュール１
３０ｌを介して手を３～４回振るモーションが認識される場合、図５７に示すように、電
子装置１００は再生コントロールバー５７１０を生成し、モーションガイド情報をディス
プレイ画面の下段にディスプレイする。このとき、再生コントロールバー５７１０を生成
し、モーションガイド情報をディスプレイ画面の下段にディスプレイする。このとき、再
生コントロールバー５７１０はモーション開始命令が認識される場合、ディスプレイ画面
に表示される。なお、再生コントロールバー５７１０は、別途のユーザ入力（例えば、リ
モコンボタン）がある場合、ディスプレイ画面を通じて表示されてよい。
【０３３６】
　モーション認識モジュール１３０ｌを介してグラブモーションが認識される場合、電子
装置１００は現在の再生位置を示すアイコン５７１５を選択し、その後、モーション認識
モジュール１３０ｌを介して左方への移動モーションが認識される場合、電子装置１００
は左方への移動モーションに対応する時間分だけ後へ移動して再生する。そして、アイコ
ン５７１５も左方への移動モーションに対応する分だけ後へ移動される。モーション認識
モジュール１３０ｌを介してグラブが解除（例えば、手を開くスプレッド（Ｓｐｒｅａｄ
）動作）される場合、図５８に示すように、電子装置１００は、後へ移動した時点から映
像を再び再生する。しかし、これは一実施形態に過ぎず、グラブの後、右方への移動モー
ションが認識される場合、電子装置１００は右方への移動モーションに対応する時間だけ
前へ移動して再生する。そして、アイコン５７１５も右方への移動モーションに対応する
分だけ前へ移動される。
【０３３７】
　上述のように、モーション認識モジュール１３０ｌを介して認識されたユーザのモーシ
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ョンによって制御されるモーションタスクは設定値が段階的に変更されるタスクまたはカ
ーソルが用いられるタスクとして、ユーザはモーションを通じてモーションタスクをより
容易にかつ便利に制御できるようになる。
【０３３８】
　図５９及び図６０は、本発明の一実施形態に係る全タスクをモーションタスク及び音声
タスクに区分して制御する電子装置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【０３３９】
　図５９は、本発明の一実施形態に係る電子装置１００の制御方法を説明するためのフロ
ーチャートである。まず、電子装置１００は、ユーザの音声またはモーションを認識する
（Ｓ５９１０）。ユーザ音声はマイクを通じて入力されて音声認識モジュールによって認
識されてよく、ユーザモーションはカメラによって撮像されてモーション認識モジュール
によって認識されてよい。
【０３４０】
　このように、電子装置１００は、音声認識モジュール及びモーション認識モジュールの
いずれか一つを通じてユーザ入力が認識されると（Ｓ５９１０）、受信されたユーザ入力
によって音声タスク及びモーションタスクのいずれか一つを行う（Ｓ５９２０）。このと
き、音声タスクは、電子装置１００を制御するためのタスクのうち、ユーザの音声に対応
する識別子を含むタスクであり、モーションタスクは電子装置１００を制御するためのタ
スクのうち、ユーザのモーションのい方向に応じて段階的に行われるタスクである。
【０３４１】
　上述の方法のように、ユーザは音声及びモーションを併せて使用して、より効果的に電
子装置１００を制御することができるようになる。
【０３４２】
　図６０は、本発明の一実施形態に係る電子装置１００の制御方法を説明するためのフロ
ーチャートである。まず、電子装置１００は、音声認識モジュール及びモーション認識モ
ジュールのいずれか一つを通じて開始命令を認識する（Ｓ６００５）。このとき、開始命
令には音声認識モジュールを通じて認識された音声開始命令またはモーション認識モジュ
ールを通じて認識されたモーション開始命令が含まれる。
【０３４３】
　このとき、認識された開始命令が音声開始命令であれば（Ｓ６０１０－Ｙ）、電子装置
１００は、電子装置１００のモードを音声タスクモードに切り替える（Ｓ６０１５）。こ
のとき、音声タスクモードは、音声認識モジュールを通じて認識されたユーザの音声によ
ってタスクが行われるモードである。
【０３４４】
　音声タスクモードに切り替えられる場合、電子装置１００は音声アイテムを含む音声ガ
イド情報を生成する（Ｓ６０２０）。例えば、図６１に示すように、音声タスクを行うた
めの音声アイテムが含まれた音声ガイド情報が表示される。
【０３４５】
　音声タスクモードに切り替えられた状態で、電子装置１００はユーザの音声が認識され
ているか否かを判断し（Ｓ６０３０）、ユーザの音声が認識されていると判断される場合
（Ｓ６０３０－Ｙ）、電子装置１００は認識されたユーザの音声に対応する音声タスクを
行う（Ｓ６０３５）。例えば、図６ないし図３２において説明したような音声タスクを行
うことができる。
【０３４６】
　このとき、音声タスクとしては、電子装置の電源制御、チャネルショートカット、音量
レベル指定、サウンドオフ、外部入力変更、文字入力及び再生／停止機能のうち少なくと
も一つを含んでよい。
【０３４７】
　音声タスクモードでモーション開始命令が認識されているか否かを判断し（Ｓ６０４０
）、モーション開始命令が認識される場合（Ｓ６０４０－Ｙ）、電子装置１００は電子装
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置１００のモードをモーションタスクモードに切り替える（Ｓ６０４５）。例えば、音声
タスクモードでモーション開始命令が認識される場合、電子装置１００はモーションタス
クモードに切り替えて、図６２に示すようなモーションアイテムが含まれたモーションガ
イド情報を表示する。
【０３４８】
　モーション開始命令が認識されていない場合（Ｓ６０４０－Ｎ）、電子装置１００は従
来のタスクモードである音声タスクモードを維持する（Ｓ６０７０）。最初に認識された
開始命令が音声開始命令でないモーション開始命令である場合（Ｓ６０１０－Ｎ）、電子
装置１００は電子装置１００のモードをモーションタスクモードに切り替える（Ｓ６０４
５）。このとき、モーションタスクモードは、モーション認識モジュール１３０ｌを介し
て認識されたユーザのモーションのみによってタスクが行われるモードである。
【０３４９】
　モーションタスクモードに切り替えられる場合、電子装置１００はモーションアイテム
を含むモーションガイド情報を生成する（Ｓ６０５０）。例えば、図６２に示すように、
モーションタスクを行うためのモーションアイテムが含まれたモーションガイド情報が表
示される。
【０３５０】
　電子装置１００は、ユーザのモーションが認識されているか否かを判断し（Ｓ６０５５
）、ユーザのモーションが認識されていると判断される場合（Ｓ６０５５－Ｙ）、電子装
置１００は認識されたユーザのモーションに対応するモーションタスクを行う（Ｓ６０６
０）。例えば、図３３ないし図５８で説明したようなモーションタスクを行うことができ
る。
【０３５１】
　このとき、音声タスクとしては、チャネルザッピング、音量レベル調節、画面ナビゲー
ション、スライドバーコントロール及びカーソルポインティングのうち、少なくともいず
れか一つを含んでよい。
【０３５２】
　モーションタスクモードで、音声開始命令があるか否かを判断し（Ｓ６０６５）、音声
開始命令が認識される場合（Ｓ６０６５－Ｙ）、電子装置１００は、電子装置１００のモ
ードを音声タスクモードに切り替える（Ｓ６０１０）。例えば、モーションタスクモード
で音声開始命令が認識される場合、電子装置１００は音声タスクモードに切り替えて、図
６０に示すように、音声アイテムが含まれた音声ガイド情報を表示する。
【０３５３】
　音声ガイド命令が認識されていない場合（Ｓ６０４０－Ｎ）、電子装置１００は従来の
タスクモードであるモーションタスクモードを維持する（Ｓ６０７０）。
【０３５４】
　以上のように、電子装置１００は、ユーザのモーション及び音声に応じて多様なタスク
を行うことができるようになり、これにより、ユーザの便宜性が高まる。
【０３５５】
　制御部１４０は、認識された音声によって音声タスクの少なくとも一つを行うことがで
きる音声タスクモードで、音声タスクを行うための音声ガイド情報（Ｖｏｉｃｅ　Ａｓｓ
ｉｓｔａｎｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が表示されるように制御することができる。
例えば、制御部１４０は、音声認識モジュールを通じて音声開始命令が認識された場合、
ユーザの音声によって制御可能な音声タスクを行うための音声ガイド情報がディスプレイ
されるように制御することができる。音声ガイド情報として、各種音声タスクに対応する
少なくとも一つの音声アイテムが表示されてよい。ここで、少なくとも一つの音声アイテ
ムの各々は、発話可能な命令語であってよい。これにより、ユーザは音声タスクモードで
、認識可能な命令語を便利に認識することができる。なお、当該命令語を発話すると、ど
のような音声タスクが行われるか否かを容易に認識することができる。
【０３５６】
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　なお、制御部１４０は、音声タスクモードで音声ガイド情報として表示された少なくと
も一つの音声アイテムのうち、第１音声アイテムに対応する第１音声を認識することがで
きる。制御部１４０は、認識された第１音声に対応する第１音声アイテムに関連したアイ
テム付加情報（Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｉｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が存在する
か否かを判断することができる。アイテム付加情報が存在していない場合、制御部１４０
は、第１音声アイテムに対応するタスクを行うことができる。なお、音声ガイド情報の変
更が必要な場合、制御部１４０は変更された音声ガイド情報が表示されるようにディスプ
レイ部（図示せず）を制御することができる。アイテム付加情報が存在している場合、制
御部１４０は認識された第１音声に対応する第１音声アイテムに関連するアイテム付加情
報が表示されるように制御することができる。制御部１４０は、音声タスクのうち、第１
音声アイテム及び認識された第２音声に対応するタスクを行うことができる。
【０３５７】
　なお、制御部１４０は、認識されたモーションに応じて、モーションタスクの少なくと
も一つを行うことができるモーションタスクモードで、モーションタスクを行うためのモ
ーションガイド情報が表示されるように制御することができる。例えば、制御部１４０は
、モーション認識モジュールを通じてモーション開始命令が認識された場合、ユーザのモ
ーションによって制御可能なモーションタスクを行うためのモーションガイド情報がディ
スプレイされるようにする。モーションガイド情報として、各種モーションタスクに対応
する少なくとも一つのモーションアイテムが表示されてよい。ここで、少なくとも一つの
モーションアイテムの各々は、モーションタスクモードで認識可能なモーションを表すモ
ーションイメージ及び認識可能なモーションに対応するタスクを含んでよい。これにより
、ユーザはモーションタスクモードで認識可能なモーションを簡単に認識することができ
、あるモーションをとると、どのようなモーションタスクが行われるか容易に認識するこ
とができるため、ユーザはモーションタスクをより便利に行うことができるようになる。
【０３５８】
　なお、制御部１４０は、モーションタスクモードでモーションガイド情報として表示さ
れた少なくとも一つのモーションアイテムのうち、第１モーションアイテムに対応する第
１モーションを認識することができる。制御部１４０は、認識された第１モーションに対
応する第１モーションアイテムに関連するアイテム付加情報が存在しているか否かを判断
することができる。アイテム付加情報が存在していない場合、制御部１４０は、第１モー
ションアイテムに対応するタスクを行うことができる。なお、モーションガイド情報の変
更が必要な場合、制御部１４０は変更されたモーションガイド情報が表示されるようにデ
ィスプレイ部（図示せず）を制御することができる。アイテム付加情報が存在している場
合、制御部１４０は認識された第１モーションに対応する第１モーションアイテムに関連
するアイテム付加情報が表示されるように制御することができる。制御部１４０は、アイ
テム付加情報に対応する第２モーションを認識することができる。制御部１４０は、モー
ションタスクのうち、第１モーションアイテム及び認識された第２モーションに対応する
タスクを行うことができる。音声ガイド情報、モーションガイド情報、音声アイテムに関
連するアイテム付加情報、またはモーションアイテムに関連するアイテム付加情報等は、
ディスプレイ画面の同じ領域（例えば、画面の下段）にディスプレイされてよい。なお、
前記情報は、予め設定された領域または動的に変更される領域上にディスプレイされるこ
とができる。例えば、音声ガイド情報またはモーションガイド情報は、ディスプレイ画面
の上段、下段、右側または左側にディスプレイされてよく、画面に同時に表示されるイメ
ージに応じて動的に変更されてよい。
【０３５９】
　なお、音声ガイド情報、モーションガイド情報、音声アイテムに関連するアイテム付加
情報またはモーションアイテムに関連するアイテム付加情報等は、ディスプレイされたり
再生される映像、アプリケーション、ＯＳＤまたは認識候補等と同時に表示されたり、単
独に表示されてよい。なお、前記情報が表示される領域は、映像、アプリケーション、Ｏ
ＳＤまたは認識候補が表示される領域とオーバーラップされて表示されてよい。このよう
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な音声ガイド情報またはモーションガイド情報は、少なくとも一部が透明に表示されてよ
い。このような透明度（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ）はユーザの選択により調節されてよ
い。
【０３６０】
　一方、上述の音声ガイド情報及びモーションガイド情報は、多様な形態でユーザに提供
されてよい。以下では、図６１ないし図６３を参照して、音声ガイド情報、音声アイテム
に関連するアイテム付加情報及びモーションガイド情報がより詳細に説明される。
【０３６１】
　図６１は、本発明の一実施形態に係る音声タスクモードである場合、ディスプレイ部１
９３にディスプレイされる音声ガイド情報を示す図である。図６１に示すように、音声タ
スクモードで、ディスプレイ部１９３は音声ガイド情報として少なくとも一つの音声アイ
テム８１１、８１２、８１３、８１４、８１５、８１６、８１７、８１８を表示すること
ができる。ここで、少なくとも一つの音声アイテムの各々は、発話可能な命令語であって
よい。なお、音声ガイド情報は、音声タスクモードを表すモードイメージまたはテキスト
等を含んでよい。音声ガイド情報は、少なくとも一つの音声アイテムを含むガイド領域８
１０または電子装置１００の指定されたモード（例えば、音声タスクモードまたはモーシ
ョンタスクモード）を表示するモード表示領域８２０を含んでよい。モード表示領域８２
０には、音声タスクモード及びモーションタスクモードのうち指定されたモードを表すモ
ードイメージ及びテキストの少なくとも一つが含まれてよい。なお、ガイド領域８１０及
びモード表示領域８２０は、図６１に示すように、区分されて表示されてよく、両領域の
境界が区分なく表示されてよい。なお、モーション表示領域８２０が省略されてよい。ガ
イド領域８１０及びモード表示領域８２０の各々の位置は、電子装置１００の製造時に設
定されたり、ユーザによって任意に設定されたり、ＵＩとともに表示される映像によって
動的に位置してよい。例えば、ガイド領域８１０またはモード表示領域８２０の位置は、
ＯＳＤが表示される場合、ＯＳＤの表示が目立つようにＯＳＤの表示された領域外の任意
の位置に変更されてよい。ガイド領域８１０は、ディスプレイ画面の下段にディスプレイ
されてよく、モード表示領域８２０はディスプレイ画面の下段の中央にディスプレイされ
てよい。なお、モーション表示領域８２０の位置は、ガイド領域８１０に独立的に環境設
定に応じて、下段右側のように他の位置に変更されてよい。
【０３６２】
　音声タスクモードで、ガイド領域８１０は少なくとも一つの音声アイテム８１１、８１
２、８１３、８１４、８１５、８１６、８１７、８１８を含む。例えば、少なくとも一つ
の音声アイテムの各々は、音声タスクを行うための命令語であってよい。ガイド領域８１
０に含まれた少なくとも一つの命令語は、電源オフ８１１、チャネル８１２、サウンドオ
フ８１３、外部入力８１４、スマートハブ８１５、アップス８１６、検索８１７または全
て８１８等を含んでよい。このとき、電源オフ８１１は、電子装置１００の電源オフを行
うための命令語である。チャネル８１２は、チャネルショートカットを行うための命令語
である。サウンドオフ８１３は、サウンドオフを行うための命令語である。外部入力８１
４は、外部入力変更を行うための命令語である。スマートハブ８１５は、電子装置１００
のインターネット機能、アプリケーション提供機能、マルチメディア（例えば、動画や音
楽、写真等）提供機能のようなスマート機能に移行するタスクを行うための命令語である
。アップス８１６は、電子装置１００のアプリケーションを検索するタスクを行うための
命令語である。検索８１７は、電子装置１００が提供するコンテンツ、アプリケーション
機能、ウェブ検索を行うための命令語である。全て８１８は、全ての命令語を表示するた
めの命令語である。なお、ガイド領域８１０は、全て８１８１に代わって命令語として、
「更に見る」（Ｍｏｒｅ）を含んでよい。即ち、全て８１８及び「更に見る」は、音声タ
スクに対応する音声アイテムのうち、少なくとも一つの音声アイテム８１１、８１２、８
１３、８１４、８１５、８１６、８１７、８１８と他のアイテムを表示するための音声ア
イテムであってよい。なお、電子装置１００が前記他のアイテムを表示する場合、予め設
定されたタイマーの駆動を省略してよい。ここで、予め設定されたタイマーは、表示され
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た音声アイテム８１１、８１２、８１３、８１４、８１５、８１６、８１７、８１８のい
ずれかが、予め設定された時間の間認識されていない場合、音声タスクモードを中断する
ためのタイマーであってよい。音声タスクモードが中断される場合、音声ガイド情報の表
示が消え、一般的な遠隔制御装置によって制御されるモードに変更されてよい。なお、音
声タスクモードが中断される場合、音声開始命令に応じて音声タスクモードに再移行する
までに、音声タスクの実行が制限されてよい。なお、画面に音声ガイド情報、モーション
ガイド情報、アイテム付加情報等とともにＯＳＤまたは認識候補が表示された場合、指定
されたモードによらず指定されたモードの中断のための予め設定されたタイマーの駆動が
省略されてよい。なお、ガイド領域８１０には、上述の命令語と異なる命令語が含まれて
よい。
【０３６３】
　音声ガイド情報として表示された少なくとも一つの音声アイテム８１１、８１２、８１
３、８１４、８１５、８１６、８１７、８１８は、現在行われる機能によって相違に構成
されてよい。即ち、ガイド領域８１０にディスプレイされる少なくとも一つの命令語は、
電子装置１００の現在行われる機能によって相違に構成されてよい。例えば、少なくとも
一つの音声アイテム８１１、８１２、８１３、８１４、８１５、８１６、８１７、８１８
は、音声ガイド情報とともに表示されるアプリケーション、ＯＳＤ（Ｏｎ　Ｓｃｒｅｅｎ
　Ｄｉｓｐｌａｙ）及び認識候補（Ｃａｎｄｉｄａｔｅ）の少なくともいずれか一つに応
じて、音声タスクに対応する音声アイテムのうち、少なくとも一つが選択的に構成された
ものであってよい。例えば、現在電子装置１００にスマート機能が行われる場合、放送受
信状態に復帰するための命令語である“復帰”が含まれた音声ガイド情報がディスプレイ
されてよい。ここで、認識候補は認識された音声と類似する数字及び文字の少なくとも一
つを含む名称、認識された音声と類似する命令語、類似する命令語に対応するタスク、認
識されたモーションと類似するモーション、類似するモーションに対応するタスクのうち
、少なくとも一つを含んでよい。例えば、認識された音声に対する類似候補は、認識され
た音声と類似するチャネル識別子のリストがポップアップウィンドウ内に表示されてよい
。ＯＳＤは、電子装置１００の現在の設定情報、認識候補を除く電子装置１００の設定メ
ニュー等を含んでよい。例えば、ＯＳＤとして、現在再生中のチャネルの識別子（チャネ
ル番号、チャネル名）が表示されたり、外部入力リストまたはチャネルリストが表示され
てよい。
【０３６４】
　制御部１４０は、音声ガイド情報として表示された少なくとも一つの音声アイテム８１
１、８１２、８１３、８１４、８１５、８１６、８１７、８１８のうちの第１音声アイテ
ムに対応する第１音声を認識することができる。制御部１４０は、認識された第１音声に
対応する第１音声アイテムに関連するアイテム付加情報が表示されるように制御すること
ができる。第１音声アイテムに関連するアイテム付加情報は、第１音声アイテムと関連す
る付加命令語、ガイド語句または発話例示等を含んでよい。例えば、音声認識モジュール
１３０ｋを介してガイド領域８１０に表示された音声アイテム８１２に対応する音声とし
て“チャネル”が認識され、音声アイテム８１２に対応するタスクが音声タスクのチャネ
ルショートカットである場合、ディスプレイ部１９３は、図６２に示すように、チャネル
名、番組名及びチャネル番号の少なくともいずれか一つの識別子の発話に対するガイド語
句、発話例示、または付加命令語（一例として、「前へ」）を含むアイテム付加情報を表
示することができる。ここで、「前へ」は、図６１のガイド領域８１０を含むＵＩが再び
表示されるようにするための命令語であってよい。アイテム付加情報は、付加命令語、ガ
イド語句または発話例示等を含むガイド領域８３０及びモード表示領域８２０を含んでよ
い。一例として、ガイド領域８３０の左側にはガイド語句が表示され、ガイド領域８３０
の右側には付加命令語または発話例示等が表示されてよい。
【０３６５】
　なお、制御部１４０は、アイテム付加情報に対応する第２音声を認識することができる
。制御部１４０は、音声タスクのうちの第１音声アイテム及び認識された第２音声に対応



