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(57)【要約】
【課題】ユーザが、複数の情報処理装置が実行する処理
を指示するための機器制御画面において、優れたユーザ
インタフェイスと操作性を実現する。
【解決手段】処理対象の情報処理装置が再生処理中であ
ることを表す機器制御画面６１は、機器アイコン表示部
７１と、ファンクション表示部７２で構成される。処理
対象に選ばれた機器を示すアイコンが、処理方法を示す
機能アイコン８１の中に収容された形で表示される。再
生処理中においては、機能アイコン８１の内部に矢印が
流れるようなアニメーションが表示され、現在の処理（
再生処理）を示す制御ボタン９３が、他の制御ボタンと
は異なる色で表示されることにより、ユーザが、実行中
の処理を認識し易くなっている。また、次に操作される
可能性の高い制御ボタン９５は、自動的に選択された状
態となり、拡大表示される。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザの操作に従って実行する処理を制御する情報処理装置において、
　処理を制御するための複数の項目を表示するように制御する表示制御手段と、
　前記表示制御手段により表示された項目を前記ユーザが選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された項目の処理を制御する処理制御手段と
　を備え、
　前記表示制御手段は、前記ユーザが選択する可能性が高いと判断された項目を、当該項
目以外の項目よりも大きく表示する
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記選択手段は、前記選択する可能性が高いと判断された項目を、予め選択された状態
にする
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記選択する可能性が高いと判断された項目を徐々に大きく表示
する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記選択する可能性が高いと判断された項目以外の項目を徐々に
薄く表示する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　ユーザの操作に従って実行する処理を制御する情報処理方法において、
　処理を制御するための複数の項目を表示するように制御する表示制御ステップと、
　表示された項目を前記ユーザが選択する選択ステップと、
　選択された項目の処理を制御する処理制御ステップと
　を含み、
　前記表示制御ステップの処理においては、前記ユーザが選択する可能性が高いと判断さ
れた項目が、当該項目以外の項目よりも大きく表示される
　情報処理方法。
【請求項６】
　前記選択ステップの処理においては、前記選択する可能性が高いと判断された項目が、
予め選択された状態にされる
　請求項５に記載の情報処理方法。
【請求項７】
　前記表示制御ステップの処理においては、前記選択する可能性が高いと判断された項目
が徐々に大きく表示される
　請求項６に記載の情報処理方法。
【請求項８】
　前記表示制御ステップの処理においては、前記選択する可能性が高いと判断された項目
以外の項目が徐々に薄く表示される
　請求項６に記載の情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置および情報処理方法に関し、特に、優れたユーザインタフェイ
スと操作性を実現するようにした情報処理装置および情報処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば、IEEE1394シリアルバスなどのホームネットワークにおいて、複数の情報処理装
置（例えば、デジタルビデオカムコーダ、CD（Compact Disc）プレーヤ、パーソナルコン
ピュータ等）を接続し、情報の送受信や、録音（録画）または再生を行わせる場合、各情
報処理装置を集中して制御できるように、１台の情報処理装置（例えば、セットトップボ
ックス）に、他の情報処理装置を制御する機能が付加される。即ち、セットトップボック
スには、ユーザがこれらの情報処理装置を制御する上で必要なユーザインタフェイスとし
て、モニタによる表示画面が提供され、ユーザは、モニタ画面を参照しながら、