(55) JP 5746111 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

するタスクを行うことができる。例えば、第１音声アイテムが音声アイテム８１２であり
、図６０のアイテム付加情報に対応する第２音声として「ＭＢＣ」が認識される場合、制
御部１４０は「ＭＢＣ」を含むチャネル識別子に対応するチャネルに変更するチャネルシ
ョートカットを行うことができる。このように、第１音声アイテムに関連するアイテム付
加情報は第１音声アイテムに対応するタスクを行ううえで、当該タスクの実行有無を問い
合わせたり、当該タスクの実行に必要な情報を更に獲得するために、第２音声の発話をガ
イドするための情報であってよい。
【０３６６】
　図６３は、本発明の一実施形態に係る電子装置で、モーションタスクモードである場合
、ディスプレイ部１９３にディスプレイされるモーションガイド情報を示す。図６３に示
すように、モーションタスクモードで、ディスプレイ部１９３はモーションガイド情報と
して少なくとも一つのモーションアイテム３３１１、３３１２、３３１３、３３１４を表
示することができる。ここで、少なくとも一つのモーションアイテムの各々は、モーショ
ンタスクモードで認識可能なモーションを表すモーションイメージまたは認識可能なモー
ション（または、モーションイメージ）に対応するタスクを示すテキストを含んでよい。
なお、モーションガイド情報は、モーションタスクモードを表すモードイメージまたはテ
キスト等を含んでよい。モーションガイド情報は、少なくとも一つのモーションアイテム
を含むガイド領域３３１０及び電子装置１００のモードを表示するモード表示領域３３２
０を含んでよい。モード表示領域３３２０には、音声タスクモード及びモーションタスク
モードのうち、指定されたモードを表すモードイメージ及びテキストの少なくともいずれ
か一つが含まれてよい。なお、ガイド領域３３１０及びモード表示領域３３２０は、図６
３に示すように、区分して表示されてよく、両領域の境界が区分なく表示されてよい。な
お、モード表示領域３３２０が省略されてよい。例えば、ガイド領域３３１０は、ディス
プレイ画面の下段にディスプレイされてよく、モード表示領域３３２０は、ディスプレイ
画面の下段中央にディスプレイされてよい。ここで、モード表示領域３３２０の位置は、
環境設定によって変更（例えば、下段右側）されてよい。
【０３６７】
　モーションタスクモードで、ガイド領域３３１０は少なくとも一つのモーションアイテ
ム３３１１、３３１２、３３１３、３３１４を含む。例えば、少なくとも一つのモーショ
ンアイテムの各々は、モーションイメージ及びモーションイメージに対応するタスクを示
すテキストを含んでよい。ガイド領域３３１０に含まれた少なくとも一つのモーションア
イテムは、反時計回りへの回転モーションは、前の設定に戻る機能を行うための「戻る」
に対応することを示すモーションアイテム３３１１、上／下へのスラップモーションは、
音量レベル調節を行うための音量アップ／ダウンに対応することを示すモーションアイテ
ム３３１２、左／右へのスラップモーションは、チャネルザッピングを行うためのチャネ
ルアップ／ダウンに対応することを示すモーションアイテム３３１３、グラブモーション
は、映像再生を行うための再生に対応することを示すモーションアイテム３３１４等を含
んでよい。なお、ガイド領域３３１０には、上述のモーションアイテムと異なるモーショ
ンアイテムが含まれてよい。なお、上述の少なくとも一つのモーションアイテムの各々に
含まれたモーションイメージ及びモーションイメージに対応するテキストは、認識可能な
モーション及び認識可能なモーションに対応するタスクのマッピング設定に応じて変更さ
れてよい。例えば、ガイド領域３３１０には、上／下へのスラップモーションがチャネル
ザッピングを行うためのチャネルアップ／ダウンに対応することを示すモーションアイテ
ム及び左／右へのスラップモーションが音量レベル調節を行うための音量アップ／ダウン
に対応することを示すモーションアイテムを含んでよい。
【０３６８】
　モーションガイド情報として表示された少なくとも一つのモーションアイテム３３１１
、３３１２、３３１３、３３１４は、現在行われる機能に応じて異なるように構成されて
よい。即ち、ガイド領域３３１０にディスプレイされる少なくとも一つのモーションアイ
テム３３１１、３３１２、３３１３、３３１４は、電子装置１００の現在行われる機能に
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応じて異なるように構成されてよい。例えば、少なくとも一つのモーションアイテム３３
１１、３３１２、３３１３、３３１４は、モーションガイド情報とともに表示されるアプ
リケーション、ＯＳＤ及び認識候補の少なくともいずれか一つに応じて、モーションタス
クに対応するモーションアイテムの少なくともいずれか一つが選択的に構成されたもので
あってよい。
【０３６９】
　なお、制御部１４０は、モーションガイド情報として表示された少なくとも一つのモー
ションアイテム３３１１、３３１２、３３１３、３３１４のうちの第１モーションアイテ
ムに対応する第１モーションを認識することができる。アイテム付加情報が存在する場合
、制御部１４０は、認識された第１モーションに対応する第１モーションアイテムに関連
するアイテム付加情報が表示されるように制御することができる。例えば、モーションア
イテム３３１４に対応するグラブモーションが認識された場合、選択されたアイテムまた
は映像ファイルを再生するか否かを問い合わせるガイド語句、または、左／右へのスラッ
プモーションが、はい（Ｙｅｓ）／いいえ（Ｎｏ）に対応することを示すモーションアイ
テム等を含むアイテム付加情報が表示されてよい。
【０３７０】
　なお、制御部１４０は、アイテム付加情報に対応する第２モーションを認識することが
できる。制御部１４０は、モーションタスクのうちの第１モーションアイテム及び認識さ
れた第２モーションに対応するタスクを行うことができる。例えば、第１モーションアイ
テムがモーションアイテム３３１４であり、指定された映像ファイルを再生するか否かを
問い合わせるガイド語句及び左／右へのスラップモーションが、「はい／いいえ」に対応
することを示すモーションアイテムを含むアイテム付加情報に対応する第２モーションと
して左方へのスラップモーションが認識された場合、指定された映像ファイルが再生され
てよい。このように、第１モーションアイテムに関連するアイテム付加情報は、第１モー
ションアイテムに対応するタスクを行ううえで、当該タスクの実行有無を問い合わせたり
、当該タスクの実行に必要な情報を更に獲得するために、第２モーションをガイドするた
めの情報であってよい。
【０３７１】
　なお、モーション認識にエラーが生じた場合、エラーガイドを示すモーションガイド情
報が表示されてよい。例えば、モーションガイド情報は、“ジェスチャーを認識すること
ができませんでした。もう一度入力してください”というガイド語句、または、再び入力
を示すテキストとマッピングされた掌のイメージ等を含んでよい。なお、モーションガイ
ド情報は、“今は両手認識ができません”というガイド語句、または、“「ウェブブラウ
ザ」、「写真を見る」、「グーグルマップＡｐｐ」のみでご利用頂けます”というガイド
語句を含んでよい。ここで、両手認識は両手を狭める、両手を広げる等のモーションに対
応して画面の拡大または縮小等のタスクを行うためのものであってよい。なお、モーショ
ンガイド情報の一部として、モード表示領域にエラーガイドを現すイメージまたはテキス
ト等が表示されてよい。
【０３７２】
　以下では、図６４ないし図６６を参照し、電子装置１００で音声認識またはモーション
認識によるフィードバックを提供するユーザインターフェースについて説明する。
【０３７３】
　図６４に示すように、音声タスクモードで、ガイド領域８１０及びモード表示領域８２
０等を含む音声ガイド情報がディスプレイされてよい。このとき、ガイド領域８１０及び
モード表示領域８２０は、画面の下段から湧き上るような視覚的効果が適用されて表示さ
れてよい。例えば、ガイド領域８１０及びモード表示領域８２０が、一定時区間の間（一
例として、３秒間）アニメーション形態で表示されてよい。一例として、ガイド領域８１
０及びモード表示領域８２０の一部が下段から早いスピードで湧き上って表示されてから
、だんだん遅い速度で湧き上り、図６４に示されたガイド領域８１０及びモード表示領域
８２０の形態が完成しつつ、湧き上るアニメーションが終了してよい。なお、モーション
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タスクモードに移行する場合にも、モーションガイド情報が上述のアニメーション形態で
表示されてよい。なお、特定モードに対するＵＩが表示されてから消える場合、特定モー
ドに切り替わる場合等にも、上述の視覚的効果の他にも多様な視覚的、聴覚的効果が出力
されてよい。
【０３７４】
　電子装置１００は、第１音声アイテムに対応する第１音声を認識する場合、第１音声の
認識正確度に応じて、認識正確度のレベルに対応する視覚的フィードバック及び聴覚的フ
ィードバックの少なくともいずれか一つを提供することができる。なお、電子装置１００
は、第１モーションアイテムに対応する第１モーションを認識する場合、第１モーション
の認識正確度に応じて、認識正確度のレベルに対応する視覚的フィードバック及び聴覚的
フィードバックの少なくともいずれか一つを提供することができる。ここで、認識正確度
は、第１音声（または、第１モーション）が電子装置１００で認識可能な音声（または、
モーション）であるか否かを判断することができるレベルを示したり、または、認識され
た音声（または、モーション）が予め設定された命令語（または、予め設定されたモーシ
ョン）の一つに該当するかを識別できるレベルを示すものであってよい。なお、認識正確
度は、音声またはモーションを認識して当該音声またはモーションに対応するタスクを識
別するのにかかる時間に応じて示す指標であってよい。
【０３７５】
　例えば、電子装置１００が音声アイテム８１５に対応する音声として“スマートハブ”
を認識する場合、電子装置１００はガイド領域８１０に含まれた少なくとも一つの命令語
８１１、８１２、８１３、８１４、８１５、８１６、８１７、８１８のいずれか一つで識
別可能なレベルを確率的に計算して認識正確度を決定することができる。電子装置１００
は、認識正確度と予め設定された閾値とを比較し、認識正確度が閾値より大きい場合と認
識正確度が低い場合の各々に対応する視覚的効果を互いに異なるように表示することがで
きる。一例として、図６５に示すように、音声認識が正確度に応じて、モード表示領域６
５２０に音声タスクモードを表すイメージの背景に時計回りに回転するアニメーションが
表示されてよい。このとき、アニメーションは、認識正確度が閾値より低い場合はイメー
ジ回転速度が遅い場合であり、認識正確度が閾値より高い場合はイメージ回転速度が速い
場合であってよい。なお、認識正確度に応じて上述の視覚的フィードバックが提供される
際、各視覚的フィードバックとともに聴覚的フィードバックが提供されてよい。
【０３７６】
　なお、モード表示領域８２０に表示される視覚的フィードバックとしてのアニメーショ
ンは、音声アイテムに対応する音声が認識された後、図６６のスマートハブ６６００が駆
動されて表示されるまでの時区間の間表示され、認識正確度によるものでなくてよい。
【０３７７】
　なお、電子装置１００は、第１音声アイテムに対応する第１音声を認識する場合、第１
音声アイテム及び第１音声アイテムに対応するタスクの少なくともいずれか一つを示す視
覚的フィードバックまたは聴覚的フィードバックを提供することができる。なお、電子装
置１００は、第１モーションアイテムに対応する第１モーションを認識する場合、第１モ
ーションアイテム及び第１モーションアイテムに対応するタスクの少なくともいずれか一
つを示す視覚的フィードバックまたは聴覚的フィードバックを提供することができる。
【０３７８】
　例えば、図６５に示すように、音声アイテム８１５に対応する音声として“スマートハ
ブ”が認識された場合、音声アイテム８１５または音声アイテム８１５に対応するタスク
としてフィードバック領域６５３０に“スマートハブ”が表示されてよい。なお、フィー
ドバック領域６５３０に対する制限なく、画面の任意の位置に視覚的フィードバックが表
示されてよい。なお、フィードバック領域６５３０に表示される視覚的フィードバックと
ともに、“Ｙｏｕ　ｓａｉｄ、スマートハブ”という聴覚的フィードバックが出力されて
よい。
【０３７９】
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　なお、アイテム８１３に対応するモーションとして右方へのスラップが認識された場合
、電子装置１００はフィードバック領域６５３０にモーションアイテムの一つに対応する
タスクを示すフィードバック（例えば、“Ｙｏｕ　ｄｉｄ、Ｃｈａｎｎｅｌ　ＵＰ”）と
いう視覚的フィードバックを表示したり、電子装置１００のＴＴＳ（Ｔｅｘｔ　Ｔｏ　Ｓ
ｐｅｅｃｈ）モジュール（図示せず）等を用いて聴覚的フィードバックが出力されるよう
に制御することもできる。
【０３８０】
　図６７ないし図６９は、本発明の多様な実施形態に係る音声ガイド情報及びモーション
ガイド情報を提供する電子装置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【０３８１】
　図６７は、本発明の一実施形態に係る電子装置１００の制御方法を説明するためのフロ
ーチャートである。ステップＳ６７１０において、電子装置１００は音声認識モジュール
及びモーション認識モジュールのいずれか一つを用いてユーザの入力（音声またはモーシ
ョン）を認識することができる。ユーザ音声は、マイクを通じて入力され、音声認識モジ
ュールによって入力された音声が認識されてよく、ユーザモーションはカメラによって撮
像され、モーション認識モジュールによって撮像されたモーションが認識されてよい。
【０３８２】
　ステップＳ６７２０において、電子装置１００は受信されたユーザ入力に応じて音声タ
スク及びモーションタスクのいずれか一つを行うことができる。即ち、電子装置１００は
、音声タスクモード及びモーションタスクモードのいずれか人との指定されたモードによ
って動作することができる。例えば、音声開始命令またはモーション開始命令が認識され
る場合、認識された開始命令に対応するモードが指定されてよい。
【０３８３】
　音声タスクモードは、認識された音声に応じて第１タスク（即ち、音声タスク）の少な
くともいずれか一つを行うことができるモードであり、モーションタスクモードは認識さ
れたモーションに応じて第２タスク（即ち、モーションタスク）の少なくともいずれか一
つを行うことができるモードである。音声タスクは、認識された音声に応じて行われるタ
スクを示し、モーションタスクは認識されたモーションに応じて行われるタスクを示して
よい。音声タスク及びモーションタスクは相違してよい。
【０３８４】
　図６８及び図６９は、本発明の一実施形態に係る電子装置１００の制御方法を説明する
ためのフローチャートである。
【０３８５】
　ステップＳ６８０５において、電子装置１００は指定されたモードが音声タスクモード
及びモーションタスクモードのうちいずれかを識別することができる。ここでは、音声タ
スクモード及びモーションタスクモードのみを表示しているが、識別可能なモードは、遠
隔制御装置によって制御されるモード等を更に含んでよい。モーションタスクモードであ
る場合、電子装置１００は図６９のステップＳ６９１０に移行して、本発明の一実施形態
に係る電子装置１００の制御動作を続けることができる。
【０３８６】
　音声タスクモードである場合、ステップＳ６８１０で電子装置１００は認識された音声
に応じて、第１タスクの少なくともいずれか一つを行うことができる音声タスクモードで
第１タスクを行うための音声ガイド情報を表示してよい。
【０３８７】
　ステップＳ６８１５において、電子装置１００は音声ガイド情報として表示された少な
くとも一つの音声アイテムのうちの第１音声アイテムに対応する第１音声を認識すること
ができる。
【０３８８】
　ステップＳ６８２０において、電子装置１００は認識された第１音声に対応する第１音
声アイテムに関連するアイテム付加情報が存在するか否かを判断することができる。第１
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音声アイテムに関連するアイテム付加情報が存在していない場合、ステップＳ６８２５に
おいて電子装置１００は、第１音声アイテムに対応するタスクを行うことができる。なお
、音声ガイド情報の変更が必要な場合、電子装置１００は変更された音声ガイド情報を表
示することができる。例えば、音声アイテム８１３に対応する音声としてサウンドオフが
認識された場合、電子装置１００はサウンドオフを行い、図２２に示すように、音声アイ
テム８１３を音声アイテム２２１３に変更し、変更された音声ガイド情報を表示すること
ができる。
【０３８９】
　第１音声アイテムに関連するアイテム付加情報を存在している場合、ステップＳ６８３
０で、電子装置１００は認識された第１音声に対応する第１音声アイテムと関連するアイ
テム付加情報を表示することができる。例えば、音声アイテムに対応する音声として“チ
ャネル”が認識された場合、ガイド語句、発話例示等を含むアイテム付加情報が表示され
てよい。
【０３９０】
　ステップＳ６８３５において、電子装置１００はアイテム付加情報に対応する第２音声
を認識することができる。
【０３９１】
　ステップＳ６８４０において、電子装置１００は第１タスクのうちの第１音声アイテム
及び認識された第２音声に対応するタスクを行うことができる。例えば、第１音声アイテ
ムが音声アイテム８１２であり、第２音声が“なな”である場合、電子装置１００は、チ
ャネル識別子が７であるチャネルに変更するチャネルショートカットを行うことができる
。
【０３９２】
　なお、モーションタスクモードである場合、図６９のステップＳ６９１０で電子装置１
００は認識されたモーションに応じて第２タスクの少なくともいずれか一つを行うことの
できるモーションタスクモードで、第２タスクを行うためのモーションガイド情報を表示
することができる。
【０３９３】
　ステップＳ６９１５において、電子装置１００はモーションガイド情報として表示され
た少なくとも一つのモーションアイテムのうちの第１モーションアイテムに対応する第１
モーションを認識することができる。
【０３９４】
　ステップＳ６９２０において、電子装置１００は認識された第１モーションに対応する
第１モーションアイテムに関連するアイテム付加情報が存在しているか否かを判断するこ
とができる。第１モーションアイテムに関連するアイテム付加情報が存在していない場合
、ステップＳ６９２５で電子装置１００は第１モーションアイテムに対応するタスクを行
うことができる。例えば、図３３において、モーションアイテム３３１３に対応するモー
ションとして右方へのスラップが認識された場合、電子装置１００はチャネルアップに対
応して現在のチャネル（６番）から予め設定された順に応じて現在のチャネル（６番）の
後に位置する次のチャネルとしてチャネル（７番）が選局されるようにすることができる
。なお、モーションガイド情報の変更が必要な場合、電子装置１００は変更されたモーシ
ョンガイド情報を表示することもできる。
【０３９５】
　第１モーションアイテムに関連するアイテム付加情報が存在している場合、ステップＳ
６９３０で、電子装置１００は認識された第１モーションに対応する第１モーションアイ
テムに関連するアイテム付加情報を表示することができる。例えば、モーションアイテム
に対応するグラブモーションが認識された場合、選択されたアイテムまたは映像ファイル
を再生するか否かを問い合わせるガイド語句、または左／右スラップモーションが、はい
（Ｙｅｓ）／いいえ（Ｎｏ）に対応することを示すモーションアイテム等を含むアイテム
付加情報が表示されてよい。
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【０３９６】
　ステップＳ６９３５において、電子装置１００はアイテム付加情報に対応する第２モー
ションを認識することができる。
【０３９７】
　ステップＳ６９４０において、電子装置１００は第２タスクのうちの第１モーションア
イテム及び認識された第２モーションに対応するタスクを行うことができる。例えば、第
１モーションアイテムが映像再生のためのモーションアイテムであり、第２モーションが
左方へのスラップモーションである場合、電子装置１００は指定された映像ファイルを再
生することができる。
【０３９８】
　制御部１４０は、ＵＩ処理モジュール１３０ｊを用いて音声認識を通じて制御可能なコ
ンテンツの短縮アイコンと音声認識を通じて制御不可なコンテンツの短縮アイコンとを区
分できるように表示することができる。
【０３９９】
　制御部１４０は、電子装置１００に保存されたコンテンツのヘッダ（Ｈｅａｄｅｒ、図
示せず）またはコンテンツに含まれた別途の環境設定ファイル（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　ｆｉｌｅ、図示せず）を用いてコンテンツの音声認識のサポート有無を判断するこ
とができる。
【０４００】
　判断の結果に応じて、音声認識を通じて制御可能なコンテンツの場合、制御部１４０は
、ＵＩ処理モジュール１３０ｊを用いて保存部に保存された追加アイコンとコンテンツの
オリジナル短縮アイコンを組み合わせてディスプレイ部に表示することができる。ディス
プレイ画面に表示される追加アイコンの有無を通じてユーザは音声認識を通じて当該コン
テンツを制御できるということが分かる。
【０４０１】
　保存部１３０には、多様な複数の追加アイコンが保存されてよい。ユーザは、環境設定
を通じてオリジナル短縮アイコンと組み合わせられる追加アイコンを変更することができ
る。
【０４０２】
　なお、制御部１４０は、ＵＩ処理モジュール１３０ｊを用いて音声認識を通じて制御可
能なコンテンツの名前（例えば、下線及び太く表示）を音声認識を通じて制御不可なコン
テンツの名前と区別できるようにディスプレイ画面に表示することができる。下線及び太
く表示された短縮アイコンの名前を通じてユーザは音声認識を通じて当該コンテンツを制
御できるということが分かる。
【０４０３】
　なお、制御部１４０は、ＵＩ処理モジュール１３０ｊを用いて音声認識を通じて制御可
能なコンテンツの短縮アイコンと短縮アイコンの名前を音声認識を通じて制御不可なコン
テンツの短縮アイコンと短縮アイコンの名前と区別できるように表示することができる。
【０４０４】
　なお、制御部１４０またはコンテンツは実行されたコンテンツのＵＩに表示されるツー
ルバーのメニュー（例えば、次のページ（Ｎｅｘｔ）、前のページ（Ｐｒｅｖｉｏｕｓ）
または開く（Ｏｐｅｎ）等）の中で、音声認識を通じて制御可能なメニューを音声認識を
通じて制御不可なメニューと区別できるように表示することができる。
【０４０５】
　以下では、図７０ないし図７９を参照して、音声認識を通じて制御可能なアプリケーシ
ョンの短縮アイコン及び短縮アイコンの名前を音声認識を通じて制御不可なアプリケーシ
ョンの短縮アイコン及び短縮アイコンの名前と区別できるように表示する方法の多様な実
行形態について説明する。
【０４０６】
　図７０によると、電子装置１００の制御部１４０は、放送受信部１１０で受信された放
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送信号に対応する映像（Ｖｉｄｅｏ）、音声（Ａｕｄｉｏ）及び制御データ（例えば、Ｅ
ＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ））をオーディオ出力部１６
０及びディスプレイ部１５０のディスプレイ画面７０００を通じて出力する。
【０４０７】
　制御部１４０は、音声入力部１１０、音声認識モジュール１３０ｋ及び音声データベー
ス１３０ｍを用いてユーザから発話される音声開始命令（Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｖｏｉｃｅ）
を認識する。制御部１４０は、認識された音声開始命令（例えば、“ジニ”）によって音
声認識を通じて制御可能な音声タスクモード（Ｖｏｉｃｅ　Ｔａｓｋ　Ｍｏｄｅ）に切り
替わる。制御部１４０は、音声データベース１３０ｍに予め保存された音声開始命令と音
声入力部１１０及び音声認識モジュール１３０ｋを介して認識された音声開始命令を比較
する。比較の結果に応じて、音声開始命令に認識される場合、電子装置１００は、制御部
１４０によって音声タスクモードに切り替わる。音声データベース１３０ｍには、音声入
力部１１０及び音声認識モジュール１３０ｋを介して認識可能な音声に対応する第１命令
語（例えば、“音声タスクモードへの切替”に対応する命令語または“チャネル変更に対
応する命令語）が保存されてよい。制御部１４０は、第１命令語に対応する電子装置１０
０の音声タスクを行うことができる。音声データベース１３０ｍに予め保存された音声開
始命令または命令語は、環境設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）を通じて変更（例えば
、追加、変更または削除）されてよい。入力される音声開始命令の認識は、当該技術分野
において通常の知識を有する者に容易に理解できるだろう。
【０４０８】
　図７１に示すように、制御部１４０は、映像が表示されるディスプレイ画面４００に音
声タスクモードを行うための音声ガイド情報７１１０を表示する。制御部１４０は、音声
ガイド情報７１１０を表示する映像上にオーバーラップされるようにする。制御部１４０
は、音声ガイド情報７１１０をディスプレイ画面４００の下段に表示することができる。
音声ガイド情報７１１０は、命令語／ガイド表示領域（ｃｏｍｍａｎｄ／ｇｕｉｄｅ　ｄ
ｉｓｐｌａｙ　ａｒｅａ、７１１１）、モード表示領域（ｍｏｄｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ａ
ｒｅａ、７１１２）及び第１フィードバック表示領域（ｆｅｅｄｂａｃｋ　ｄｉｓｐｌａ
ｙ　ａｒｅａ、図７２における７２１３）を含んでよい。なお、図７２によると、モード
表示領域７１１２の一側には第１フィードバック表示領域７２１３が表示されてよい。第
１フィードバック表示領域７２１３は、第１視覚的フィードバック（図７２の７２１３ａ
）を含んでよい。なお、制御部１４０は、認識された第１命令語を電子装置１００のスピ
ーカ１６１から出力し、ユーザに第１聴覚的フィードバック（図示せず）を提供すること
ができる。なお、電子装置１００は、ユーザに視覚的フィードバック及び聴覚的フィード
バックのいずれか一つを提供したり、視覚的フィードバック及び聴覚的フィードバックを
同時に提供することができる。
【０４０９】
　図７３に示すように、制御部１４０は第１命令語が認識される場合、第１命令語に対応
するコンテンツリスト（以下では、スマートハブ７３００という）を表示する。スマート
ハブ７３００は、電子装置１００からサポートする多様な機能の中央（Ｈｕｂ）となるＵ
Ｉである。スマートハブ７３００は、電子装置１００でサポートする多様な機能（例えば
、「動画をみる」、「音楽を聴く」、「インターネット接続」等）に対応する短縮アイコ
ンが表示されるＵＩである。なお、スマートハブ７３００は、電子装置１００の保存部１
３０に保存されたコンテンツ（例えば、フォトや音楽、動画等）の短縮アイコン、外部か
ら受信可能なコンテンツ（例えば、フォトや音楽、動画等）に対応する短縮アイコンおよ
び実行可能なアプリケーション（例えば、ウェブブラウザ等）の短縮アイコンが表示され
るＵＩである。
【０４１０】
　スマートハブ７３００は、多様なコンテンツ、アプリケーションまたはインターネット
情報を音声（例えば、音声タスクモード）またはモーション（例えば、モーションタスク
モード）で検索可能な検索領域７３１０、検索領域（ｓｅａｒｃｈ　ａｒｅａ、７３１０
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）の一側に位置し、視聴中の放送映像が縮小表示される放送領域（ｂｒｏａｄｃａｓｔｉ
ｎｇ　ａｒｅａ、７３２０）、検索領域７３１０の下段に位置し、保存部１３０に保存さ
れた動画に対応する短縮アイコンが表示される相手のビデオ領域（your　video　area、
７３３０）、検索領域７３１０の下段に位置し、電子装置１００の製造メーカーからの公
示（Ｎｏｔｉｃｅ）または広告を表示する情報表示領域（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｄｉ
ｓｐｌａｙ　ａｒｅａ、７３４０）、検索領域７３１０の下段に位置し、電子装置１００
の製造メーカーから有料または無料で提供される多様なサービスに対応するアプリケーシ
ョンの短縮アイコンが表示されるアップス領域（Ａｐｐｓ　ａｒｅａ、７３５０）、検索
領域７３１０の下段に位置し、電子装置１００の製造メーカーから提供されるお薦めサー
ビスが表示されるお薦め領域（Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　ａｒｅａ、７３６０）及び検索
領域７３１０の多段に位置し、電子装置１００に実行可能なアプリケーションに対応する
短縮アイコンが表示されるアプリケーション領域（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｌｉｓｔ　
ａｒｅａ、７３７０）中の複数の領域を含んでよい。スマートハブ５００に表示される複
数の領域７３１０ないし７３７０は、電子装置１００の性能または機能によって追加され
たり削除されることができることは、当該技術分野において通常の知識を有する者に容易
に理解できるだろう。
【０４１１】
　スマートハブ７３００には、音声タスクモードに対応する音声ガイド情報７１１０が表
示されてよい。なお、スマートハブ７１００には、モーションタスクモードに対応するモ
ーションガイド情報が表示されてよい。音声ガイド情報７１１０またはモーションガイド
情報７７２０は、スマートハブ７１１０上にオーバーラップされてよい。図７３に示すよ
うに、スマートハブ７１００には、音声タスクモードに対応する音声ガイド情報７１１０
が表示される。
【０４１２】
　音声タスクモードで、スマートハブ７１００には音声認識を通じて制御可能なコンテン
ツ（例えば、アプリケーションや動画等）に対応する短縮アイコン（例えば、７３７１）
と音声認識を通じて制御不可なコンテンツに対応する短縮アイコン（例えば、７３７２）
とが区別できるように表示される。音声認識を通じて制御可能なコンテンツに対応する短
縮アイコン７３７１は、音声認識が可能なコンテンツに対応するオリジナル短縮アイコン
７３７１ａの一側に表示される追加（Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ）アイコン（例えば、停止イ
メージ、動画またはテキストのいずれか一つ、７３７１ｂ）との組み合わせであってよい
。追加アイコン７３７１ｂは、オリジナル短縮アイコン７３７１ａとオーバーラップされ
るように表示されたり、オリジナル短縮アイコン７３７１ａと離隔して表示されてよい。
音声認識の有無によって、コンテンツに対応する短縮アイコンの一側に追加アイコンを付
加することは一つの実施形態であり、多様に音声認識の有無によってコンテンツに対応す
る短縮アイコンを区分（例えば、追加アイコン７３７１ｂの位置または大きさを変更）で
きるように表示することができることは、当該技術分野において通常の知識を有する者に
容易に理解できるだろう。
【０４１３】
　音声認識を通じて制御可能なコンテンツに対応する短縮アイコンの名前７３７１ｃは、
音声認識を通じて制御不可なコンテンツに対応する短縮アイコンの名前７３７２ａと区別
（例えば、下線及び太く（Ｕｎｄｅｒｌｉｎｅｄ　ａｎｄ　ｂｏｌｄ））できるように表
示される。音声認識の有無によってコンテンツに対応する短縮アイコンの名前を下線及び
太く表示して区別することは一実施形態であり、多様に音声認識の有無によってコンテン
ツに対応する短縮アイコンの名前を区分（例えば、フォントまたはカラー変更等）して表
示することは、当該技術分野において通常の知識を有する者に容易に理解できるだろう。
【０４１４】
　スマートハブ７３００で決定された長さ（例えば、英語１５字、ハングル語８字）より
長い短縮アイコンの名前７３７３ｃは、短縮アイコンの名前は一部のみ表示されてよい。
例えば、短縮アイコンの表示されない名前の残りは、省略符号（Ｅｌｌｉｐｓｉｓ）で表
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示されてよい。
【０４１５】
　スマートハブ７３００で音声ガイド情報７１１０に表示される命令語は変更されてよい
。第１命令語音声に応答してスマートハブ７３００が表示される場合、スマートハブ７３
００が表示される前の映像に復帰するための命令語（例えば、復帰（Ｒｅｔｕｒｎ、７１
１１ｉ）が表示される。復帰は、音声ガイド情報７１１０に追加（例えば、計９つの命令
語が表示）されたり、表示される命令語（例えば、全命令語）中の一つと代替（例えば、
計８つの命令語が表示）されてよい。
【０４１６】
　制御部１４０は、音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３０ｋ及び音声データベ
ース１３０ｍを用いてユーザから発話される第２命令語音声（例えば、アプリケーション
の名前であるＥｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋ７３７１ｃ）を認識する。制御部１４０は
、音声データベース１３０ｍに予め保存された第２命令語と音声入力部１１０及び音声認
識モジュール１３０ｋを介して認識された第２命令語を比較する。比較の結果によって、
第２命令語に認識される場合、制御部１４０は第１フィードバック表示領域４１３に認識
された第２命令語に対応する第３視覚的フィードバック（例えば、Ｙｏｕ　ｓａｉｄ　“
Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋ”、図示せず）を表示することができる。第３視覚的フ
ィードバック（図示せず）は決定された時間（例えば、５００ｍｓｅｃ）の間提供されて
よい。決定された時間は環境設定を通じて変更されてよい。
【０４１７】
　なお、制御部１４０は、認識された第２命令語を電子装置１００のスピーカ１６１から
出力してユーザに第３聴覚的フィードバック（図示せず）を提供することができる。
【０４１８】
　比較の結果によって、第２命令語に認識されていない場合、制御部１４０は第１フィー
ドバック表示領域７２１３に第４視覚的フィードバック（例えば、もう一度話してくださ
い（ｐｌｅａｓｅ、ｓａｙ　ｉｔ　ａｇａｉｎ）、図示せず）を提供することができる。
なお、制御部１４０は、第２命令語音声を認識するために、第４聴覚的フィードバック（
例えば、もう一度話してください（ｐｌｅａｓｅ、ｓａｙ　ｉｔ　ａｇａｉｎ）、図示せ
ず）を提供することができる。
【０４１９】
　なお、認識された第２命令語に対応するアプリケーションの名前が複数である場合、制
御部１４０は、複数のアプリケーションの名前が表示される候補群ポップアップウィンド
ウ（ｃａｎｄｉｄａｔｅｓ　ｐｏｐ－ｕｐ、７３１４）をスマートハブ７３００に表示す
ることができる。
【０４２０】
　図７４によると、音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３０ｋ及び音声データベ
ース１３０ｍを介して第２命令語（例えば、アプリケーションの名前の一部である“Ｅｘ
ｃｉｔｉｎｇ”を含む）が認識される場合、制御部１４０は、第２命令語に対応する複数
のアプリケーションのリストを候補群ポップアップウィンドウ７４１４に表示する。例え
ば、候補群ポップアップウィンドウ７４１４には、（１）ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏ
ｋ７４１４ａ、（２）ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌ７４１４ｂが表示
される。スマートハブ７３００に候補群ポップアップウィンドウ７４１４が表示される場
合、スマートハブ７３００の下段に表示される命令語／ガイド表示領域７１１１の命令語
は変更される。例えば、命令語／ガイド表示領域７１１１でモード表示領域７１１２を基
準に左側領域に“Ｓａｙ　ｔｈｅ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｉｔｅｍ　ｙｏｕ　ｗ
ｉｓｈ　ｔｏ　ｓｅｌｅｃｔ７１１１ｊ”が表示され、右側領域に“Ｅｘａｍｐｌｅｓ）
１、２（７１１１ｋ）　Ｒｅｔｕｒｎ７１１１ｉ”が表示されてよい。音声入力部１１０
、音声認識モジュール１３０ｋ及び音声データベース１３０ｍを介して番号（例えば、１
（ｏｎｅ））に対応する音声が認識される場合、制御部１４０は、候補群ポップアップウ
ィンドウ７４１４で（１）ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋ７４１４ａを選択する。制御
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部は１４０は、候補群ポップアップウィンドウ７４１４で選択されたアプリケーションの
名前７４１４ａと選択されていないアプリケーションの名前７４１４ｂを区別できるよう
に表示することができる。
【０４２１】
　なお、候補群ポップアップウィンドウ７４１４に表示されるアプリケーションのフルネ
ーム（Ｆｕｌｌ　ｎａｍｅ）に対応する音声が認識される場合、制御部１４０は表示され
る候補群ポップアップウィンドウ７４１４で（１）ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋを区
別できるように表示することができる。
【０４２２】
　図７５によると、制御部１４０は、音声入力部１１０、音声認識モジュール１３０ｋ及
び音声データベース１３０ｍを介して認識された第２命令語（例えば、“Ｅｘｃｉｔｉｎ
ｇ　ｅ－ｂｏｏｋ”）に対応するアプリケーションのＥｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋを
実行する。制御部１４０は、実行されるＥｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋのＵＩ７５００
を表示する。制御部１４０は、Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋのＵＩ７５００をスマー
トハブ７３００上にオーバーラップされるように表示する。なお、制御部１４０は、Ｅｘ
ｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋのＵＩ７５００をスマートハブ７３００と代替して全画面の
サイズで表示することができる。
【０４２３】
　表示されるＥｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋのＵＩ７５００には、電子装置１００の保
存部に保存された複数のｅ－ｂｏｏｋに対応する短縮アイコン７５０１ないし７５０４及
び短縮アイコンの名前（７５０１ａないし７５９４ａ）が表示される。制御部１４０は、
複数のｅ－ｂｏｏｋに対応する短縮アイコンの名前（７５０１ａないし７５９４ａ）は、
音声認識有無によって区別できるように表示されてよい。例えば、制御部１４０は、音声
認識を介して制御可能なｅ－ｂｏｏｋに対応する短縮アイコンの名前７５０１ａは、音声
認識を通じて制御不可なｅ－ｂｏｏｋに対応する短縮アイコンの名前７５０２ａないし７
５０４ａと区別できるように表示される。なお、制御部１４０またはアプリケーション（
Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋ）は、Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋのツール領域（
図示せず）のメニュー（例えば、次のページ（Ｎｅｘｔ）、前のページ（ｐｒｅｖｉｏｕ
ｓ）または開く（ｏｐｅｎ）、図示せず）の中で音声認識を通じて制御可能なメニューを
音声認識を通じて制御不可なメニューと区別できるように表示することができる。音声認
識を通じて制御可能なｅ－ｂｏｏｋに対応する短縮アイコンの名前７５０１ａに下線及び
太く表示して区別することは一実施形態であり、多様に音声認識有無によってｅ－ｂｏｏ
ｋに対応する短縮アイコンの名前を区分（例えば、フォントまたはカラー変更等）して表
示することは、当該技術分野において通常の技術を有する者にとって容易に理解できるだ
ろう。なお、制御部１４０は、ネットワークインターフェース部１８０を介して音声認識
が可能なｅ－ｂｏｏｋを外部のサーバからダウンロードすることができる。
【０４２４】
　音声認識を通じて制御可能なｅ－ｂｏｏｋに対応する短縮アイコンの名前７５０１ａが
音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３０ｋ及び音声データベース１３０ｍを介し
て認識される場合、制御部１４０はｅ－ｂｏｏｋ７５０１を実行して表示することができ
る。ユーザは表示されるｅ－ｂｏｏｋを音声認識を通じて制御（例えば、ページ移動等）
することができる。
【０４２５】
　制御部１４０は、モーション入力部１２０と、モーション認識モジュール１３０ｌ及び
モーションデータベース１３０ｎを用いてユーザのモーション開始命令７００を認識する
。図７６によると、モーション開始命令７６００は、ユーザが指を開いてモーション入力
部１２０に向かって左／右に振ることである。制御部１４０は、電子装置１００のモード
を認識されたモーション開始命令によって音声タスクモードをモーション認識を通じて制
御可能なモーションタスクモードに切り替える。制御部１４０は、モーションデータベー
ス１３０ｎに予め保存されたモーション開始命令とモーション入力部１２０及びモーショ
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ン認識モジュール１３０ｌを介して認識されたモーション開始命令とを比較する。比較の
結果に応じて、モーション開始命令に認識される場合、電子装置１００は制御部１４０に
よって音声タスクモードからモーションタスクモードに切り替える。モーションデータベ
ース１３０ｎにはモーション入力部１２０及びモーション認識モジュール１３０ｌを介し
て認識可能なモーションに対応する第２命令語（例えば、「前へ」に対応する命令語また
は「再生」に対応する命令語）が保存されてよい。制御部１４０は、第２命令語に対応す
る電子装置１００のモーションタスクを行うことができる。モーションデータベース１３
０ｎに予め保存されたモーション開始命令は、環境設定を通じて変更（例えば、追加、変
更または削除）されてよい。
【０４２６】
　スマートハブにモーションガイド情報を表示し、音声認識を通じて制御可能なアプリケ
ーションの短縮アイコンと音声認識を通じて制御不可なアプリケーションの短縮アイコン
とを同様に表示する。
【０４２７】
　図７７によると、制御部１４０は、表示されるスマートハブ５００にモーションタスク
モードに対応するモーションガイド情報７７２０及びカーソル７７２５を表示する。制御
部１４０は、モーションガイド情報７７２０をスマートハブ７３００上にオーバーラップ
されるようにする。制御部１４０は、モーションガイド情報７７２０をスマートハブ７３
００の下段に表示することができる。モーションガイド情報７７２０は、モーション／ガ
イド表示領域（ｍｏｔｉｏｎ／ｇｕｉｄｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ａｒｅａ、７７２１）、モ
ード表示領域（ｍｏｄｅ　ｄｉｓｐｌａｙ　ａｒｅａ、７７２２）及び第２フィードバッ
ク表示領域（図示せず）を含んでよい。
【０４２８】
　制御部１４０は、スマートハブ７３００にモーションガイド情報７７２０を表示し、音
声認識を通じて制御可能なアプリケーションの短縮アイコンと音声認識を通じて制御不可
なアプリケーションの短縮アイコンとを同様に表示する。
【０４２９】
　図７４によると、制御部１４０は、音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３０ｋ
及び音声データベース１３０ｍを用いてユーザより発話される第３命令語音声（例えば、
アプリケーションの名前である“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌ”の全
てまたは一部）を認識する。制御部１４０は、音声データベース１３０ｍに予め保存され
た第３命令語と音声入力部１１０及び音声認識モジュール１３０ｋを通じて認識された第
３命令語とを比較する。比較の結果によって、第３命令語に認識される場合、制御部１４
０は第１フィードバック表示領域７４１３には認識された第３命令語に対応する第６視覚
的フィードバック（例えば、Ｙｏｕ　ｓａｉｄ　“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓ
ｔｉｖａｌ”、図示せず）を表示することができる。提供される第６視覚的フィードバッ
ク（図示せず）は決定された時間（例えば、５００ｍｓｅｃ）の間提供されてよい。
【０４３０】
　第３命令語を認識していない場合、制御部１４０は、第１フィードバック表示領域７４
１３に第７視覚的フィードバック（例えば、もう一度話してください（ｐｌｅａｓｅ、ｓ
ａｙ　ｉｔ　ａｇａｉｎ）、図示せず）を表示することができる。なお、制御部１４０は
、第３命令語音声を認識するために、第６聴覚的フィードバック（例えば、もう一度話し
てください（ｐｌｅａｓｅ、ｓａｙ　ｉｔ　ａｇａｉｎ））を提供することができる。
【０４３１】
　図７４を参照すると、認識された第３命令語（例えば、選択対象であるアプリケーショ
ンの名前の一部である“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ”を含む）に対応するアプリケーションの名前
が複数である場合、制御部１４０は複数のアプリケーションの名前が表示される候補群ポ
ップアップウィンドウ７４１４をスマートハブ７４００に表示することができる。音声入
力部１１０と、音声認識モジュール１３０ｋ及び音声データベース１３０ｍを通じて番号
（例えば、２（ｔｗｏ））に対応する音声が認識される場合、制御部１４０は候補群ポッ
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プアップウィンドウ７４１４で（２）ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌ４
１４ｂを選択する。
【０４３２】
　図７８を参照すると、制御部１４０は、音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３
０ｋ及び音声データベース１３０ｍを介して認識された第３命令語（例えば、“Ｅｘｃｉ
ｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌ”）に対応するアプリケーションであるＥｘｃｉ
ｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌを実行する。制御部１４０は、実行されるＥｘｃ
ｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌのＵＩ７８００を表示する。制御部１４０は、
Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌのＵＩ７８００をスマートハブ７３００
上にオーバーラップされるように表示する。なお、制御部１４０は、Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　
ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌのＵＩ７８００をスマートハブ７３００と代替して全画面の
サイズで表示することができる。
【０４３３】
　Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌのＵＩ７８００に表示されるドラム７
８０１ないし７８０９は、ユーザの音声認識またはリモコンを通じて演奏されてよい。な
お、Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌは、モーションタスクモードでモー
ション認識（例えば、グラブ）を通じてドラム７８０１ないし７８０９が演奏されてよい
。
【０４３４】
　図７９は、本発明の一実施形態に係る電子装置のＵＩ表示方法を説明するためのフロー
チャートである。図７９のステップＳ７９０１において、電子装置を点ける。例えば、電
子装置１００に配置された電源ボタン（図示せず）が押される場合、またはリモコンに配
置された電子装置１００の電源キー（図示せず）が選択（例えば、キープッシュ）される
場合、または電子装置１００の音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３０ｋ及び音
声データベース１３０ｍを介してユーザの音声（例えば、電源オン）が認識された場合、
電子装置１００は、電子装置１００をオンにすることできる。
【０４３５】
　図７９のステップＳ７９０２において、放送を出力する。例えば、図７０に示すように
、電子装置１００は放送受信部１５０から受信された放送信号に対応する映像を出力する
。図７９のステップＳ７９０３において、音声開始命令を認識する。即ち、電子装置１０
０は、音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３０ｋ及び音声データベース１３０ｍ
を用いてユーザより発話される音声開始命令を認識する。そして、電子装置１００は認識
された音声開始命令に対応して電子装置１００のモードを音声認識を通じて制御可能な音
声タスクモードに切り替わる。
【０４３６】
　図７９のステップＳ７９０４において、命令語セットを表示する。例えば、図７１に示
すように、電子装置１００は映像が表示されるディスプレイ画面７０００に音声タスクモ
ードに対応する命令語セット７１１０を表示する。図７９のステップＳ７９０５において
、第１命令語音声を認識する。具体的に、電子装置１００は、音声入力部１１０と、音声
認識モジュール１３０ｋ及び音声データベース１３０ｍを用いてユーザより発話される第
１命令語音声（例えば、スマートハブ）を認識する。そして、図７２に示すように、第１
命令語に認識される場合、電子装置１００は第１フィードバック表示領域７２１３に認識
された第１命令語に対応する第１視覚的フィードバックを表示する。
【０４３７】
　図７９のステップＳ７９０６において、ＵＩを表示する。例えば、図７３に示すように
、電子装置１００は第１命令語が認識される場合、第１命令語に対応するスマートハブ７
３００を表示する。図７９のステップＳ７９０７において、第２命令語のヴォイスを認識
する。具体的に、電子装置１００は、音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３０ｋ
及び音声データベース１３０ｍを用いてユーザより発話される第２命令語音声（例えば、
アプリケーションの名前であるＥｘｃｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋ７３７１ｃ）を認識する
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。なお、認識された第２命令語に対応するアプリケーションの名前が複数である場合、図
７４に示すように、電子装置１００は複数のアプリケーションの名前が表示される候補群
ポップアップウィンドイ７４１４をスマートハブ７３００に表示することができる。
【０４３８】
　図７９のステップＳ７９０８において、第１アプリケーションが実行される。例えば、
図７５に示すように、電子装置１００は第２命令語に対応するアプリケーションのＥｘｃ
ｉｔｉｎｇ　ｅ－ｂｏｏｋを実行する。図７９のステップＳ７９０９において、音声開始
モーションを認識する。具体的に、電子装置１００は、モーション入力部１２０と、モー
ション認識モジュール１３０ｌ及びモーションデータベース１３０ｎを用いてユーザのモ
ーション開始命令７６００を認識する。例えば、モーション開始命令７６００は、図７６
に示すように、ユーザが指を開いてモーション入力部１２０に向かって左／右に３～４振
ることである。
【０４３９】
　図７９のステップＳ７９１０において、スマートハブにモーションアイテムを表示し、
音声認識を通じて制御可能なアプリケーションの短縮アイコンと音声認識を通じて制御不
可なアプリケーションの短縮アイコンを同様に表示する。例えば、電子装置１００は、図
７７に示すように、スマートハブ７３００にモーションタスクモードに対応するモーショ
ンガイド情報７７２０及びカーソル７７２５を表示する。
【０４４０】
　図７９のステップＳ７９０７に戻り、第２命令語が認識されていない場合、ステップＳ
７９１１に進む。図７９のステップＳ７９１１において、第３命令語を認識する。制御部
１４０は、音声入力部１１０、音声認識モジュール１３０ｋ及び音声データベース１３０
ｍを用いてユーザより発話される第３命令語音声を認識する。このとき、認識された第３
命令語に対応するアプリケーションの名前が複数である場合、制御部１４０は、図７４に
示すように、複数のアプリケーションの名前が表示される候補群ポップアップウィンドウ
７４１４をスマートハブ５００に表示することができる。
【０４４１】
　図７９のステップＳ７９１２において、第３アプリケーションが実行される。例えば、
電子装置１００は、図７８に示すように、音声入力部１１０と、音声認識モジュール１３
０ｋ及び音声データベース１３０ｍを介して認識された第３命令語に対応するアプリケー
ションであるｅｘｃｉｔｉｎｇ　ｄｒｕｍ　ｆｅｓｔｉｖａｌを実行する。図７９のステ
ップＳ７９１１に戻り、第３命令語音声が認識されていない場合、終了する。
【０４４２】
　制御部１４０は、放送受信部１５０を介して入力された複数の放送信号の一つの放送信
号及び保存されたコンテンツの一つを、映像出力部１９０またはディスプレイ部１９３に
提供することができる。ディスプレイ部１９３は、提供された一つの放送信号または保存
されたコンテンツをディスプレイすることができる。このとき、保存されたコンテンツは
、電子装置１００に永久的、一時的または臨時的に保存されるコンテンツをすべて含む。
例えば、保存されたコンテンツは、電子装置１００の保存部１３０にユーザの削除要請が
あるまで、永久的に保存されることができる。なお、保存されたコンテンツは、電子装置
１００の保存部１３０の一部がバッファとして動作する場合、一時的にまたは臨時的に前
記保存部１３０に保存されてよい。具体的に、外部端子入力部１６０またはネットワーク
インターフェース部１８０から入力されるコンテンツがリアルタイムで映像出力部１９０
またはディスプレイ部１９３に提供される場合、制御部１４０は、コンテンツの入力され
る速度と提供される速度がほぼ同一になるように、保存部１３０の一部にコンテンツを一
時的にまたは臨時的に保存することができる。
【０４４３】
　制御部１４０は、モーション認識モジュール１３０ｌを用いてユーザのモーションを認
識し、認識されたユーザのモーションに応答し、提供された放送信号またはコンテンツの
提供状態を変更することができる。もし、制御部１４０が放送信号を提供する場合、制御
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部１４０は認識されたユーザのモーションに応答して放送信号の音量の大きさを調節した
り、または複数の放送信号のうちのもう一つの放送信号を提供することができる。または
、制御部１４０がコンテンツを提供する場合、制御部１４０は認識されたユーザのモーシ
ョンに応答して提供されたコンテンツが表示される画面の少なくとも一部を変更すること
ができる。
【０４４４】
　一例として、コンテンツ（例えば、複数のページで構成されたイメージまたは複数のペ
ージで構成された文書）が複数のページを含み、複数のページのうちの一つが画面に表示
された場合、制御部１４０は複数のページのうちの一つが表示される画面を複数のページ
のうちのもう一つのページが表示される画面に変更してよい。特に、制御部１４０は、認
識されたユーザのモーションの方向に対応し、複数のページのうちの一つが表示される画
面を複数のページのうちの一つのページの上、下、左または右側に位置したページのうち
の一つのページが表示される画面に変更してよい。
【０４４５】
　もう一つの例として、コンテンツ（例えば、ウェブページ）が一つのページを含む場合
、制御部１４０は一つのページの一部が表示される画面を前記一つのページの他の一部が
表示される画面に変更してよい。
【０４４６】
　更に別の一例として、制御部１４０は提供されるコンテンツ（例えば、イメージまたは
動画）が表示される画面を前記コンテンツと異なるコンテンツが表示される画面に変更し
てよい。
【０４４７】
　一方、制御部１４０は、音声認識モジュール１３０ｋを用いてユーザの音声を認識し、
認識されたユーザの音声に応じて複数の放送信号のうちの一つを提供することができる。
例えば、音声認識モジュール１３０ｋを用いてチャネル識別子が認識された場合、制御部
１４０はチャネル制御モジュール１３０ｂを用いて、前記複数の放送信号のうち、認識さ
れたチャネル識別子を有する放送信号を提供することができる。
【０４４８】
　更に別の実施形態で、制御部１４０はモーション認識モジュール１３０ｌを用いて認識
されたユーザのモーションに応答し、複数の放送信号のうちの一つを選択することができ
る。制御部１４０は、選択された放送信号を映像出力部１９０またはディスプレイ部１９
３に提供することができる。ディスプレイ部１９３は、提供された一つの放送信号をディ
スプレイすることができる。次に、制御部１４０は、映像出力部１９０またはディスプレ
イ部１９３に提供中の放送信号の提供を中止することができる。例えば、制御部１４０は
、モーション認識モジュール１３０ｌ、音声認識モジュール１３０ｋまたはリモコンを通
じたユーザの入力に応答し、放送信号の提供を中止することができる。そして、制御部１
４０は、電子装置１００に保存されたコンテンツを提供することができる。
【０４４９】
　制御部１４０は、保存されたコンテンツをディスプレイ部１９３に提供する場合、複数
の放送信号のうちの一つを選択するユーザのモーションと同じ形態のユーザのモーション
を再認識することができる。ここで、同じ形態のユーザのモーションは、実質的に同じ形
態のユーザのモーションを含む。例えば、複数のユーザモーションの各々のオブジェクト
の形態及び前記各々のオブジェクトの形態が動く方向が同じであり、前記各々のオブジェ
クトの形態が動く速度のいずれもが、予め設定された速度以上である場合、制御部１４０
は、前記複数のユーザのモーションを互いに同じ形態のユーザモーションに認識すること
ができる。一例として、一つの放送信号を選択するユーザのモーションと再認識されたユ
ーザのモーションのいずれもがスラップモーションであり、スラップモーションのいずれ
もが移動する方向が同じである場合、制御部１４０は、一つの放送信号を選択するユーザ
のモーションと再認識されたユーザのモーションを同じ形態のユーザのモーションに認識
することができる。他の一例として、一つの放送信号を選択するユーザのモーションが上
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方へのスラップモーションであり、提供されたコンテンツが表示される画面の少なくとも
一部を変更するユーザのモーションまたは上方へのスラップモーションである場合、制御
部１４０は、上記２つのモーションを同じ形態のユーザのモーションに認識することがで
きる。
【０４５０】
　次に、制御部１４０は、再認識されたユーザのモーションに応答し、前記提供されたコ
ンテンツが表示される画面の少なくとも一部を変更することができる。
【０４５１】
　更に別の実施形態において、制御部１４０は、第１映像データを映像出力部１９０また
はディスプレイ部１９３に提供することができる。そして、第１映像データのためのオー
ディオデータをオーディオ出力部１９６に提供することができる。このとき、例えば、第
１映像データは放送信号の映像データであり、第１映像データのためのオーディオデータ
は前記放送信号のオーディオデータであってよい。そして、制御部１４０は、認識された
ユーザのモーションに応答し、オーディオデータの音量の大きさを調節することができる
。例えば、制御部１４０は、第１映像データのためのオーディオデータの音量の大きさを
調節することができる。次に、制御部１４０は、第１映像データおよび第１映像データの
ためのオーディオデータの提供を中止し、第２映像データを提供することができる。この
とき、例えば、第２映像データは、電子装置１００に保存されたコンテンツの映像データ
であってよい。次に、制御部１４０は、オーディオデータの音量の大きさを調節するため
に認識されたユーザのモーションと実質的に同じ形態のユーザのモーションを再認識する
ことができる。そして、制御部１４０は、再認識されたユーザのモーションに応答し、第
２映像データが表示される画面の少なくとも一部を変更することができる。
【０４５２】
　更に別の実施形態で、制御部１４０は複数のソースからそれぞれ提供される映像データ
のうちの第１映像データ及び一つのソースから提供される複数の映像データのうちの第２
映像データのうちの一つを映像出力部１９０またはディスプレイ部１９３に提供すること
ができる。ディスプレイ部１９３は、提供された第１映像データまたは第２映像データを
ディスプレイすることができる。例えば、複数のソースから提供される映像データのうち
の第１映像データは、複数のチャネルに受信される複数の放送信号の各々の映像データの
うち、放送受信部２１０に含まれたチューナによって選択されたチャネルに受信される放
送信号の映像データであってよい。なお、例えば、一つのソースから提供される複数の映
像データのうちの第２映像データは、電子装置１００に保存部１３０と、外部端子入力部
２００と接続された外部機器またはネットワークインターフェース部１８０と接続された
サーバから提供される複数のコンテンツの各々の映像データの一つのコンテンツの映像デ
ータであってよい。次に、制御部１４０は、モーション認識モジュール１３０ｌを介して
ユーザのモーションを認識することができる。そして、認識されたユーザモーションに応
答し、制御部１４０が第１映像データを提供すると、前記第１映像データのソースと異な
るソースから提供される映像データを提供することができる。なお、制御部１４０が第２
映像データを提供すると、前記一つのソースから提供される複数の映像データのうちの第
２映像データと異なる映像データを提供することができる。
【０４５３】
　更に別の実施形態で、制御部１４０は、電子装置１００の電源印加時に直ちに再生され
る第１映像データ及び電子装置１００の電源印加後にユーザによるモード移行後に再生さ
れる第２映像データのうちの一つを映像出力部１９０またはディスプレイ部１９３に提供
することができる。ディスプレイ部１９３は、提供された第１映像データまたは第２映像
データをディスプレイすることができる。このとき、電源印加時に直ちに再生される第１
映像データは、例えば、電子装置１００がテレビである場合、テレビの電源を印加する場
合に直ちに再生される放送信号であってよい。なお、電子装置１００の電源印加後にユー
ザによるモード移行後に再生される第２映像データは、例えば、電子装置１００がテレビ
である場合、テレビの電源を印加した後に音声入力部１１０と、モーション入力部１２０
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またはリモコンを通じたユーザの入力による別途のモードへの移行後に再生可能なコンテ
ンツであってよい。次に、制御部１４０は、モーション認識モジュール１３０ｌを介して
認識されたユーザのモーションに応答し、第１映像データを提供すると、電源印加時に直
ちに再生される他の映像データ（例えば、他のチャネルの放送信号の映像データ）を提供
することができる。なお、制御部１４０は、モーション認識モジュール１３０ｌを介して
認識されたユーザのモーションに応答し、第２映像データを提供すると、ユーザモードへ
の移行後に再生する他の映像データ（例えば、保存部１３０に保存されたコンテンツの映
像データ、外部端子入力部１６０またはネットワークインターフェース部１８０から受信
されたコンテンツの映像データ）を提供することができる。
【０４５４】
　更に別の実施形態で、制御部１４０は複数の動画の一つの動画または複数のイメージの
一つのイメージを映像出力部１９０またはディスプレイ部１９３に提供することができる
。ディスプレイ部１９３に、提供された動画またはイメージをディスプレイすることがで
きる。例えば、複数の動画のうちの一つの動画は、複数の放送信号のうちの一つの放送信
号として、時間の流れに応じて変化する映像を示してよい。なお、複数のイメージのうち
の一つは、複数の保存されたイメージのうちの一つであってよい。次に、制御部１４０は
、モーション認識モジュール１３０ｌを介して認識されたユーザのモーションに応答し、
動画を提供すると、前記複数の動画のうち、前記提供された動画と異なる動画（例えば、
他のチャネルの放送信号）を提供することができる。なお、制御部１４０は、モーション
認識モジュール１３０ｌを介して認識されたユーザのモーションに応答し、イメージを提
供すると、前記複数のイメージのうち、前記イメージと異なるイメージを提供することが
できる。
【０４５５】
　以下では、図８０ないし図９１を参照して、ユーザモーションに応答して変更される画
面について説明する。
【０４５６】
　図８０及び図８１は、本発明の多様な一実施形態に係る上方へのユーザのモーションに
応答して変更される画面を示す図である。
【０４５７】
　図８０において、制御部１４０は、ユーザのモーションとして上方へのスラップモーシ
ョンを認識することができる。図８０の８０１０ないし８０２０を参照すると、制御部１
４０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は上方へのスラップモーションに応答し、
画面上に放送信号の提供を中止し、中止された放送信号のチャネル番号より増加したチャ
ネル番号を有する放送信号を提供することができる。例えば、チャネル番号が「７」であ
る放送信号はチャネルの番号が「８」である放送信号に変更されてよい。図８０の８０３
０ないし８０４０を参照すると、制御部１４０が複数のページを含むコンテンツを提供す
る場合、制御部１４０は上方へのスラップモーションに応答し、画面上に複数のページの
うちの一つのページが表示された画面を、前記複数のページのうちの前記一つのページの
下側に位置したページが表示される画面に変更することができる。例えば、図８０の８０
３０に第２ページが表示された画面は、図８０の８０４０に第３ページが表示された画面
に変更されてよい。
【０４５８】
　図８１において、制御部１４０はユーザのモーションとして上方へのスラップモードン
を認識することができる。図８１の８１１０ないし８１２０を参照すると、制御部１４０
が放送信号を提供する場合、制御部１４０は上方へのスラップモーションに応答し、画面
上に放送信号の提供を中止し、中止された放送信号のチャネル番号より増加したチャネル
番号を有する放送信号を提供することができる。図８１の８１３０ないし８１４０を参照
すると、制御部１４０が一つのページを含むコンテンツを提供する場合、制御部１４０は
上方へのスラップモーションに応答し、画面上に一つのページのうちの一部をを前記一つ
のページで、前記一部の下側に位置した他の一部に変更することができる。
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【０４５９】
　図８２及び図８３は、本発明の多様な実施形態に係る下方へのユーザモーションに応答
して変更される画面を示す図である。
【０４６０】
　図８２において、制御部１４０はユーザのモーションとして下方へのスラップモーショ
ンを認識することができる。図８２の８２１０ないし８２２０を参照すると、制御部１４
０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は下方へのスラップモーションに応答して、
画面上に放送信号の提供を中止し、中止された放送信号のチャネル番号より減少したチャ
ネル番号を有する放送信号を提供することができる。例えば、チャネル番号が「８」であ
る放送信号はチャネルの番号が「７」である放送信号に変更されてよい。図８２の８２３
０ないし８２４０を参照すると、制御部１４０が複数のページを含むコンテンツを提供す
る場合、制御部１４０は上方へのスラップモーションに応答し、画面上に複数のページの
うちの一つのページが表示された画面を、前記複数のページのうちの前記一つのページの
上側に位置したページが表示される画面に変更することができる。例えば、図８０の８２
３０に第２ページが表示された画面は、図８２の８２４０に第１ページが表示された画面
に変更されてよい。
【０４６１】
　図８３において、制御部１４０はユーザのモーションとして下方へのスラップモードン
を認識することができる。図８３の８３１０ないし８３２０を参照すると、制御部１４０
が放送信号を提供する場合、制御部１４０は下方へのスラップモーションに応答し、画面
上に放送信号の提供を中止し、中止された放送信号のチャネル番号より増加したチャネル
番号を有する放送信号を提供することができる。図８３の８３３０ないし８３４０を参照
すると、制御部１４０が一つのページを含むコンテンツを提供する場合、制御部１４０は
下方へのスラップモーションに応答し、画面上に一つのページのうちの一部をを前記一つ
のページで、前記一部の上側に位置した他の一部に変更することができる。
【０４６２】
　図８４ないし図８７は、本発明の多様な実施形態に係る左方へのユーザモーションに応
答して変更される画面を示す図である。
【０４６３】
　図８４において、制御部１４０はユーザのモーションとして左方へのスラップモーショ
ンを認識することができる。図８４の８４１０ないし８４２０を参照すると、制御部１４
０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は左方へのスラップモーションに応答して、
提供中の放送信号の音量の大きさを減少させることができる。例えば、放送信号の音量の
大きさは「１４」から「１３」に減少してよい。図８４の８４３０ないし８４４０を参照
すると、制御部１４０が複数のページを含むコンテンツを提供する場合、制御部１４０は
左方へのスラップモーションに応答し、複数のページのうちの一つのページが表示される
画面を前記複数のページのうちの前記一つのページの右側に位置したページが表示される
画面に変更してよい。例えば、図８４の８４３０に第２ページが表示された画面は、図８
４の８４４０に第３ページが表示された画面に変更されてよい。
【０４６４】
　図８５において、制御部１４０はユーザのモーションとして左方へのスラップモーショ
ンを認識することができる。図８５の８５１０ないし８５２０を参照すると、制御部１４
０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は左方へのスラップモーションに応答し、提
供中の放送信号の音量の大きさを減らすことができる。図８５の８５３０ないし８５４０
を参照すると、制御部１４０が一つのページを含むコンテンツを提供する場合、制御部１
４０は左方へのスラップモーションに応答し、一つのページの一部が表示される画面を前
記一部の右側に位置した他の一部が表示される画面に変更してよい。
【０４６５】
　図８６において、制御部１４０はユーザのモーションとして左方へのスラップモーショ
ンを認識することができる。図８６の８６１０ないし８６２０を参照すると、制御部１４
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０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は左方へのスラップモーションに応答して、
提供中の放送信号の音量の大きさを減少させることができる。図８６の８６３０ないし８
６４０を参照すると、制御部１４０は左方へのスラップモーションに応答し、第２コンテ
ンツが表示される画面を前記第２コンテンツの次の順のコンテンツである第３コンテンツ
が表示される画面に変更してよい。
【０４６６】
　図８７において、制御部１４０はユーザのモーションとして左方へのスラップモーショ
ンを認識することができる。図８７の８７１０ないし８７２０を参照すると、制御部１４
０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は左方へのスラップモーションに応答し、提
供中の放送信号の音量の大きさを減らすことができる。図８７の８７３０ないし８７４０
を参照すると、制御部１４０が画面上に第１領域８７３１及び第２領域８７３５の各々に
少なくとも一つ以上のコンテンツを提供する場合、制御部１４０は、左方へのスラップモ
ーションに応答し、第２領域８７３５上にコンテンツ８７５１を除去し、第２領域８７３
５上に前記除去されたコンテンツ８７５１と異なるコンテンツ８７５２を表示することが
できる。
【０４６７】
　図８８において、制御部１４０は、ユーザのモーションとして右方へのスラップモーシ
ョンを認識することができる。図８８の８８１０ないし８８２０を参照すると、制御部１
４０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は右方へのスラップモーションに応答して
、提供中の放送信号の音量の大きさを増加させることができる。例えば、放送信号の音量
の大きさは、「１４」から「１５」に増加することができる。図８８の８８３０ないし８
８４０を参照すると、制御部１４０が複数のページを含むコンテンツを提供する場合、制
御部１４０は右方へのスラップモーションに応答し、複数のページのうちの一つのページ
が表示される画面を前記複数のページのうちの前記一つのページの左側に位置したページ
が表示される画面に変更することができる。例えば、図８８の８８３０に第２ページが表
示された画面は、図８８の８８４０に第１ページ画面に変更されてよい。
【０４６８】
　図８９において、制御部１４０はユーザのモーションとして右方へのスラップモーショ
ンを認識することができる。図８９の８９１０ないし８９２０を参照すると、制御部１４
０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は右方へのスラップモーションに応答し、提
供中の放送信号の音量の大きさを増加させることができる。図８９の８９３０ないし８９
４０を参照すると、制御部１４０が一つのページを含むコンテンツを提供する場合、制御
部１４０は右方へのスラップモーションに応答し、一つのページの一部が表示される画面
を前記一部の左側に位置した他の一部が表示される画面に変更することができる。
【０４６９】
　図９０において、制御部１４０はユーザのモーションとして右方へのスラップモーショ
ンを認識することができる。図９０の９０１０ないし９０２０を参照すると、制御部１４
０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は右方へのスラップモーションに応答し、提
供中の放送信号の音量の大きさを増加させることができる。図９０の９０３０ないし９０
４０を参照すると、制御部１４０が第２コンテンツを提供する場合、制御部１４０は右方
へのスラップモーションに応答し、第２コンテンツが表示される画面を前記第２コンテン
ツの前の順のコンテンツである第３コンテンツが表示される画面に変更してよい。
【０４７０】
　図９１において、制御部１４０はユーザのモーションとして右方へのスラップモーショ
ンを認識することができる。図９１の９１１０ないし９１２０を参照すると、制御部１４
０が放送信号を提供する場合、制御部１４０は右方へのスラップモーションに応答し、提
供中の放送信号の音量の大きさを増加させることができる。図９１の９１３０ないし９１
４０を参照すると、制御部１４０が画面上に第１領域９１３１及び第２領域９１３５の各
々に少なくとも一つ以上のコンテンツを提供する場合、制御部１４０は、右方へのスラッ
プモーションに応答し、第２領域９１３５上にコンテンツ９１５１を除去し、第２領域９
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１３５上に前記除去されたコンテンツと異なるコンテンツ９１５２を表示することができ
る。
【０４７１】
　図９２及び図９３は、本発明の多様な実施形態に係るユーザのモーションに応答して画
面が変更される電子装置の制御方法を説明するためのフローチャートである。
【０４７２】
　図９２において、電子装置１００は認識されたユーザのモーションに応答し、複数の放
送信号のうちの一つを選択する（Ｓ９２１２）。このとき、認識されたユーザのモーショ
ンは、モーション入力部１２０を介して入力されてモーション認識モジュール１３０ｌに
よって認識されてよい。電子装置１００は、選択された放送信号を提供する（Ｓ９２１４
）。このとき、放送信号は、映像出力部１９０またはディスプレイ部１９３に提供されて
よい。再び、電子装置１００は選択された放送信号の提供を中止し、保存されたコンテン
ツを提供する（Ｓ９２１６）。このとき、保存されたコンテンツは、保存部１３０に保存
されたり、外部端子入力部１６０またはネットワークインターフェース部１８０から受信
されてよい。電子装置１００は、認識されたユーザのモーションと実質的に同じ形態のユ
ーザのモーションを再認識することができる（Ｓ９２１８）。このとき、再認識されたユ
ーザのモーションは、モーション入力部１２０を介して入力されてモーション認識モジュ
ール１３０ｌによって認識されてよい。電子装置１００は、再認識されたユーザのモーシ
ョンに応答し、提供されたコンテンツが表示される画面の少なくとも一部を変更すること
ができる（Ｓ９２２０）。
【０４７３】
　図９３において、電子装置１００は複数の放送信号のうちの一つ及び保存されたコンテ
ンツのうちの一つを提供する（Ｓ９３１２）。再び、電子装置１００は、モーション認識
モジュール１３０ｌを介してユーザのモーションを認識する（Ｓ９３１４）。電子装置１
００は、ユーザのモーションに応答し、電子装置１００が提供する信号が放送信号か、ま
たはコンテンツかを判断することができる（Ｓ９３１６）。放送信号が提供される場合、
電子装置１００は放送信号の音量の大きさを調節したり、複数の放送信号のうちのもう一
つの放送信号を提供する（Ｓ９３１８）。または、コンテンツが提供される場合、電子装
置１００は提供されたコンテンツが表示される画面の少なくとも一部を変更する（Ｓ９３
２０）。
【０４７４】
　上述のように、電子装置１００を介して、ユーザはユーザのモーションを通じて電子装
置をより効率的かつ直観的に制御できるようになる。
【０４７５】
　制御部１４０は、リモコン信号受信部１７０に受信されるリモコン信号、音声入力部１
１０に入力されるユーザ音声およびモーション入力部１２０に入力されるユーザモーショ
ンに応じて電子装置を制御する。ここで、リモコンは一般的なリモコンであってよいが、
それに限定されるものではなく、タッチパッドを備えるリモコンであってよい。
【０４７６】
　具体的に、制御部１４０は、リモコン信号受信部１７０に受信されたリモコン信号に応
じて電子装置１００が制御されるリモコンモードで、音声入力部１１０を介して入力され
た音声開始命令が認識される場合、音声入力部１１０によって入力されたユーザ音声によ
って制御される音声タスクを行うための音声タスクモードに切り替える。
【０４７７】
　音声タスクモードに切り替わった場合、制御部１４０は、電子装置１００のモードが音
声タスクモードであることを表示するアイコン及び音声タスクをガイドする音声アイテム
が含まれた音声ガイド情報をディスプレイするようにディスプレイ部１９３を制御するこ
とができる。
【０４７８】
　音声タスクモードで、リモコンモードに切り替えるためにリモコンに備えられたボタン



(74) JP 5746111 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

のうちの第１ボタンが選択されると、リモコン信号受信部１７０は、第１ボタンに対応す
る第１リモコン信号を受信する。そして、制御部１４０は、電子装置１００のモードを第
１リモコン信号に応答し、電子装置１００がリモコンによって制御されるリモコンモード
に切り替える。このとき、第１ボタンは、リモコンモードに切り替わるためのリモコンモ
ード切替ボタンであってよい。しかし、それは一実施形態に過ぎず、第１ボタンは前記リ
モコンに備えられたボタンのうちの任意のボタンであってよい。第１ボタンが任意のボタ
ンである場合、第１ボタンに対応する第１リモコン信号が受信されると、制御部１４０は
リモコンモードに切り替えた後、第１ボタンに対応するタスクを行ってよい。例えば、第
１ボタンが消音ボタンである場合、制御部１４０は、電子装置１００のモードを音声タス
クモードからリモコンモードに切り替え、消音を行ってよい。
【０４７９】
　音声タスクモードで、モーション入力部１２０を介してモーション開始命令が入力され
ると、制御部１４０は、モーション認識モジュール１３０ｌを用いて、モーション開始命
令を認識する。そして、モーション開始命令が認識される場合、制御部１４０は、電子装
置１００のモードをモーション入力部１２０によって入力されたユーザモーションによっ
て制御されるモーションタスクモードに切り替えてよい。
【０４８０】
　なお、制御部１４０は、リモコン信号受信部１７０に受信されたリモコン信号によって
電子装置１００が制御されるリモコンモードで、モーション入力部１２０を介して入力さ
れたモーション開始命令が認識される場合、モーション入力部１２０によって入力された
ユーザモーションによって制御されるモーションタスクを行うためのモーションタスクモ
ードに切り替える。
【０４８１】
　モーションタスクモードに切り替わった場合、制御部１４０は、電子装置１００のモー
ドがモーションタスクモードであることを表示するアイコン及びモーションタスクをガイ
ドするモーションアイテムが含まれた音声ガイド情報をディスプレイするようにディスプ
レイ部１９３を制御することができる。
【０４８２】
　モーションタスクモードで、リモコンモードに切り替えるためにリモコンに備えられた
ボタンのうちの第１ボタンが選択されると、リモコン信号受信部１７０は第１ボタンに対
応する第１リモコン信号を受信する。そして、制御部１４０は、第１リモコン信号に応答
し、電子装置１００のモードを電子装置１００がリモコンによって制御されるリモコンモ
ードに切り替える。このとき、第１ボタンは、リモコンモードに切り替わるためのリモコ
ンモード切替ボタンであってよい。しかし、それは一実施形態に過ぎず、第１ボタンは、
前記リモコンに備えられたボタンのうちの任意のボタンであってよい。第１ボタンが任意
のボタンである場合、第１ボタンに対応する第１リモコン信号が受信されると、制御部１
４０はリモコンモードに切り替えた後、第１ボタンに対応するタスクを行ってよい。例え
ば、第１ボタンが消音ボタンである場合、制御部１４０は、電子装置１００のモードを音
声タスクモードからリモコンモードに切り替え、消音を行ってよい。
【０４８３】
　モーションタスクモードで、音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力されると、
制御部１４０は、音声認識モジュール１３０ｋを用いて、音声開始命令を認識する。そし
て、音声開始命令が認識される場合、制御部１４０は、電子装置１００のモードを音声入
力部１１０によって入力されたユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り替
えてよい。
【０４８４】
　以下では、図９４ないし９７を参照して、リモコンモード、モーションタスクモード及
び音声タスクモードに切り替える実施形態を説明する。
【０４８５】
　具体的に、制御部１４０は、電子装置１００に電源が入った後、一般的にリモコン信号
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によって制御されるリモコンモードで動作する。リモコンモードは、図９４に示すように
、別途のＵＩがディスプレイされない。しかし、それは一実施形態に過ぎず、制御部１４
０はリモコンモードである際、リモコンモードであることを示すＵＩをディスプレイする
ことができる。
【０４８６】
　リモコンモードで、音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力されると、制御部１
４０は音声開始命令を認識し、電子装置１００のモードを音声入力部１１０を介して入力
されるユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り替える。このとき、制御部
１４０は、音声タスクモードに切り替えつつ、図９５に示すような音声ガイド情報をディ
スプレイすることができる。
【０４８７】
　音声タスクモードで、リモコンに備えられた第１ボタンが選択されると、制御部１１０
はリモコン信号受信部１７０を介して第１ボタンに対応する第１リモコン信号を受信し、
図９４に示すように、電子装置１００のモードをリモコンモードに再び切り替える。この
とき、リモコンに備えられた第１ボタンはリモコンモード切替ボタンであってよいが、そ
れは一実施形態に過ぎず、リモコンに備えられた任意のボタンであってよい。
【０４８８】
　なお、音声タスクモードで、モーション入力部１２０を介してモーション開始命令が入
力されると、制御部１４０はモーション開始命令を認識して電子装置１００のモードをモ
ーション入力部１２０を介して入力されるユーザモーションによって制御されるモーショ
ンタスクモードに切り替える。このとき、制御部１４０は、モーションタスクモードに切
り替えつつ、図９６に示すようなモーションガイド情報３３１０をディスプレイすること
ができる。
【０４８９】
　リモコンモードで、モーション入力部１２０を介してモーション開始命令が入力される
と、制御部１４０はモーション開始命令を認識して電子装置１００のモードをモーション
入力部１２０を介して入力されるユーザモーションによって制御されるモーションタスク
モードに切り替える。このとき、制御部１４０は、モーションタスクモードに切り替えつ
つ、図９６に示すようなモーションガイド情報３３１０をディスプレイすることができる
。
【０４９０】
　モーションタスクモードで、リモコンに備えられた第１ボタンが選択されると、制御部
１１０は、リモコン信号受信部１７０を介して第１ボタンに対応する第１リモコン信号を
受信し、図９４に示すように、電子装置１００のモードをリモコンモードに再び切り替え
る。このとき、リモコンに備えられた第１ボタンはリモコンモード切替ボタンであってよ
いが、それは一実施形態に過ぎず、リモコンに備えられた任意のボタンであってよい。
【０４９１】
　モーションタスクモードで、音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力されると、
制御部１４０は音声開始命令を認識し、電子装置１００のモードを音声入力部１１０を介
して入力されるユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り替える。このとき
、制御部１４０は、音声タスクモードに切り替えつつ、図９５に示すような音声ガイド情
報をディスプレイすることができる。
【０４９２】
　上述のように、電子装置１００は、リモコン信号、音声開始命令及びモーション開始命
令を用いて、リモコンモード、音声タスクモード及びモーションタスクモードにそれぞれ
切り替わってよい。
【０４９３】
　図９７は、本発明の一実施形態に係るリモコンモード、モーションタスクモード及び音
声タスクモードに切り替える方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装
置１００は電源が入った後、リモコンによって制御されるリモコンモードに移行する（Ｓ
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９７１０）。
【０４９４】
　電子装置は、音声開始命令またはモーション開始命令がない場合は、依然としてリモコ
ン制御モード（Ｓ９７１０）を維持する。電子装置１００は、音声開始命令が入力されて
いるか否かを判断する（Ｓ９７２０）。リモコンモードで音声開始命令が入力されると（
Ｓ９７２０－Ｙ）、電子装置１００は、電子装置１００のモードを音声入力部１１０を介
して入力されるユーザの音声によって制御される音声タスクモードに切り替える（Ｓ９７
３０）。このとき、音声タスクモードに移行すると、電子装置１００は、図９５に示すよ
うな音声ガイド情報をディスプレイすることができる。
【０４９５】
　電子装置１００は、モーション開始命令が入力されているか否かを判断する（Ｓ９７４
０）。音声タスクモードでモーション開始命令が入力されると（Ｓ９７４０－Ｙ）、電子
装置１００は、電子装置１００のモードをモーション入力部１２０を介して入力されるユ
ーザのモーションに応じて制御されるモーションタスクモードに切り替える（Ｓ９７５０
）。
【０４９６】
　電子装置１００が、モーションタスクモードまたは音声タスクモードのいずれか一つで
ある場合、制御部１４０は、リモコン制御モードに復帰するか否かを判断する（Ｓ９７６
０）。上述のように、リモコン制御モードに復帰する命令が入力されたり、モード取消し
命令が認識されると、制御部１４０はリモコン制御モードに復帰することができる。なお
、電子装置１００が音声タスクモードである場合、制御部１４０は、予め設定された時間
（例えば、５分）の間、何の音声も認識していない場合、自動的にリモコン制御モードに
復帰することができる。同様に、電子装置１００がモーションタスクモードである場合、
制御部１４０は予め設定された時間（例えば、５分）の間、何のモーションも認識してい
ない場合、自動的にリモコン制御モードに復帰することができる。
【０４９７】
　図９７に示すように、電子装置１００がリモコンモード（Ｓ９７１０）、音声タスクモ
ード（Ｓ９７３０）及びモーションタスクモード（Ｓ９７５０）で動作することができる
。３つのモードで、制御部１４０は、音声タスクモードにスイッチするか（Ｓ９７２０－
Ｙ）、モーションタスクモードにスイッチするか（Ｓ９７４０－Ｙ）、リモコン制御モー
ドにスイッチするか（Ｓ９７６０－Ｙ）または現在のモードを維持するか（Ｓ９７２０－
Ｎ、Ｓ９７４０－Ｎ、Ｓ９７６０－Ｎ）を判断することができる。一方、図９７における
図示の他にも、リモコンモード、音声タスクモード、モーションタスクモードから他のタ
スクモードに変更される実施形態に、本発明の技術的思想が適用されてよい。
【０４９８】
　上述のように、電子装置１００が、リモコンモード、音声タスクモード及びモーション
タスクモードに切り替えることにより、ユーザは自分が望むモードに応じて、電子装置１
００を制御できるようになる。
【０４９９】
　制御部１４０は、外部の携帯機器を用いた音声認識を通じて電子装置１００を制御する
ことができる。具体的に、制御部１４０は、外部の携帯機器に備えられたマイクを通じて
ユーザ音声が入力されると、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力され、入力され
たユーザ音声を認識し、認識されたユーザ音声に応じて電子装置１００の音声タスクを行
うことができる。このとき、携帯機器は、リモコンや携帯電話、ＰＤＡ及びノートパソコ
ンのいずれか一つであってよいが、それに限定されるものではない。なお、このとき、音
声入力部１１０は、外部の携帯機器からユーザ音声信号を受信するための通信部であって
よい。
【０５００】
　なお、外部の携帯機器で音声認識のためのアプリケーションが実行され、ユーザ音声が
入力される。そして、携帯機器がユーザの音声を認識してユーザ音声に対応する制御信号
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を生成した後、制御信号を電子装置１００に伝送すると、制御部１４０は、携帯機器から
入力された制御信号によって電子装置１００の音声タスクを行うことができる。
【０５０１】
　なお、制御部１４０は、携帯機器で音声認識のためのアプリケーションが実行され、携
帯機器に備えられたマイクから入力されたユーザの音声が入力されると、携帯機器から入
力されたユーザの音声を認識し、ユーザの音声に応じて電子装置１００の音声タスクを行
うことができる。
【０５０２】
　このとき、携帯機器で音声認識のためのアプリケーションが実行された後、携帯機器に
含まれた第１ボタンが選択されると、制御部１４０は、通信部（図示せず）を介して第１
ボタンに対応する第１信号を受信し、第１信号に応答して電子装置１００のモードを音声
タスクモードに切り替える。このとき、携帯機器に含まれた第１ボタンが選択されて切り
替わる音声タスクモードは、携帯機器に含まれたマイクから入力されたユーザの音声に応
じて音声タスクが行われるモードである。そして、携帯機器に含まれた第１ボタンが選択
されて切り替わる音声タスクモードは、携帯機器の第１ボタン及び第２ボタンのいずれか
一つが選択されると、解除されてよい。このとき、第１ボタン及び第２ボタンは、携帯機
器に備えられた物理的なボタンであってよいが、それは一実施形態に過ぎず、音声認識の
ためのアプリケーションが実行された後、携帯機器にディスプレイされたＵＩであってよ
い。
【０５０３】
　なお、制御部１４０は、音声タスクモードで携帯機器に備えられた第２ボタンが選択さ
れる間、携帯機器からユーザの音声が入力されてよい。このとき、携帯機器に備えられた
第２ボタンが選択される間、制御部１４０はユーザ音声が入力可能であることを示すＵＩ
を携帯機器にディスプレイすることができる。従って、ユーザは携帯機器にディスプレイ
されたＵＩを通じて音声入力が可能であることを認識できるようになる。
【０５０４】
　携帯機器でユーザ音声が認識される場合、制御部１４０は、電子装置１００に備えられ
たマイクを通じてユーザ音声が入力されない。
【０５０５】
　一方、携帯機器に備えられたマイクは、携帯機器が電話による通話のために用いられる
マイクであってよい。即ち、携帯機器が一般的の電話通話機能をする場合、マイクはユー
ザから電話通話のための音声が入力され、一方、携帯機器が音声認識のためのアプリケー
ションを実行する場合、ユーザから電子装置１００を制御するための音声が入力されてよ
い。
【０５０６】
　図９８は、本発明の一実施形態に係る外部の携帯機器を用いてユーザの音声を認識する
方法を説明するためのフローチャートである。まず、携帯機器は、音声入力のためのアプ
リケーションを実行する（Ｓ９８１０）。このとき、携帯機器は携帯電話であってよい。
【０５０７】
　携帯機器で音声入力のためのアプリケーションが実行された後、携帯機器は携帯機器に
備えられたマイクを通じてユーザ音声が入力される（Ｓ９８２０）。このとき、携帯機器
に備えられたマイクは、電話通話機能を行うためのマイクであってよい。
【０５０８】
　そして、電子装置１００は、外部の携帯機器に入力されたユーザ音声を携帯機器から受
信する（Ｓ９８３０）。携帯機器からユーザ音声が受信されると、電子装置１００は音声
認識モジュール１０３ｋを用いてユーザ音声を認識する（Ｓ９８４０）。そして、電子装
置１００は、音声データベースを用いて、認識されたユーザ音声に応じて音声タスクを行
う（Ｓ９８５０）。
【０５０９】
　一方、上述の実施形態では、携帯機器がユーザ音声が入力され、ユーザ音声を電子装置
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１００に伝送するものとして説明したが、それは一実施形態に過ぎず、携帯機器がユーザ
音声を直接認識し、ユーザ音声に対応する制御信号を生成した後、制御信号を電子装置１
００に伝送することができる。
【０５１０】
　上述のように、携帯電話と携帯機器を用いて電子装置１００の音声タスクを行うことに
より、ユーザはより容易に音声認識を用いて電子装置１００を制御できるようになる。
【０５１１】
　本発明の一実施形態によると、モーションタスクモードは、ポインターが必要なタスク
であるか否かに応じてモーションモード及びポインティングモードのいずれか一つであっ
てよい。具体的に、モーションモードは、予め設定されたモーション（例えば、左右上下
へのスラップ、グラブ及び反時計回りへの回転）によって電子装置１００の設定が変更さ
れるタスクを制御するモードである。例えば、電子装置１００が放送受信機能を行う際、
モーション開始命令が入力されると、制御部１４０は電子装置１００のモードをモーショ
ンモードに切り替えてよい。従って、電子装置１００は予め設定されたモーションにマッ
チするユーザのモーションに応答して音量調節、チャネル変更のようなタスクを行ってよ
い。
【０５１２】
　ポインティングモードは、タスクを行うためのポインターを用いるモードである。例え
ば、電子装置１００が選択可能な複数のアイテムが含まれたリスト（例えば、コンテンツ
リスト、チャネルリスト、ＥＰＧ及びウェブページ等）のいずれか一つをディスプレイす
る際、モーション開始命令が入力されると、制御部１４０は電子装置１００のモードをポ
インティングモードに切り替えてよい。ポインティングモードに移行すると、制御部１４
０はディスプレイ画面の中央にポインターをディスプレイする。このとき、ポインターは
モーションガイド情報によってディスプレイ画面の中央の上側にディスプレイされてよい
。
【０５１３】
　以下では、ポインティングモードについてより詳細に説明する。
【０５１４】
　電子装置１００がアプリケーションを実行するための複数の短縮アイコンが含まれたコ
ンテンツリスト（例えば、スマートハブ）及びウェブページのいずれか一つがディスプレ
イする間、モーション入力部１２０を介してモーション開始命令が入力されると、制御部
１４０は、電子装置１００のモードをポインティングモードに切り替え、ディスプレイさ
れた画面の中央にポインターをディスプレイすることができる。
【０５１５】
　このとき、ポインティングモードに移行されると、電子装置１００はディスプレイ画面
の下段にモーションタスクを行うためのモーションガイド情報をディスプレイすることが
できる。このとき、ディスプレイされるモーションガイド情報は、モーションモードのモ
ーションガイド情報とは相違していてよい。
【０５１６】
　一方、電子装置１００がコンテンツリストをディスプレイする場合、モーション入力部
１２０を介してモーション開始命令が入力されると、制御部１４０は電子装置１００のモ
ードをポインティングモードに切り替える。ポインティングモードでモーション入力部１
２０に入力されるユーザのモーションに応じてポインターがコンテンツリストの第１短縮
アイコンに位置すると、制御部１４０は第１短縮アイコンを他の短縮アイコンと区別でき
るように表示する。そして、ポインティングモードでコンテンツリスト画面の終了命令が
入力されると、制御部１４０はコンテンツリストだけでなく、ポインターをディスプレイ
画面から除去してよい。
【０５１７】
　一方、電子装置１００がウェブページをディスプレイする場合、モーション入力部１２
０を介してモーション開始命令が入力されると、制御部１４０は電子装置１００のモード
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をポインティングモードに切り替える。このとき、ウェブページは、複数のハイパーリン
クを含んでよい。ポインティングモードでモーション入力部１２０に入力されるユーザモ
ーションに応じてポインターがウェブページの第１ハイパーリンクに位置すると、制御部
１４０は第１ハイパーリンクを他のハイパーリンクと区別できるように表示する。そして
、ポインターが第１ハイパーリンクに位置し、モーション入力部１２０を介してユーザの
第１モーション（例えば、グラブモーション）が入力されると、制御部１４０は第１ハイ
パーリンクを実行する。
【０５１８】
　以下では、図９９ないし図１０３を参照して、ポインティングモードに対する実施形態
について、より詳細に説明する。
【０５１９】
　図９９に示すように、アプリケーションを実行するための短縮アイコンが含まれたコン
テンツリストがディスプレイされ、モーション入力部１２０を介してモーション開始命令
が入力されると、制御部１４０は、図１００に示すように、モーションガイド情報及びポ
インター１００１０をディスプレイすることができる。このとき、ポインター１００１０
は、ディスプレイ画面の中央にディスプレイされてよい。
【０５２０】
　そして、モーション入力部１２０を介してポインター１００１０が“ＡＰＰ２”短縮ア
イコンに位置するように下方へ移動するモーションが入力されると、制御部１４０は、ポ
インター１００１０を“ＡＰＰ２”短縮アイコンに位置させる。このとき、ポインター１
００１０が“ＡＰＰ２”短縮アイコンに位置すると、制御部１４０は、図１０１に示すよ
うに、“ＡＰＰ２”の短縮アイコン及び短縮アイコンの名前を他のアイコンより濃くハイ
ライトさせて表示する。
【０５２１】
　ポインター１００１０が“ＡＰＰ２”短縮アイコンに位置し、モーション入力部１２０
を介してユーザの第１モーション（例えば、グラブモーション）が入力されると、制御部
１２０は、図１０２に示すように、“ＡＰＰ２”短縮アイコンを実行する。
【０５２２】
　そして、図１０１に示すように、コンテンツリストがディスプレイされ、ユーザからコ
ンテンツリスト解除命令（例えば、反時計回りへの回転モーションまたはリモコンボタン
）が入力されると、制御部１４０は、図１０３に示すように、ディスプレイ画面にコンテ
ンツリスト及びポインターを除去し、放送受信画面をディスプレイする。
【０５２３】
　一方、上述の実施形態においては、コンテンツリストがディスプレイされる場合につい
て説明したが、それに限定されるものではなく、複数のハイパーリンクを含むウェブペー
ジがディスプレイされた場合も、本願発明の技術的思想が適用されてよい。
【０５２４】
　図１０４は、本発明の一実施形態に係るポインティングモードを提供する方法を説明す
るためのフローチャートである。まず、電子装置１００は、コンテンツリスト及びウェー
ブページのいずれか一つをディスプレイする（Ｓ１０４１０）。このとき、コンテンツリ
ストはアプリケーションを実行するための複数の短縮アイコンを含み、ウェブページは複
数のハイパーリンクを含んでよい。そして、電子装置１００は、モーション開始命令が入
力されているか否かを判断する（Ｓ１０４２０）。
【０５２５】
　モーション開始命令が入力されると（Ｓ１０４２０－Ｙ）、電子装置１００は電子装置
１００のモードをポインティングモードに切り替える（Ｓ１０４３０）。このとき、ポイ
ンティングモードとは、ポインターが必要なタスク（例えば、アプリケーション実行、ウ
ェブページ検索等）を行うためのモードである。
【０５２６】
　ポインティングモードに切り替わると、電子装置１００はディスプレイ画面にポインタ
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ーをディスプレイする（Ｓ１０４４０）。このとき、ポインターはディスプレイ画面の中
央にディスプレイされてよい。
【０５２７】
　上述のように、電子装置１００が、ポインターの必要なタスクを行うために、ポインテ
ィングモードに切り替わることにより、ユーザはより容易に電子装置１００を制御できる
ようになる。
【０５２８】
　制御部１４０は、ポインティングモードでモーション入力部１２０を介して第１モーシ
ョンが入力されると、第１モーションに対応する方向へポインターを移動させ、モーショ
ン入力部１２０を介して第２モーションが入力されると、第２モーションに対応するモー
ションタスクを行う。
【０５２９】
　このとき、ポインターがコンテンツリストの第１短縮アイコンに位置するか、ウェブペ
ージの第１ハイパーリンクに位置している状態で、第２モーションが入力されると、制御
部１４０はポインターが位置する第１短縮アイコン及び第１ハイパーリンクのハイライト
表示まで除去することができる。このとき、第２モーションは、電子装置のモーションモ
ードを行うための予め設定されたモーションであり、上下左右方向へのスラップモーショ
ン、グラブモーション及び反時計回りへの回転モーションのいずれか一つであってよい。
【０５３０】
　例えば、第２モーションが上下左右方向へのスラップモーションである場合、制御部１
４０はディスプレイ画面を入力された上下左右方向へのスラップモーションに対応して移
動させることができる。このとき、画面が移動された後、制御部１４０はポインターを画
面移動前の地点に再びディスプレイすることができる。
【０５３１】
　更に別の例として、第２モーションがグラブモーションである場合、制御部１４０はポ
インターが位置する第１短縮アイコンを実行することができる。このとき、第１短縮アイ
コン実行後、制御部１４０はポインターを画面移動前の地点に再びディスプレイすること
ができる。
【０５３２】
　更に別の例として、第２モーションが反時計回りへの回転モーションである場合、制御
部１４０は現在選局されているチャネルの放送番組をディスプレイ画面にディスプレイす
ることができる。即ち、制御部１４０は、コンテンツリストまたはウェブページをディス
プレイ画面から除去し、放送受信機能を提供することができる。このとき、放送受信機能
は、ポインターが必要ないため、ポインターがディスプレイされない。
【０５３３】
　一方、上述の実施形態においては、ポインターがディスプレイされないものとして説明
したが、それは一実施形態に過ぎず、ポインターがディスプレイされる地点に保持されて
ディスプレイされてよい。
【０５３４】
　以下では、図１０５ないし図１０７を参照して、ポインティングモードで予め設定され
たモーションが入力された場合の実施形態について、より詳細に説明する。
【０５３５】
　まず、図１００において上述したように、電子装置１００のモードがポインティングモ
ードに切り替わると、制御部１４０は、図１０５に示すように、ディスプレイ画面の中央
にポインター１０５１０をディスプレイする。
【０５３６】
　ディスプレイ画面にポインターがディスプレイされた状態で、モーション入力部１２０
を介して右方へのスラップモーションが入力されると、制御部１４０は、図１０６に示す
ように、ディスプレイ画面でポインター１０５１０を除去し、アプリケーション表示領域
１５２０の画面を他のアプリケーション表示領域の画面１０５３０に切り替える。そして
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、アプリケーション表示領域１０５２０が移動された後、制御部１４０は図１０７に示す
ように、再びポインター１０５１０をディスプレイする。
【０５３７】
　図１０８は、本発明の一実施形態に係るポインティングモードで予め設定されたモーシ
ョンが入力された場合、電子装置１００の制御方法を説明するためのフローチャートであ
る。まず、電子装置１００は、コンテンツリスト及びウェブページのいずれか一つをディ
スプレイする（Ｓ１０８１０）。このとき、コンテンツリストはアプリケーションを実行
するための複数のアイコンを含み、ウェブページは複数のハイパーリンクを含んでよい。
そして、電子装置１００は、モーション開始命令が入力されているか否かを判断する（Ｓ
１０８２０）。
【０５３８】
　モーション開始命令が入力されると（Ｓ１０８２０－Ｙ）、電子装置１００は電子装置
１００のモードをポインティングモードに切り替える（Ｓ１０８３０）。このとき、ポイ
ンティングモードとは、ポインターが必要なタスク（例えば、アプリケーション実行、ウ
ェブページ検索等）を行うためのモードである。
【０５３９】
　ポインティングモードに切り替わると、電子装置１００はディスプレイ画面にポインタ
ーをディスプレイする（Ｓ１０８４０）。このとき、ポインターはディスプレイ画面の中
央にディスプレイされてよい。
【０５４０】
　そして、ポインターがディスプレイされた状態でモーション入力部１２０を介して予め
設定されたモーションが入力された場合（Ｓ１０８５０－Ｙ）、電子装置１００はポイン
ターを除去し、予め設定されたモーションに対応するモーションタスクを行う（Ｓ１０８
６０）。このとき、予め設定されたモーションは、モーションモードで予め設定されたモ
ーションとして、上下左右へのスラップモーション、グラブモーション及び反時計回りへ
の回転モーションであってよい。
【０５４１】
　上述のように、電子装置１００を除去することにより、ユーザはポインティングモード
においても、予め設定されたモーションによるタスクを行うことができるようになる。
【０５４２】
　制御部１４０は、電子装置１００のモードに応じて、選択されたアイテムを相違に表示
することができる。具体的に、制御部１４０は、選択可能な複数のアイテムをディスプレ
イするようにディスプレイ部１９３を制御する。このとき、選択可能なアイテムは、コン
テンツリストの短縮アイコンまたはウェブページのハイパーリンクであってよい。
【０５４３】
　そして、音声入力部１１０及びモーション入力部１２０のいずれか一つを介してユーザ
の音声及びユーザのモーションのいずれか一つが入力されると、制御部１４０は、ユーザ
の入力によって複数のアイテムのうちの第１アイテムを選択する。そして、制御部１４０
は、選択された第１アイテムを他のアイテムと区別できるようにディスプレイすることが
できる。例えば、制御部１４０は、選択された第１アイテムを他のアイテムより濃くハイ
ライトさせて表示することができる。
【０５４４】
　第１アイテムが他のアイテムと区別できるようにディスプレイされる際、第１アイテム
の名前が予め設定された文字数を超過し、電子装置１００のモードがモーションタスクモ
ードである場合、制御部１４０は、第１アイテムの名前のフルネームをディスプレイする
ことができる、例えば、図１０９に示すように、選択された“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕ
ｍ”の短縮アイコンの名前を全部ディスプレイする。なお、制御部１４０は、第１アイテ
ムの名前をスクロール方式でフルネームをディスプレイすることができる。一方、上述の
実施形態では、モーションタスクモードである場合、アイテムのフルネームがディスプレ
イされるものとして説明したが、それは一実施形態に過ぎず、リモコンモードにおいても



(82) JP 5746111 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

アイテムのフルネームがディスプレイされてよい。
【０５４５】
　しかし、制御部１４０は選択された第１アイテムの名前が予め設定された文字数を超過
し、電子装置１００のモードが音声タスクモードである場合、第１アイテムの名前の一部
のみをディスプレイすることができる。このとき、第１アイテムの名前の一部は固定され
る。例えば、図１１０に示すように、選択された“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕｍ”の短縮
アイコンの名前の一部のみがディスプレイされる。
【０５４６】
　そして、音声タスクモードで、第１アイテムの名前の一部のみがディスプレイされた場
合、音声入力部１１０を介して入力されたユーザの音声がディスプレイされた名前の一部
と一致していると、制御部１４０は第１アイテムを実行することができる。
【０５４７】
　そして、ディスプレイされた第１アイテムの名前の一部に分かち書きがない場合、音声
入力部１１０を介してディスプレイされた第１アイテムの名前を構成する複数の綴りに対
応するユーザ音声が入力されると、制御部１４０は第１アイテムを実行することができる
。例えば、ディスプレイされた第１アイテムの名前が“ｍａｎ”である場合、“ｍ”、“
ａ”、“ｎ”が順番に入力されると、制御部１４０は第１アイテムを実行することができ
る。
【０５４８】
　なお、電子装置１００が音声タスクモードである場合、ディスプレイされたアイテムの
名前と音声入力部１１０を介して入力されたユーザの音声と一致しているアイテムが複数
である場合、制御部１４０は、複数のアイテムを含む候補群リストをディスプレイするこ
とができる。候補群リストがディスプレイされる場合、制御部１４０は、ユーザがアイテ
ムを確実に区分するためにアイテムのフルネームをディスプレイすることができる。
【０５４９】
　図１１１は、本発明の一実施形態に係るモード毎に異なるようにアイテムをディスプレ
イする電子装置１００の制御方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装
置１００は選択可能な複数のアイテムをディスプレイする（Ｓ１１１１０）。このとき、
複数のアイテムはコンテンツリストに含まれたアプリケーションを実行するための短縮ア
イコンまたはウェブページに含まれたハイパーリンクであってよい。
【０５５０】
　電子装置１００は、音声入力部１１０及びモーション入力部１２０のいずれか一つを介
してユーザ音声及びユーザモーションのいずれか一つが入力される（Ｓ１１１２０）。
【０５５１】
　電子装置１００は、ユーザ入力に応じて、第１アイテムを選択する（Ｓ１１１３０）。
例えば、音声タスクモードである場合、電子装置１００は音声入力部１１０を介して入力
されたユーザ音声に応じて第１アイテムを選択することができ、モーションタスクモード
である場合、電子装置１００はモーション入力部１２０を介して入力されたユーザモーシ
ョンに応じて第１アイテムを選択することができ、リモコンモードである場合、電子装置
１００はリモコン信号受信部１７０を介して入力されたリモコン信号に応じて第１アイテ
ムを選択することができる。
【０５５２】
　第１アイテムが選択されると、電子装置１００は選択された第１アイテムを他のアイテ
ムと区別できるようにディスプレイする（Ｓ１１１４０）。例えば、電子装置１００は選
択された第１アイテムを他のアイテムより濃くハイライトしてディスプレイすることがで
きる。
【０５５３】
　第１アイテムが他のアイテムと区別してディスプレイされる際、第１アイテムの名前が
予め設定された文字数を超過し、電子装置１００のモードがモーションタスクモード（ま
たはリモコンモード）である場合、電子装置１００は、第１アイテムの名前のフルネーム
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をディスプレイすることができる。例えば、図１０９に示すように、選択された“Ｅｘｃ
ｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕｍ”の短縮アイコンの名前を全てディスプレイする。なお、電子装置
１００は第１アイテムの名前をスクロール方式でフルネームをディスプレイすることがで
きる。
【０５５４】
　しかし、選択された第１アイテムの名前が予め設定された文字数を超過し、電子装置１
００のモードが音声タスクモードである場合、電子装置１００は第１アイテムの名前の一
部のみをディスプレイすることができる。このとき、第１アイテムの名前の一部は固定さ
れる。例えば、図１１０に示すように、選択された“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕｍ”の短
縮アイコンの名前の一部（“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ”）のみがディスプレイされる。
【０５５５】
　上述のように、音声タスクモードでのみアイテムの名前の一部がディスプレイされると
、ユーザは名前の一部のみを発話することにより、第１アイテムを実行できるようになる
。
【０５５６】
　制御部１４０は、音声タスクモードで複数の音声アイテムを含む音声ガイド情報をディ
スプレイする。このとき、音声ガイド情報は、電子装置１００のモードが音声タスクモー
ドであることを表示するアイコンを含んでおり、音声タスクモードであることを表示する
アイコンは、音声ガイド情報の中央に位置してよい。
【０５５７】
　音声ガイド情報がディスプレイされた場合、音声入力部１１０を介して複数の音声アイ
テムの一つに対応するユーザ音声が入力されると、制御部１４０は音声ガイド情報の第１
領域に音声タスクを行うためのガイド語句をディスプレイし、音声ガイド情報の第２領域
に音声アイテムをディスプレイする。このとき、第１領域はアイコンの左側領域であり、
第２領域は前記アイコンの右側領域であってよい。なお、ガイド語句の出力属性と音声ア
イテムの出力属性とは相違していてよい。このとき、出力属性には、文字のサイズ、彩度
、明度及び色相の少なくともいずれか一つが含まれてよい。例えば、音声アイテムがガイ
ド語句より濃くてよい。
【０５５８】
　ユーザ音声がチャネル変更を行うための命令語である場合、制御部１４０は、第１領域
にチャネル変更をガイドするガイド語句をディスプレイし、第２領域にチャネル変更のた
めの発話可能な命令語の例に対応する音声アイテム及びチャネル変更取消しに対応する音
声アイテムをディスプレイすることができる。
【０５５９】
　ユーザ音声が電源終了を行うための命令語である場合、制御部１４０は、第１領域に電
源終了を確認するガイド語句をディスプレイし、第２領域に電源終了を行うか否かに対す
る命令語に対応する音声アイテムをディスプレイすることができる。
【０５６０】
　以下では、図１１２ないし図１１４を参照して、音声ガイド情報をディスプレイする実
施形態について説明する。
【０５６１】
　音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力されると、制御部１４０は電子装置１０
０のモードを音声入力部１１０を介して入力されるユーザ音声に制御される音声タスクモ
ードに切り替える。そして、制御部１４０は、図１１２に示すような音声ガイド情報をデ
ィスプレイする。
【０５６２】
　このとき、音声ガイド情報には、現在の電子装置１００のモードが音声タスクモードで
あることを表すアイコン８２０をディスプレイすることができる。そして、音声ガイド情
報において、アイコン８２０の左側領域には電源オフ音声アイテム８１１と、チャネル音
声アイテム８１２と、サウンドオフ音声アイテム８１３及び外部入力音声アイテム８１４
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がディスプレイされ、音声ガイド情報において、アイコン８２０の右側領域にはスマート
ハブ音声アイテム８１５と、アップス音声アイテム８１６と、検索音声アイテム８１７及
び全体音声アイテム８１８がディスプレイされてよい。
【０５６３】
　音声ガイド情報がディスプレイされ、音声入力部１１０を介してチャネル音声アイテム
８１２に対応する命令語である“チャネル”が入力される場合、制御部１４０は、図１１
３に示すように、音声ガイド情報を変換する。このとき、制御部１４０は、音声ガイド情
報において、アイコン８２０の左側領域に第１彩度を有する音声タスクを行うためのガイ
ド語句をディスプレイする。例えば、図１１３に示すように、アイコンの左側領域には“
チャネル名やチャネル番号を話してください１１３１０”がディスプレイされてよい。
【０５６４】
　そして、制御部１４０は、音声ガイド情報において、アイコン８２０の右側領域に第２
彩度を有する音声アイテムをディスプレイする。このとき、音声アイテムは、チャネル変
更のための発話可能な命令語の例に対応する音声アイテム及びチャネル変更取消しに対応
する音声アイテム（例えば、前の音声アイテム）であってよい。例えば、図１１３に示す
ように、アイコン８２０の右側領域には、“（例：１１、ＭＢＣ、前のチャネル等）前へ
１１３２０”がディスプレイされてよい。このとき、制御部１４０は、アイコン８２０の
右側領域の彩度をアイコン８２０の左側領域より濃く表示してよい。
【０５６５】
　更に別の例として、図１１２に示すような音声ガイド情報がディスプレイされ、音声入
力部１１０を介して電源オフ音声アイテム８１１に対応する命令語である“電源オフ”が
入力される場合、制御部１４０は、図１１４に示すように、音声ガイド情報を変換する。
このとき、制御部１４０は、音声ガイド情報において、アイコン８２０の左側領域に第１
彩度を有する音声タスクを行うためのガイド語句をディスプレイする。例えば、図１１４
に示すように、アイコン８２０の左側領域には“電源をオフにしますか？１１４１０”が
ディスプレイされてよい。
【０５６６】
　そして、制御部１４０は、音声ガイド情報において、アイコン８２０の右側領域に第２
彩度を有する音声アイテムをディスプレイする。このとき、音声アイテムは、電源終了を
行うか否かに対する命令語に対応する音声アイテムであってよい。例えば、図１１４に示
すように、アイコン８２０の右側領域には“はい／いいえ１１４２０、１１４３０”がデ
ィスプレイされてよい。このとき、制御部１４０は、アイコン８２０の右側領域の彩度を
アイコン８２０の左側領域より濃く表示してよい。
【０５６７】
　図１１５は、本発明の一実施形態に係る音声ガイド情報をディスプレイする電子装置１
００の制御方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装置１００は、音声
ガイド情報をディスプレイする（Ｓ１１５１０）。このとき、音声ガイド情報は、現在の
電子装置１００のモードが、音声タスクモードであることを表すアイコン及び音声タスク
モードをガイドする複数の音声アイテムが含まれてよい。
【０５６８】
　そして、音声入力部１１０を介して複数の音声アイテムの一つに対応するユーザ音声が
入力されると、電子装置１００は、第１領域に第１彩度を有するガイド語句をディスプレ
イすることができ、第２領域に第２彩度を有する音声アイテムをディスプレイすることが
できる（Ｓ１１５２０）。このとき、第１領域は、音声ガイド情報でアイコンの右側領域
であり、第２領域は、音声ガイド情報でアイコンの左側領域であってよい。そして、第２
彩度は、第１彩度より濃くてよい。
【０５６９】
　上述のように、発話可能な音声アイテムを他のガイド語句と異なる彩度で表示すること
により、ユーザが発話すべき命令語が何かをより明確に分かるようになる。
【０５７０】
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　制御部１４０は、音声タスクをガイドする複数の音声アイテムを含む音声ガイド情報を
ディスプレイする。そして、音声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声に複数の音
声アイテムに対応する命令語以外の予め設定された単語が含まれると、制御部１４０は、
予め設定された単語に対応する音声タスクを行うことができる。
【０５７１】
　このとき、予め設定された単語は、電子装置１００と連動するリモコンに含まれた短縮
キーに対応する単語であってよい。例えば、予め設定された単語は、チャネルリストを生
成するための命令語、メニュー生成のための命令語、ソーシャルネットワークを実行する
ための命令語、番組編成ガイドのための命令語、３Ｄ立体映像への変換のための命令語及
び放送ガイドのための命令語のいずれか一つを含んでよい。
【０５７２】
　なお、予め設定された単語は、現在電子装置１００が行う機能に関連するタスクを提供
する命令語に対応する単語であってよい。例えば、現在の装置が行う機能が動画再生機能
である場合、予め設定された単語は、動画の再生のための命令語、動画の一時停止のため
の命令語、動画の停止のための命令語、前のファイル再生のための命令語、次のファイル
再生のための命令語、スキップのための命令語及び後へスキップのための命令語のいずれ
か一つを含んでよい。
【０５７３】
　即ち、上述のように、音声ガイド情報にディスプレイされなくても、電子装置１００の
必須機能に対応する命令語が音声データベース１３０ｍに予め保存されることにより、ユ
ーザは電子装置１００の必須機能を音声認識を通じて利用することができるようになる。
【０５７４】
　以下では、図１１６及び図１１７を参照して、音声ガイド情報に表示された音声アイテ
ム以外の命令語が発話される場合の実施形態について説明する。
【０５７５】
　音声入力部１１０を介して音声開始命令（例えば、“ジニ”）が入力されると、制御部
１４０は、電子装置１００のモードを音声入力部１１０を介して入力されるユーザ音声に
よって制御される音声タスクモードに切り替える。そして、音声タスクモードに切り替わ
る場合、制御部１４０は、図１１６に示すように、ディスプレイ画面の下段に音声ガイド
情報をディスプレイすることができる。
【０５７６】
　このとき、音声ガイド情報には、現在の電子装置１００のモードが音声タスクモードで
あることを表すアイコン８２０をディスプレイすることができる。そして、音声ガイド情
報において、アイコン８２０の左側領域には電源オフ音声アイテム８１１と、チャネル音
声アイテム８１２と、サウンドオフ音声アイテム８１３及び外部入力音声アイテム８１４
がディスプレイされ、音声ガイド情報において、アイコン８２０の右側領域にはスマート
ハブ音声アイテム８１５と、アップス音声アイテム８１６と、検索音声アイテム８１７及
び全体音声アイテム８１８がディスプレイされてよい。
【０５７７】
　音声ガイド情報がディスプレイされ、音声入力部１１０を介して音声ガイド情報に含ま
れていない命令語に対応する“チャネルリスト”が入力されると、制御部１４０は、図１
１７に示すように、ディスプレイ画面の一側にチャネルリスト１１７００を示してよい。
【０５７８】
　このとき、チャネルリスト１１７００は、現在選局されている放送チャネルを中心に予
め設定された番号範囲内の放送チャネルを含む。例えば、現在選局されている放送チャネ
ルが“９－１　ＫＢＳ２”である場合、制御部１４０は、図１１７に示すように、チャネ
ルリスト１１７００は、“６－１　ＳＢＳ”、“７－１　ＫＢＳ１”、“９－１　ＫＢＳ
２”、“１１－１　ＭＢＣ”及び“１３－１　ＥＢＳ”を含んでよい。
【０５７９】
　そして、ユーザは、チャネルリスト１１７００から一つのチャネルを選択してチャネル
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を変更することができる。従って、音声ガイド情報にチャネルリストに対応する音声アイ
テムがディスプレイされないとしても、ユーザは音声認識を通じてチャネルリストをディ
スプレイするタスクを行ってよい。
【０５８０】
　図１１８は、本発明の一実施形態に係る音声ガイド情報に表示された音声アイテム以外
の命令語が発話された場合、電子装置１００の制御方法を説明するためのフローチャート
である。まず、電子装置１００は、音声ガイド情報をディスプレイする（Ｓ１１８１０）
。このとき、音声ガイド情報は、現在の電子装置１００のモードが音声タスクモードであ
ることを表すアイコン及び音声タスクモードをガイドする複数の音声アイテムが含まれた
よい。
【０５８１】
　そして、電子装置１００は、音声アイテムに対応する命令語以外の命令語が入力される
（Ｓ１１８２０）。このとき、音声アイテムに対応する命令語以外の命令語は、電子装置
１００と連動するリモコンに含まれた短縮キーに対応する単語であってよい。例えば、予
め設定された単語は、チャネルリストを生成するための命令語、メニュー生成のための命
令語、ソーシャルネットワークを実行するための命令語、番組編成ガイドのための命令語
、３Ｄ立体映像への変換のための命令語及び放送ガイドのための命令語のいずれか一つを
含んでよい。
【０５８２】
　なお、音声アイテムに対応する命令語以外の命令語は、現在の電子装置１００が行う機
能に関連するタスクを提供する命令語に対応する単語であってよい。例えば、現在装置が
行う機能が動画再生機能である場合、予め設定された単語は、動画の再生のための命令語
、動画の一時停止のための命令語、動画の停止のための命令語、前のファイル再生のため
の命令語、次のファイル再生のための命令語、スキップのための命令語及び後へスキップ
のための命令語のいずれか一つを含んでよい。
【０５８３】
　そして、電子装置１００は、入力された命令語を音声タスクを行う（Ｓ１１８３０）。
例えば、チャネルリストを生成するための命令語が入力された場合、電子装置１００はチ
ャネルリストを生成してディスプレイする。上述のように、ユーザは、音声ガイド情報に
ディスプレイされない命令語に対応するタスクも行うことができる。
【０５８４】
　制御部１４０は、片手（Ｏｎｅ　ｈａｎｄ）を用いたモーションタスクモードだけでな
く、両手（Ｔｗｏ　ｈａｎｄｓ）を用いた両手モーションタスクモードを行ってよい。具
体的に、モーション入力部１２０を介して両手を用いたモーション開始命令が入力される
と、制御部１４０は電子装置１００のモードを両手を用いたモーションタスクを行う両手
モーションタスクモードに切り替えてよい。
【０５８５】
　このとき、制御部１４０が両手を用いたモーション開始命令が入力されることは、片手
を用いたモーションタスクモードでもう一方の手を用いたモーション開始命令が入力され
ることであってよい。具体的に、図１１９に示すように、モーション入力部１２０を介し
てモーション開始命令（片手を３～４回振るモーション）が入力された場合、制御部１４
０は、モーション入力部１２０を介して入力されるユーザモーションで制御されるモーシ
ョンタスクモードに切り替わる。そして、モーションタスクモードでモーション入力部１
２０を介してもう一方の手を用いたモーション開始命令が入力されると、制御部１４０は
、電子装置１００のモードを両手を用いたモーションタスクを行う両手モーションタスク
モードに切り替えてよい。
【０５８６】
　更に別の実施形態において、両手を用いたモーション開始命令は、両手を同時に複数回
（例えば、３回ないし４回）振るシェイクモーションが入力されたものであってよい。具
体的に、図１２０に示すように、モーション入力部１２０を介して両手を同時に複数回振



(87) JP 5746111 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

るシェイクモーションが入力されると、制御部１４０は、電子装置１００のモードを両手
を用いてモーションタスクを行う両手モーションタスクモードに切り替えてよい。このと
き、両手を用いたモーションタスクは、ディスプレイ画面を拡大したり縮小するタスクで
あってよい。
【０５８７】
　特に、両手を用いたモーションタスクが不可なアプリケーションを実行する場合、制御
部１４０は、両手を用いたモーションタスクができないというメッセージを出力すること
ができる。例えば、両手を用いたモーションタスクが不可なアプリケーションを実行する
場合、制御部１４０は両手を用いたモーションタスクができないというアイコンをディス
プレイしりことができる。
【０５８８】
　図１２１は、本発明の一実施形態に係る両手モーションタスクモードを説明するための
フローチャートである。まず、電子装置１００は、両手を用いたモーション開始命令が入
力される（Ｓ１２１１０）。例えば、両手を用いたモーション開始命令が入力されること
は、片手を用いたモーションタスクモードでもう一方の手を用いたモーション開始命令が
入力されたことであってよい。
【０５８９】
　更に別の例として、両手を用いたモーション開始命令は、両手を同時に複数回（例えば
、３～４回）振るシェイクモーションが入力されたものであってよい。
【０５９０】
　両手を用いたモーション開始命令が入力されると、電子装置１００は電子装置１００の
モードを両手を用いて電子装置１００のタスクを行う両手モーションタスクモードに切り
替える（Ｓ１２１２０）。このとき、両手モーションタスクモードは、ディスプレイ画面
を拡大したり縮小するタスクであってよい。上述のように、ユーザは片手だけでなく、両
手を用いてモーションタスクを行うことができるようになる。
【０５９１】
　モーション入力部１２０を介してモーション開始命令が入力されると、制御部１４０は
、電子装置１００のモードをモーション開始命令を入力したユーザのモーションに応じて
モーションタスクを行うモーションタスクモードに切り替える。このとき、モーションタ
スクモードは、モーション開始命令を入力したユーザがモーションタスクモードを解除す
るまでに、モーション開始命令を入力したユーザのモーションのみによって、前記モーシ
ョンタスクが行われてよい。なお、モーションタスクモードは、モーション開始命令を入
力したユーザを除く他のユーザからモーション開始命令が入力されるとしても維持できる
。
【０５９２】
　具体的に、モーション入力部１２０を介してモーション開始命令が入力されると、制御
部１４０はモーション認識モジュール１３０ｌを用いて、モーション開始命令を入力した
ユーザの手を追跡する。このとき、制御部１４０は、ユーザの手の形、色及び動きの少な
くともいずれか一つを用いてユーザの手を追跡する。
【０５９３】
　そして、モーション入力部１２０を介して他のユーザの手でモーション開始命令が入力
されるとしても、制御部１４０は、他のユーザの手によってモーションタスクを行わずに
、最初にモーション開始命令を入力したユーザの手を追跡してモーションタスクを行う。
【０５９４】
　そして、モーション開始命令を入力したユーザからモーションタスクモードを解除する
ための命令が入力されるまでに、他のユーザによるモーション開始命令が入力されるとし
ても、制御部１４０は最初にモーション開始命令を入力したユーザによってモーションタ
スクを行う。
【０５９５】
　なお、モーションタスクモードは、モーション開始命令を入力したユーザの手と他のユ
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ーザの手が重なるとしても、モーション開始命令を入力したユーザの手に応じて前記モー
ションタスクを行うことができる。
【０５９６】
　なお、モーションタスクモードが片手を用いたモーション開始命令が入力された場合、
モーション開始命令を入力したユーザ以外の他のユーザの片手を通じてモーション開始命
令が入力されると、制御部１４０は、電子装置１００のモードを両手を用いてモーション
タスクを行う両手モーションタスクモードに切り替える。このとき、両手モーションタス
クモードは、最初にモーション開始命令を入力したユーザの片手と他のユーザの片手を用
いて行われてよい。
【０５９７】
　なお、モーション入力部１２０を介して複数のユーザによる複数のモーション開始命令
が入力されると、制御部１４０は、複数のモーション開始命令のうち、最初に入力された
モーション開始命令を判断する。そして、最初に入力モーション開始命令が判断されると
、制御部１４０は、電子装置１００のモードを最初に入力されたモーション開始命令を入
力したユーザのモーションに応じてモーションタスクを行うモーションタスクモードに切
り替える。
【０５９８】
　このとき、モーションタスクモードは、最初にモーション開始命令を入力したユーザが
モーションタスクモードを解除するまでに、最初にモーション開始命令を入力したユーザ
のモーションのみによってモーションタスクが行われてよい。そして、モーションタスク
モードは、最初にモーション開始命令を入力したユーザを除く他のユーザからモーション
開始命令が入力されるとしても維持されてよい。
【０５９９】
　図１２２は、本発明の一実施形態に係る複数のユーザを通じて複数のモーション開始命
令が入力された場合、電子装置１００の制御方法を説明するためのフローチャートである
。まず、電子装置１００は、モーション入力部１２０を介して複数のユーザによる複数の
モーション開始命令が入力される（Ｓ１２２１０）。このとき、モーション開始命令は、
ユーザの手を複数回（例えば、３回ないし４回）振るシェイクモーションであってよい。
【０６００】
　そして、電子装置１００は、複数のモーション開始命令のうち、最初にモーション開始
命令を判断する（Ｓ１２２２０）。具体的に、電子装置１００は、モーション開始命令の
入力のために、使用したユーザの手の形、色及び動きを用いて最初に入力されたモーショ
ン開始命令を判断することができる。
【０６０１】
　そして、電子装置１００は、最初にモーション開始命令を入力したユーザのモーション
を用いてモーションタスクを行う（Ｓ１２２３０）。具体的に、電子装置１００が最初に
モーション開始命令を判断すると、電子装置１００は、電子装置１００のモードを最初に
入力されたモーション開始命令を入力したユーザのモーションに応じてモーションタスク
を行うモーションタスクモードに切り替える。そして、電子装置１００は、モーションタ
スクモードで最初にモーション開始命令を入力したユーザモーションを用いてモーション
タスクを行う。
【０６０２】
　このとき、モーションタスクモードは、最初にモーション開始命令を入力したユーザが
モーションタスクモードを解除するまでに、最初にモーション開始命令を入力したユーザ
のモーションのみによってモーションタスクが行われてよい。そして、モーションタスク
モードは、最初にモーション開始命令を入力したユーザを除く他のユーザからモーション
開始命令が入力されるとしても維持できる。
【０６０３】
　上述のように、最初に入力したモーション開始命令に応じてモーションタスクを行うこ
とにより、他のユーザのモーションによる誤作動を防止できるようにする。
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【０６０４】
　制御部１４０は、音声タスクを段階別に行われてよい。具体的に、音声入力部１１０を
介してユーザの第１音声が入力されると、制御部１４０はユーザの第１音声に応答して少
なくとも一つの音声タスクをガイドする第１メニューを映像の一領域にディスプレイする
ことができる。そして、音声入力部１１０を介してユーザの第２音声が入力されると、制
御部１４０は少なくとも一つの音声タスクのうち、ユーザの第２音声に対応する音声タス
クを行うことができる。
【０６０５】
　例えば、音声入力部１１０を介してチャネル変更のための命令語が入力された場合、制
御部１４０は、チャネル変更をガイドする情報が含まれた第１メニューをディスプレイす
ることができる。そして、音声入力部１１０を介してチャネル識別子（例えば、チャネル
番号、チャネル名及び番組名のいずれか一つ）に対応するユーザ音声が入力されると、制
御部１４０はユーザ音声に対応するチャネルに変更することができる。
【０６０６】
　音声入力部１１０を介して番組名に対応するユーザ音声が入力されると、制御部１４０
は、予め保存された番組ガイド（ＥＰＧ）から音声入力部１１０を介して入力された番組
名を検索し、検索の結果に応じて、入力された番組名が放映されるチャネルに変更された
り、視聴予約を行うことができる。
【０６０７】
　以下では、図１２３ないし図１２５を参照して、音声認識を段階別に行う一実施形態に
ついて説明する。
【０６０８】
　音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力されると、制御部１４０は、電子装置１
００のモードを音声入力部１１０を介して入力されるユーザ音声によって制御される音声
タスクモードに切り替える。そして、制御部１４０は、図１２３に示すような複数の音声
アイテムが含まれた音声ガイド情報をディスプレイする。
【０６０９】
　音声ガイド情報をディスプレイし、音声入力部１１０を介してチャネル音声アイテム８
１２に対応するユーザ音声（例えば、チャネル）が入力されると、制御部１４０は、音声
ガイド情報を変更し、音声タスクの実行をガイドする第１メニューをディスプレイする。
例えば、図１２４に示すように、制御部１４０はチャネル変更をガイドするための“チャ
ネル名やチャネル番号を話してください。１２４１０”をディスプレイすることができる
。
【０６１０】
　そして、音声入力部１１０を介してチャネル番号、チャネル名及び放送番組名のいずれ
か一つに対応するユーザ音声が入力されると、制御部１４０は、ユーザ音声に対応するチ
ャネルに切り替える。例えば、音声入力部１１０を介して“７”が入力されると、制御部
１４０は、図１２５に示すように、７番チャネルに選局して、７番チャネルをディスプレ
イすることができる。
【０６１１】
　従って、上述のように、音声タスクを段階別に行うことにより、誤作動を防止できるよ
うになる。具体的に、チャネル変更を望む場合、“チャネル”音声アイテムを一度選択し
た後、チャネルを変更することにより、ユーザの望まないチャネルに変更することを防止
することができるようになる。
【０６１２】
　図１２６は、本発明の一実施形態に係る音声タスクを段階別に行う電子装置１００の制
御方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装置１００は映像をディスプ
レイする（Ｓ１２６１０）。このとき、映像には、音声ガイド情報がディスプレイされて
よい。
【０６１３】



(90) JP 5746111 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

　そして、電子装置１００は、音声入力部１１０を介して第１音声が入力される（Ｓ１２
６２０）。このとき、第１音声はディスプレイされた音声ガイド情報に含まれた複数の音
声アイテムの一つに対応するユーザ音声であってよい。そして、電子装置１００は、入力
された第１音声に応答し、音声タスク実行をガイドする第１メニューをディスプレイする
（Ｓ１２６３０）。そして、電子装置１００は、音声入力部１１０を介して第２音声が入
力される（Ｓ１２６４０）。このとき、第２音声は、特定音声タスクを行うための命令語
である。
【０６１４】
　そして、電子装置１００は、入力された第２音声に応答し、第２音声に対応する音声タ
スクを行う（Ｓ１２６５０）。例えば、第２音声がチャネル名である場合、電子装置１０
０は放送チャネルを第２音声に対応するチャネルに変更する。従って、上述のように、音
声タスクを段階別に行うことにより、誤作動を防止できるようになる。
【０６１５】
　制御部１４０は、音声入力部１１０を介して入力されたユーザの音声に応じて音声タス
クを行う音声タスクモードで、少なくとも一つの短縮アイコン及び各々に対応する短縮ア
イコンの名前をディスプレイする。そして、音声入力部１１０には、ユーザ音声が入力さ
れる。そして、少なくとも一つの短縮アイコンのうち、ディスプレイされた短縮アイコン
の名前が短縮アイコンのフルネームの一部のみディスプレイされた第１短縮アイコンが存
在する場合、入力されたユーザの音声が前記ディスプレイされた第１短縮アイコンの名前
の一部と一致していると、制御部１４０は第１短縮アイコンを実行する。このとき、入力
されたユーザの音声がディスプレイされた第１短縮アイコンに対する名前の一部を構成す
る複数の綴りと一致していると、制御部１４０は第１短縮アイコンを実行することができ
る。
【０６１６】
　なお、短縮アイコンのうち、短縮アイコンの名前に特殊文字が含まれた第２短縮アイコ
ンが存在している場合、入力されたユーザの音声が前記第２短縮アイコン名前に含まれた
特殊文字を除く発話可能な名前と一致していると、制御部１４０は第２短縮アイコンを実
行することができる。ここで、特殊文字とは、ユーザによって発話不可な記号であってよ
い。例えば、特殊文字は、疑問符（？）、休止符（、）、終止符（。）であってよいが、
それに限定されるものではない。
【０６１７】
　例えば、短縮アイコンの名前が、“顔認識、音声認識”というアプリケーションがある
場合、制御部１４０は音声入力部１１０を介して“顔認識　音声認識”というユーザ音声
が入力されると、“顔認識、音声認識”のアプリケーションを実行する。
【０６１８】
　一方、上述の実施形態においては、制御部１４０が短縮アイコンを実行するものとして
説明したが、それは一実施形態に過ぎず、制御部１４０がハイパーリンクを実行すること
にも、本発明の技術的思想が適用されてよい。
【０６１９】
　以下では、図１２７及び図１２８を参照して、名前の一部がディスプレイされた短縮ア
イコン実行方法の一実施形態について説明する。
【０６２０】
　一方、制御部１４０は、ユーザの特定命令に応じてアプリケーションを実行するための
複数の短縮アイコンを含むコンテンツリスト（例えば、スマートハブ）をディスプレイす
る。このとき、コンテンツリストに含まれた複数の短縮アイコンのうち、短縮アイコンの
名前が予め設定された文字数を超過する場合、制御部１４０は短縮アイコンのフルネーム
の一部のみをディスプレイすることができる。例えば、コンテンツリストに含まれた複数
の短縮アイコンのうち、短縮アイコンの名前が１０文字を超える場合、制御部１４０は、
“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕｍ”の短縮アプリケーションのフルネームをディスプレイせ
ず、図１２７に示すように、“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ”のみをディスプレイすることができる
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。
【０６２１】
　コンテンツリストがディスプレイされ、音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力
されると、電子装置１００は電子装置１００のモードを音声入力部１１０を介して入力さ
れたユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り替える。音声タスクモードに
切り替わると、電子装置１００は、図１２７に示すような音声ガイド情報をディスプレイ
する。
【０６２２】
　音声ガイド情報がディスプレイされ、音声入力部１１０を介してディスプレイされた名
前の一部と一致している“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ”が発話された場合、制御部１４０は、図１
２８に示すように、“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕｍ”のアプリケーションを実行する。
【０６２３】
　なお、音声ガイド情報がディスプレイされ、音声入力部１１０を介してディスプレイさ
れた名前の一部を構成する複数の綴りである“Ｅ”、“Ｘ”、“Ｃ”、“Ｉ”、“Ｔ”、
“Ｉ”、“Ｎ”、“Ｇ”が入力された場合、制御部１４０は、図１２８に示すように、“
Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕｍ”のアプリケーションを実行することができる。
【０６２４】
　図１２９は、本発明の一実施形態に係る名前の一部のみがディスプレイされた短縮アイ
コンの実行方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装置１００は、音声
入力部１１０を介して入力された音声開始命令に対応して電子装置１００のモードを音声
タスクモードに切り替える（Ｓ１２９１０）。このとき、電子装置１００はアプリケーシ
ョンを実行するための複数の短縮アイコンを含むコンテンツリストをディスプレイする。
【０６２５】
　特に、電子装置１００は、コンテンツリストに名前の一部がディスプレイされた短縮ア
イコンをディスプレイする（Ｓ１２９２０）。それは、短縮アイコンの名前が予め設定さ
れた文字数を超過し、短縮アイコンのフルネームを同時にディスプレイできないためであ
る。
【０６２６】
　電子装置１００は、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力される（Ｓ１２９３０
）そして、電子装置１００は、音声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声がディス
プレイされた名前の一部と一致しているか否かを判断する（Ｓ１２９４０）。
【０６２７】
　音声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声がディスプレイされた名前の一部と一
致している短縮アイコンが存在している場合（Ｓ１２９４０－Ｙ）、電子装置１００は当
該短縮アイコンを実行する（Ｓ１２９５０）。
【０６２８】
　一方、上述の実施形態では、電子装置１００が短縮アイコンを実行させるものとして説
明したが、それは一実施形態に過ぎず、電子装置１００がハイパーリンクを実行させるこ
とにも、本発明の技術的思想が適用されてよい。従って、上述のように、ディスプレイさ
れた名前の一部のみを発話することにより、当該アプリケーションまたはハイパーリンク
を実行させることができるようになる。
【０６２９】
　制御部１４０は、モーションタスクモードで、モーション入力部１２０を介してユーザ
の第１モーション及びユーザの第２モーションのいずれか一つが入力されると、ユーザの
第１モーション及びユーザの第２モーションのいずれか一つに対応して、アプリケーショ
ン実行画面を拡大したり縮小してディスプレイすることができる。このとき、アプリケー
ション提供画面が、画面拡大または画面縮小が可能であってよい。
【０６３０】
　具体的に、アプリケーションが実行された状態で、制御部１４０はモーション入力部１
２０を介してモーション開始命令が入力されると、電子装置１００のモードをモーション
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タスクモードに切り替える。そして、制御部１４０は、モーション入力部１２０を介して
ユーザの第１モーション及びユーザの第２モーションのいずれか一つが入力されると、ユ
ーザの第１モーション及びユーザの第２モーションのうち、入力された一つを認識し、認
識されたモーションに対応し、アプリケーション実行画面を拡大したり縮小することがで
きる。このとき、ユーザの第１モーションは、ユーザの両手を広げるように移動するもの
であって、ユーザの第１モーションが認識されると、制御部１４０はアプリケーション実
行画面を拡大してディスプレイすることができる。
【０６３１】
　なお、ユーザの第２モーションは、ユーザの両手を狭めるように移動するものであって
、ユーザの第２モーションが認識されると、制御部１４０はアプリケーション実行画面を
縮小してディスプレイすることができる。
【０６３２】
　なお、制御部１４０は、モーションタスクモードで、モーション入力部１２０を介して
ユーザの第３モーションが入力されると、入力されたユーザの第３モーションを認識し、
ユーザの第３モーションに対応するアプリケーション実行画面を移動してディスプレイす
ることができる。このとき、ユーザの第３モーションは、グラブモーションが維持された
まま移動されるモーションであってよい。ここで、アプリケーション提供画面は、電子装
置１００のディスプレイ画面内で移動可能であってよい。
【０６３３】
　以下では、図１３０ないし図１３３を参照して、ウェブページで特殊なジェスチャーが
入力される実施形態について説明する。
【０６３４】
　ウェブページがディスプレイされ、モーション入力部１２０を介してモーション開始命
令が入力されると、制御部１４０は、図１３０に示すように、ウェブページの下段にモー
ションガイド情報をディスプレイすることができる。なお、モーションタスクモードに移
行された場合、制御部１３０は、ディスプレイ画面の中央にポインター１３０００をディ
スプレイする。
【０６３５】
　モーションガイド情報がディスプレイされ、モーション入力部１２０を介して両手を用
いたモーション開始命令が入力されると、制御部１４０は両手モーションタスクモードに
移行する。
【０６３６】
　両手モーションタスクモードで、モーション入力部１２０を介して両手を広げるモーシ
ョンが入力されると、制御部１４０は、図１３１に示すように、ウェブページ画面を拡大
する。このとき、ウェブページ画面が拡大される際には、ポインターが除去されてよい。
ウェブページが拡大されると、制御部１２０は、図１３２に示すように、ポインター１３
０００を再びディスプレイする。
【０６３７】
　ポインター１３０００がディスプレイされ、モーション入力部１２０を介して片手を用
いてグラブモーションをとった状態で移動されるモーションが入力されると、制御部１４
０は、グラブモーションをとった状態で移動されるモーションに応じてディスプレイ画面
を移動することができる。
【０６３８】
　例えば、モーション入力部１２０を介して片手を用いてグラムモーションをとった状態
で右方へ移動されるモーションが入力されると、制御部１４０は、図１３３に示すように
、ディスプレイ画面を右方へ移動してよい。
【０６３９】
　上述のようなユーザモーションを通じてユーザは、電子装置１００のディスプレイ画面
を移動したり、拡大／縮小できるようになる。
【０６４０】
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　図１３４は、本発明の一実施形態に係る特殊ジェスチャーが入力された場合、電子装置
１００の制御方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装置１００は、モ
ーション入力部１２０を介してモーション開始命令が入力される（Ｓ１３４１０）。
【０６４１】
　モーション開始命令が入力されると、電子装置１００はモーション開始命令を認識し、
電子装置１００のモードをモーションタスクモードに切り替える（Ｓ１３４２０）。モー
ションタスクモードに切り替わると、電子装置１００はモーションタスクモードを行うた
めのポインター及びモーションガイド情報をディスプレイすることができる。
【０６４２】
　そして、電子装置１００は、ユーザの操作に応じてアプリケーションを実行する（Ｓ１
３４３０）。そして、電子装置１００は、モーション入力部１２０を介して特殊モーショ
ンが入力される（Ｓ１３４４０）。このとき、特殊モーションは、ディスプレイ画面を拡
大／縮小するための両手を用いたモーションまたはディスプレイ画面を移動するためのグ
ラブモーションをとった状態で移動するモーションであってよい。
【０６４３】
　特殊モーションが入力されると、電子装置１００は特殊モーションに対応するモーショ
ンタスクを行う（Ｓ１３４５０）。例えば、両手を狭めるモーションが入力されると、電
子装置１００はディスプレイ画面を縮小するタスクを行い、両手を広げるモーションが入
力されると、電子装置１００はディスプレイ画面を拡大するタスクを行い、グラブモーシ
ョンをとった状態で移動されるモーションが入力されると、電子装置１００はディスプレ
イ画面を移動方向に沿って移動してディスプレイすることができる。従って、上述のよう
なモーションを通じて、ユーザはディスプレイ画面を移動したり、縮小／拡大できるよう
になる。
【０６４４】
　制御部１４０は、電子装置１００に含まれた音声入力部１１０を介して音声開始命令が
入力されてよく、電子装置１００と連動する装置から音声開始命令が入力されてよい。こ
のとき、電子装置１００に含まれた音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力された
場合を遠距離音声認識といい、遠距離音声認識が行われる際には、図１３５に示すように
、遠距離音声認識を報知するアイコン１３５１０をディスプレイすることができる。
【０６４５】
　具体的に、電子装置１００に含まれた音声入力部１１０から音声開始命令が入力される
と、制御部１４０は電子装置１００のモードを第１音声タスクモードに切り替える。この
とき、第１音声タスクモードは、電子装置１００に含まれた音声入力部１１０からユーザ
音声が入力されると、入力されたユーザ音声に応じて音声タスクを行うモードである。第
１音声タスクモードに切り替わると、制御部１４０は遠距離音声認識を報知するアイコン
１３５１０をディスプレイすることができる。
【０６４６】
　遠距離音声認識を報知するアイコンをディスプレイする場合、予め設定された時間の間
、電子装置１００に含まれた音声入力部１１０にユーザ音声が入力されなければ、制御部
１４０は第１音声タスクモードを解除し、電子装置１００のモードをリモコンによって制
御されるリモコンモードに切り替えることができる。
【０６４７】
　なお、電子装置１００と連動する装置から音声開始命令が入力された場合を近距離音声
認識といい、近距離音声認識が行われる際には、図１３６に示すように、近距離音声認識
を報知するアイコン１３６１０をディスプレイすることができる。このとき、電子装置１
００と連動する装置は、リモコン及び携帯電話であってよいが、それに限定されるもので
はない。
【０６４８】
　ここで、電子装置１００と連動する装置から入力された音声開始命令は、電子装置１０
０と連動する装置に備えられた特定ボタン（音声タスクモード切替ボタン）に対応する信
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号及び電子装置１００と連動する装置に備えられたマイクを通じて入力された特定ユーザ
音声の一つであってよい。
【０６４９】
　電子装置１００と連動する装置から入力された音声開始命令が入力されると、制御部１
４０は、電子装置１００のモードを第２音声タスクモードに切り替えることができる。こ
のとき、第２音声タスクモードは、電子装置１００と連動する装置に備えられたマイクを
通じてユーザ音声が入力されると、入力されたユーザ音声に応じて音声タスクを行うモー
ドである。第２音声タスクモードに切り替わると、制御部１４０は近距離音声認識を報知
するアイコン１３６１０をディスプレイすることができる。
【０６５０】
　近距離音声認識を報知するアイコンをディスプレイする場合、予め設定された時間の間
、電子装置１００と連動する装置に含まれたマイクにユーザ音声が入力されていなければ
、制御部１４０は第２音声タスクモードを解除し、電子装置１００のモードをリモコンに
よって制御されるリモコンモードに切り替えてよい。
【０６５１】
　図１３７は、本発明の一実施形態に係る音声入力方法に応じて異なるアイコンを提供す
る電子装置１００の制御方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装置１
００は、電子装置１００に備えられたマイク及びリモコンに備えられたマイクのいずれか
一つから音声開始命令が入力される（Ｓ１３７１０）。このとき、電子装置１００に備え
られたマイクから音声開始命令が入力されると、電子装置１００は電子装置１００のモー
ドを遠距離音声タスクモードに切り替える。そして、リモコンに備えられたマイクから音
声開始命令が入力されると、電子装置１００は電子装置１００のモードを近距離音声タス
クモードに切り替える。
【０６５２】
　そして、電子装置１００は、音声開始命令が入力された装置に応じてアイコンを異なる
ようにディスプレイする（Ｓ１３７２０）。具体的に、電子装置１００に備えられたマイ
クから音声開始命令が入力されると、電子装置１００は遠距離音声タスクモードを表すア
イコンをディスプレイし、リモコンに備えられたマイクから音声開始命令が入力されると
、電子装置１００は近距離音声タスクモードを表すアイコンをディスプレイしてよい。
【０６５３】
　上述のように、音声開始命令が入力される装置に応じて音声タスクモードを区分するこ
とができ、音声タスクモードに応じて異なるアイコンをディスプレイすることにより、ユ
ーザが現在何の装置を通じて音声タスクモードを行うべきかが分かるようになる。
【０６５４】
　制御部１４０は、より正確な音声認識のために、音声認識を行った後、認識された音声
認識に対応するテキストを修正するためのテキスト入力修正メニュー（例えば、ＩＭＥ（
Ｉｎｐｕｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　Ｅｄｉｔｏｒ））をディスプレイする。
【０６５５】
　例えば、音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力されると、制御部１４０は、音
声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声によって制御される音声タスクを行うため
の音声ガイド情報をディスプレイする。そして、文字入力が要求されるタスクを行うため
の第１ユーザ音声が入力されると、制御部１４０は、文字入力のためのテキスト入力ウィ
ンドウをディスプレイする。このとき、文字入力が要求されるタスクは、ウェブページ検
索であってよいが、それに限定されるものではない。
【０６５６】
　そして、テキスト入力ウィンドウにテキストを入力するための第２ユーザ音声が入力さ
れると、制御部１４０は、入力された第２ユーザ音声に対応するテキストをテキスト入力
ウィンドウにディスプレイし、文字入力メニューをディスプレイすることができる。この
とき、制御部１４０は、ユーザ音声が認識される間、それまでディスプレイされていた画
面をディスプレイし、テキスト入力ウィンドウにテキストを入力するための第２ユーザ音
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声を認識した後、テキスト入力ウィンドウにテキストをディスプレイする。そして、制御
部１４０は、文字入力メニューをディスプレイすることができる。
【０６５７】
　このとき、制御部１４０は、テキスト入力ウィンドウに入力されたテキストを含む候補
群検索ワードが複数存在する場合、文字入力メニューに候補群検索ワードリストをオーバ
ーラップしてディスプレイすることができる。
【０６５８】
　なお、テキスト入力ウィンドウのテキスト入力が完了しているか、前記テキスト入力ウ
ィンドウのテキスト入力を取り消す場合、制御部１４０は、ディスプレイ画面に文字入力
メニューを除去することができる。
【０６５９】
　以下では、図１３８ないし図１４１を参照して、文字入力メニューをディスプレイする
実施形態について説明する。
【０６６０】
　まず、ウェブページがディスプレイされた状態で、音声入力部１１０を介して音声開始
命令が入力されると、制御部１４０は、図１３８に示すように、音声ガイド情報をディス
プレイする。そして、音声入力部１１０を介して“検索”音声アイテムに対応するユーザ
音声（例えば、検索）が入力されると、制御部１１０はテキスト入力ウィンドウ１３９１
０をディスプレイする。
【０６６１】
　そして、テキスト入力ウィンドウ１３９１０にテキストを入力するためのユーザ音声（
例えば、“サムスン電子”）が入力されると、制御部１４０は、ユーザ音声を認識し、テ
キスト入力ウィンドウ１３９１０に認識されたユーザ音声をディスプレイする。即ち、制
御部１４０は、図１３９に示すように、テキスト入力ウィンドウ１３９１０に“サムスン
電子”を入力してディスプレイする。
【０６６２】
　テキスト入力ウィンドウ１３９１０に“サムスン電子”が入力されると、制御部１４０
は、図１４０に示すように、文字入力メニュー１３９２０をテキスト入力ウィンドウの一
側にディスプレイする。このとき、文字入力メニューは、テキスト入力ウィンドウに入力
されたテキストが正確でない場合、それを修正するためのメニューである。
【０６６３】
　ここで、テキスト入力ウィンドウ１３９１０に入力された“サムスン電子”を含む候補
群検索ワードが複数存在する場合、制御部１４０は、候補群検索ワードリスト１３９３０
をディスプレイする。例えば、“サムスン電子”を含む候補群検索ワードが“サムスン電
子”、“サムスン電子　株式”、“サムスン電子　お知らせ”が含まれている場合、制御
部１４０は、図１４１に示すような候補群検索ワードリスト１３９３０をディスプレイす
ることができる。
【０６６４】
　図１４２は、本発明の一実施形態に係る文字入力メニュー（ＩＭＥ）を表示する電子装
置の制御方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装置１００は、音声入
力部１１０を介して音声開始命令が入力される（Ｓ１４２１０）。このとき、電子装置１
００は、複数の短縮アイコンを含むコンテンツリスト及び複数のハイパーリンクを含むウ
ェブページをディスプレイすることができる。
【０６６５】
　音声開始命令が入力されると、電子装置１００は、電子装置１００のモードを音声タス
クモードに切り替え、音声タスクモードを行うための音声ガイド情報をディスプレイする
（Ｓ１４２２０）。そして、電子装置１００は、音声入力部１１０を介して検索を行うた
めのユーザ音声が入力される（Ｓ１４２３０）。そして、電子装置１００は、検索を行う
ためにテキスト入力ウィンドウをディスプレイする（Ｓ１４２４０）。
【０６６６】



(96) JP 5746111 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

　テキスト入力ウィンドウがディスプレイされると、電子装置１００には音声入力部１１
０を介してテキスト入力ウィンドウにテキストを入力するためのユーザ音声が入力される
（Ｓ１４２５０）。テキスト入力のためのユーザ音声が入力されると、電子装置１００に
はテキスト入力ウィンドウに入力されたユーザ音声に対応するテキストが入力される（Ｓ
１４２６０）。
【０６６７】
　テキスト入力ウィンドウにテキストが入力されると、電子装置１００は文字入力メニュ
ーをディスプレイする（Ｓ１４２７０）。このとき、文字入力メニューは、音声認識が不
正確な場合、テキスト入力ウィンドウに入力されたテキストを修正するためのメニューで
ある。従って、音声入力部１１０に入力されたユーザ音声が完璧に認識できていない場合
、ユーザは文字入力メニューを用いて、不正確な音声認識を補完することができるように
なる。
【０６６８】
　制御部１４０は、外部機器を用いて、音声認識を行うことができる。具体的に、音声入
力部１１０を介して音声開始命令が入力されると、制御部１４０は、電子装置１００と連
動する装置（例えば、リモコン）を通じて入力されたユーザ音声によって行われる音声タ
スクをガイドする音声ガイド情報をディスプレイする。そして、電子装置１００と連動す
る外部装置に含まれた第１音声入力ボタンが選択される場合、制御部１４０は、音声ガイ
ド情報に音声検索をガイドする第１ガイド語句をディスプレイする。例えば、“音声検索
ボタンを押し、音声を入力してください”というガイド語句がディスプレイされてよい。
【０６６９】
　そして、制御部１４０は、外部装置に含まれた第２音声入力ボタンが選択される間、音
声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声を認識する。このとき、音声入力部１１０
は、外部装置のマイクに入力されたユーザ音声を受信し、制御部１４０に伝達する。この
とき、制御部１４０は、音声ガイド情報に音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力さ
れているという情報を含む第２ガイド語句をディスプレイすることができる。例えば、“
ユーザ音声を認識しています”というガイド語句がディスプレイされてよい。そして、制
御部１４０は、認識されたユーザ音声をテキスト入力ウィンドウにテキストで入力するこ
とができる。なお、制御部１４０は、認識されたユーザ音声に対応する音声タスクを行う
ことができる。
【０６７０】
　なお、第２音声入力ボタンの選択が解除されると、制御部１４０は、音声ガイド情報に
ユーザ音声の入力が完了しているか否かを確認する第３ガイド語句をディスプレイするこ
とができる。ここで、第３ガイド語句には、ユーザ音声の入力を続けるか否か、入力され
たユーザ音声を完了しているか否か、及び入力されたユーザ音声を取り消すか否かを問う
メッセージが含まれてよい。
【０６７１】
　なお、第３ガイド語句がディスプレイされる間、第２音声入力ボタンが再び選択されて
ユーザ音声が入力されると、制御部１４０は、入力されたユーザ音声を、それまで認識さ
れていたユーザ音声として認識し続けることができる。例えば、それまで認識されていた
ユーザ音声が“サムスン”であり、第２音声入力ボタンが再び選択されて“電子”という
ユーザ音声が入力されると、制御部１４０はテキスト入力ウィンドウに“サムスン電子”
を入力するようになる。このとき、第１音声入力ボタンは音声入力ボタンであり、第２音
声入力ボタンは音声検索ボタンとして相違するボタンであってよいが、同じボタンで実現
されてよい。
【０６７２】
　図１４３は、本発明の一実施形態に係る外部機器を用いた音声タスク実行方法を説明す
るためのフローチャートである。まず、電子装置１００は、音声タスクモードを行うため
の音声ガイド情報をディスプレイする（Ｓ１４３１０）。そして、ユーザによって、外部
機器は音声入力ボタンを選択する（Ｓ１４３２０）。音声入力ボタンが選択されると、電
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子装置１００は第１ガイド語句をディスプレイする（Ｓ１４３３０）。このとき、第１ガ
イド語句は、音声ガイド情報に音声検索をガイドするＵＩである。
【０６７３】
　そして、外部機器に音声検索ボタンが選択される間、電子装置１００は音声入力部１１
０を介してユーザ音声が入力される（Ｓ１４３４０）。このとき、音声入力部１１０は、
外部機器から入力されたユーザ音声を受信する通信部であってよい。そして、電子装置１
００は、音声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声を音声認識モジュール１３０ｋ
を用いて認識する（Ｓ１４３５０）。
【０６７４】
　一方、上述の実施形態において、音声入力ボタンと音声検索ボタンとは同じボタンで実
現されてよい。
【０６７５】
　上述のように、外部機器の音声検索ボタンが選択される間、音声が入力されることによ
り、ユーザが望まない音声認識を防止できるようになる。
【０６７６】
　制御部１４０は、ディスプレイ画面に発話可能な名称が表示された場合、名称を抽出し
て区別できるように表示する。そして、名称が音声入力部１１０を介して入力された場合
、制御部１４０は名称と対応する音声タスクを行う。具体的に、音声入力部１１０を介し
て音声開始命令が入力されると、制御部１４０は入力された音声開始命令に対応し、電子
装置１００のモードを音声タスクを行うための音声タスクモードに切り替え、音声タスク
モードを行うための音声ガイド情報をディスプレイする。
【０６７７】
　そして、音声タスクモードで、制御部１４０はディスプレイ画面から選択可能なアイテ
ムのテキストを抽出する。このとき、ディスプレイ画面はアプリケーションを実行させる
ための複数の短縮アイコンが含まれたコンテンツリストまたはウェブページがディスプレ
イされてよい。なお、選択可能なアイテムはアプリケーションを実行するためのコンテン
ツリストに含まれた短縮アイコン及びウェブページに含まれたハイパーリンクのいずれか
一つであってよい。ここで、アイテムの名前テキストが予め設定された文字数を超過する
場合、制御部１４０は、アイテムの名前テキストの全体のうち、予め設定された文字数以
下のテキストのみを抽出してディスプレイすることができる。
【０６７８】
　なお、制御部１４０は、テキストが抽出されたアイテムをテキストが抽出されていない
他のアイテムと区別できるようにディスプレイしてよい。そして、音声入力部１１０を介
して入力されたユーザ音声が抽出されたテキストと一致している場合、制御部１４０はテ
キストに対応するアイテムを実行する。ここで、音声入力部１１０を介して入力されたユ
ーザ音声が抽出された予め設定された文字数以下のテキストと一致している場合、制御部
１４０は、予め設定された文字数以下のテキストに対応するアイテムを実行することがで
きる。
【０６７９】
　以下では、図１４４及び図１４５を参照して、ディスプレイ画面に発話可能な命令語が
表示された場合の一実施形態について説明する。
【０６８０】
　制御部１４０は、音声入力部１１０を介して入力された音声開始命令に応答し、電子装
置１００のモードを音声タスクモードに切り替える。このとき、制御部１４０は、ディス
プレイ画面の下段に音声ガイド情報をディスプレイする。そして、音声入力部１１０を介
して“スマートハブ”が入力されると、制御部１４０は、図１４４に示すように、アプリ
ケーションを実行するための複数の短縮アイコンを含むコンテンツリストを生成してディ
スプレイする。
【０６８１】
　そして、制御部１４０は、複数の短縮アイコンの名前を抽出する。このとき、図１４４
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に示すように、短縮アイコンの名前が抽出された場合、制御部１４０は、短縮アイコンの
名前に下線を引き、短縮アイコンの名前（例えば、ＡＰＰ１０、ＡＰＰ１１）が抽出され
ていない場合、制御部１４０は短縮アイコンの名前に下線を引かない。
【０６８２】
　そして、短縮アイコンの名前が予め設定された名前を超過している場合、制御部１４０
は、短縮アイコンの名前の一部を抽出してディスプレイする。例えば、図１４４に示すよ
うに、短縮アイコンの名前がＥｘｃｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕｍである場合、制御部１４０は、
短縮アイコンの名前の一部である“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ”のみが抽出されてディスプレイさ
れてよい。このとき、“
Ｅｘｃｉｔｉｎｇ”が名前の一部であることを示すため、制御部１４０は“Ｅｘｃｉｔｉ
ｎｇ”の後に“．．．”という表示をつけることができる。
【０６８３】
　抽出された短縮アイコンの名前がディスプレイされ、音声入力部１１０を介してディス
プレイされた短縮アイコンの名前が入力されると、制御部１４０は当該短縮アイコンを実
行する。例えば、音声入力部１１０を介して“Ｅｘｃｉｔｉｎｇ”が入力されると、制御
部１４０は、図１４５に示すように、“
Ｅｘｃｉｔｉｎｇ　Ｄｒｕｍ”アプリケーションを実行できるようになる。
【０６８４】
　図１４６は、本発明の一実施形態に係るディスプレイ画面に発話可能な命令語が表示さ
れた場合、音声タスクを行う方法を説明するためのフローチャートである。まず、電子装
置１００は、音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力される（Ｓ１４６１０）。そ
して、電子装置１００は、音声入力部１１０を介して入力された音声開始命令に応答し、
電子装置１００のモードを音声タスクモードに切り替える（Ｓ１４６２０）。そして、電
子装置１００は、音声タスクモードを行うための音声ガイド情報をディスプレイ画面の下
段にディスプレイする（Ｓ１４６３０）。そして、電子装置１００は、ディスプレイ画面
に含まれたアイテムのテキストを抽出する（Ｓ１４６４０）。このとき、アイテムは、コ
ンテンツリストに含まれた短縮アイコンの名前またはウェブページに含まれたハイパーリ
ンクのテキストであってよい。
【０６８５】
　そして、電子装置１００は、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力される（Ｓ１
４６５０）。そして、電子装置１００は、音声入力部１１０を介して入力されたユーザ音
声と一致しているテキストを有するアイテムがある場合、当該アイテムを実行する（Ｓ１
４６６０）。このとき、テキストの名前の一部のみがディスプレイされた場合、制御部１
４０は、テキストの名前の一部と一致しているユーザ音声が入力された場合にも、当該ア
イテムを実行することができる。
【０６８６】
　上述のように、テキスト名称を抽出して区別できるように表示することにより、ユーザ
はより容易に音声認識を利用できるようになる。
【０６８７】
　制御部１４０は、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力されると途中に入力され
たユーザ音声が含まれたテキストを有するハイパーリンクが一つのみ存在している場合、
テキストに対応するハイパーリンクを実行することができる。具体的に、音声入力部１１
０を介して音声開始命令が入力されると、制御部１４０は音声開始命令に応答し、電子装
置１００のモードを音声入力部１１０を介して入力されるユーザ音声によって制御される
音声タスクモードに切り替える。
【０６８８】
　音声タスクモードで、制御部１４０は複数のハイパーリンクを含むウェブページから複
数のハイパーリンクのテキストを抽出する。テキストを抽出した後、制御部１４０は抽出
されたテキストを抽出できていないテキストと区別できるように表示することができる。
例えば、制御部１４０は、抽出されたテキストに下線を引いたり、太く表示したり、ハイ
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ライトして表示することができる。
【０６８９】
　そして、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力される途中に入力されたユーザ音
声が含まれたテキストを有するハイパーリンクが一つのみ存在している場合、制御部１４
０はテキストに対応するハイパーリンクを実行することができる。例えば、音声入力部１
１０を介して入力されたユーザ音声が“サムスン電子”であり、ハイパーリンクから抽出
されたテキストが“サムスン電子”一つである場合、制御部１４０は、“サムスン電子”
のテキストを有するハイパーリンクを実行することができる。
【０６９０】
　このとき、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力される途中に入力されたユーザ
音声とテキストの全体ではない一部が一致しているハイパーリンクが一つのみ存在する場
合、制御部１４０はテキストに対応するハイパーリンクを実行することができる。
【０６９１】
　一方、上述の実施形態において、ウェブページに含まれたハイパーリンクを実行する方
法について説明したが、それは一実施形態に過ぎず、コンテンツリストに含まれたアプリ
ケーションを実行するための短縮アイコンを実施する方法にも、本発明の技術的思想が適
用されてよい。
【０６９２】
　図１４７は、本発明の一実施形態に係る自動音声認識方法を説明するためのフローチャ
ートである。まず、電子装置１００は、音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力さ
れる（Ｓ１４７１０）。そして、電子装置１００は、音声入力部１１０を介して入力され
た音声開始命令に応答し、電子装置１００のモードを音声タスクモードに切り替える（Ｓ
１４７２０）。そして、電子装置１００のディスプレイ画面にハイパーリンクが含まれた
場合、電子装置１００はハイパーリンクのテキストを抽出する（Ｓ１４７３０）。
【０６９３】
　そして、電子装置１００には、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力される。ユ
ーザ音声の入力途中に入力されたユーザ音声と一致しているテキストを含むハイパーリン
クが一つである場合、電子装置１００は当該ハイパーリンクを実行する（Ｓ１４７４０）
。このとき、ユーザ音声と一致しているテキストは、ハイパーリンクの全テキストであっ
てよいが、それは一実施形態に過ぎず、ハイパーリンクのテキストの一部であってよい。
【０６９４】
　上述のように、ユーザ音声と一致するテキストが一つしかない場合、当該ハイパーリン
クが自動的に実行されることにより、ユーザは音声認識を用いてより容易にハイパーリン
クを実行させることができるようになる。
【０６９５】
　制御部１４０は、入力されたユーザ音声を認識し、認識されたユーザ音声と一致してい
るテキストを有するハイパーリンクが複数存在する場合、認識されたユーザ音声と一致し
ているテキストを有するハイパーリンクを含む候補群リストをディスプレイする。具体的
に、音声入力部１１０を介して音声開始命令が入力されると、制御部１４０は、音声開始
命令に応答し、音声入力部１１０を介して電子装置１００のモードを入力されるユーザ音
声によって制御される音声タスクモードに切り替える。このとき、ディスプレイ画面には
、複数のハイパーリンクを含むウェブページがディスプレイされる。
【０６９６】
　制御部１４０は、ウェブページに含まれた複数のハイパーリンクに含まれたテキストを
抽出する。このとき、制御部１４０は、抽出されたテキストを抽出されていないテキスト
と区別できるように表示することができる。例えば、制御部１４０は、抽出されたテキス
トに下線を引いたり、太く表示したり、ハイライトさせて表示することができる。
【０６９７】
　そして、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力されると、制御部１４０は入力さ
れたユーザ音声を認識し、認識されたユーザ音声と一致しているテキストを有するハイパ
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ーリンクが複数存在する場合、認識されたユーザ音声と一致しているテキストを有するハ
イパーリンクを含む候補群リストをディスプレイする。例えば、音声入力部１１０に入力
されたユーザ音声が“サムスン電子”である場合、制御部１４０はテキストに“サムスン
電子”が含まれたテキストを有するハイパーリンクが含まれた候補群リストを生成するこ
とができる。
【０６９８】
　このとき、音声入力部１１０を介してユーザ音声が再入力されると、制御部１４０は、
再入力されたユーザ音声を認識し、再入力されたユーザ音声を反映して候補群リストを変
更することができる。例えば、“サムスン電子”が認識され、“株式”が再入力された場
合、制御部１４０はテキストに“サムスン電子　株式”が含まれたテキストを有するハイ
パーリンクのみが含まれるように、候補群リストを変更することができる。そして、音声
タスクモードが解除されると、制御部１４０は、候補群リストをディスプレイ画面から除
去することができる。
【０６９９】
　図１４８は、本発明の一実施形態に係る候補群リストをディスプレイする方法を説明す
るためのフローチャートである。まず、電子装置１００には、音声入力部１１０を介して
音声開始命令が入力される（Ｓ１４８１０）。そして、電子装置１００は、音声入力部１
１０を介して入力された音声開始命令に応答し、音声タスクモードに切り替える（Ｓ１４
８２０）。そして、電子装置１００は、ユーザの操作に応じてディスプレイ画面にウェブ
ページをディスプレイする（Ｓ１４８３０）。このとき、ウェブページ画面には、複数の
ハイパーリンクが含まれる。
【０７００】
　そして、電子装置１００は、ウェブページに含まれたハイパーリンクのテキストを抽出
する（Ｓ１４８４０）。そして、電子装置１００には、音声入力部１１０を介してユーザ
音声が入力される（Ｓ１４８５０）。そして、電子装置１００は、ユーザ音声と一致して
いるテキストを有するハイパーリンクが一つであるか否かを判断する（Ｓ１４８６０）。
ユーザ音声と一致しているテキストを有するハイパーリンクが一つである場合（Ｓ１４８
６０－Ｙ）、制御部１４０は当該ハイパーリンクを実行する（Ｓ１４８７０）。
【０７０１】
　しかし、ユーザ音声と一致しているテキストを有するハイパーリンクが複数である場合
（Ｓ１４８６０－Ｎ）、制御部１４０は複数のハイパーリンクが含まれた候補群リストを
生成してディスプレイする（Ｓ１４８８０）。そして、制御部１４０は、ユーザの操作に
応じてハイパーリンクを選択（例えば、ハイパーリンクのテキストを音声で入力）し（Ｓ
１４８９０）、選択されたハイパーリンクを実行する（Ｓ１４８７０）。
【０７０２】
　上述のように、候補群リストを生成することにより、ユーザ音声と一致しているハイパ
ーリンクが複数であるとしても、ユーザは候補群リストを通じて自分の望むハイパーリン
クを実行させることができるようになる。
【０７０３】
　制御部１４０は、音声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声の大きさが予め設定
された大きさより小さい場合、音声ガイド情報の第１領域にユーザ音声を認識できないと
いうフィードバックＵＩをディスプレイすることができる。具体的に、音声入力部１１０
を介して音声開始命令が入力されると、制御部１４０は音声開始命令に応答し、音声入力
部１１０を介して入力されるユーザ音声によって制御される音声タスクモードに切り替え
てよい。
【０７０４】
　音声タスクモードで、音声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声によって行われ
る音声タスクをガイドする音声ガイド情報をディスプレイする。このとき、音声ガイド情
報はディスプレイ画面の下段にディスプレイされてよい。
【０７０５】
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　そして、音声入力部１１０には、ユーザ音声が入力される。音声入力部１１０を介して
入力されたユーザ音声の大きさが予め設定された大きさより小さい場合、制御部１４０は
音声ガイド情報の第１領域のユーザ音声を認識できないというフィードバックＵＩをディ
スプレイする。このとき、フィードバックＵＩは予め設定された大きさ及び音声入力部１
１０を介して入力されたユーザ音声の大きさをバー形態で表現したＧＵＩを含んでよい。
ここで、第１領域は、音声ガイド情報の下段であってよい。
【０７０６】
　なお、制御部１４０は、音声ガイド情報に予め設定された大きさ以上のユーザ音声が入
力されるべきとするメッセージとともにディスプレイしてよい。例えば、“より大きい声
で話してください”というメッセージがディスプレイされてよい。
【０７０７】
　図１４９は、本発明の一実施形態に係る音声認識エラーをガイドするためのＵＩを説明
するためのフローチャートである。まず、電子装置１００には、音声入力部１１０を介し
て音声開始命令が入力される（Ｓ１４９１０）。そして、電子装置１００は、音声入力部
１１０を介して入力された音声開始命令に応答し、電子装置１００のモードを音声タスク
モードに切り替える（Ｓ１４９２０）。そして、電子装置１００は、音声タスクモードを
行うための音声ガイド情報をディスプレイ画面の下段にディスプレイする（Ｓ１４９３０
）。
【０７０８】
　そして、電子装置１００には、音声入力部１１０を介してユーザ音声が入力される（Ｓ
１４９４０）。そして、音声入力部１１０を介して入力されたユーザ音声の大きさが予め
設定された大きさより小さい場合、電子装置１００はフィードバックＵＩをディスプレイ
する（Ｓ１４９５０）。このとき、フィードバックＵＩは、ユーザの音声が予め設定され
た大きさより小さく、音声認識ができないというメッセージ及びより大きく発話せよとい
うメッセージが含まれたＵＩであってよい。
【０７０９】
　上述のように、ユーザの声が小さく音声認識ができない場合、電子装置１００がそれを
ユーザに知らせることにより、ユーザは音声認識ができない理由を認知して、それを容易
に解決することができるようになる。
【０７１０】
　上述のような電子装置１００を通じて、ユーザは、ユーザの音声またはユーザのモーシ
ョンのいずれか一つを通じて電子装置をより効率的かつ直観的に制御できるようになる。
【０７１１】
　一方、上述の様々な実施形態において、音声入力部１１０は、直接ユーザの音声が入力
されるマイクで実現されてよく、または、マイクから入力された音声信号が伝達されるイ
ンターフェースで実現されてよい。同様に、モーション入力部１２０は、ユーザを直接撮
像するカメラで実現されてよく、カメラで撮像したデータが伝達されるインターフェース
で実現されてよい。
【０７１２】
　一方、上述の電子装置１００は、テレビで実現されてよいが、それに限定されずに、セ
ットトップボックス、パソコン、ラップトップパソコン、デジタルフォトフレーム、電子
書籍、ＰＤＡ及び携帯電話等のような多様な装置で実現されてよい。
【０７１３】
　一方、上述の図３においては、保存部１３０内に各種ソフトフェアモジュールが保存さ
れた状態について説明したが、それらソフトウェアモジュールは、必ずしも一つの保存部
１３０に保存されるものではない。
【０７１４】
　即ち、実施形態によって、音声認識モジュール及びモーション認識モジュールは、それ
ぞれ別途の保存ユニットに保存されてよい。それにより、音声認識モジュールは、マイク
から入力された音声信号からユーザ音声を認識し、認識の結果を制御部１４０に提供する
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ことができる。なお、モーション認識モジュールは、カメラで撮像した映像信号を用いて
ユーザのモーションを認識した後、認識結果を制御部１４０に提供することもできる。
【０７１５】
　または、このような音声認識モジュール及びモーション認識モジュールは、それぞれ別
個の外部装置に保存されていてよい。例えば、マイクに備えられた音声認識装置で音声認
識モジュールを用いてユーザの音声を認識した後、その認識結果を電子装置１００に伝送
してよい。同様に、カメラを備えたモーション認識装置でモーション認識モジュールを用
いてユーザのモーションを認識し、その認識結果を電子装置１００に伝送してよい。
【０７１６】
　なお、以上のような多様な実施形態に係る制御方法を行うためのプログラムコードは、
多様な類型の記録媒体に保存されてよい。具体的には、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュメモリ、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）、ＥＥＰＲＯ
Ｍ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　ＲＯＭ）、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、メモリカード、Ｕ
ＳＢメモリ、ＣＤ－ＲＯＭ等のように、端末機で読み取り可能な多様な類型の記録媒体に
保存されていてよい。
【０７１７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明は以上の実施形態に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を
有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的趣旨の範疇内において、各種の変
更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の
技術的範囲に属するものと了解される。

【図１】

【図２】

【図３】
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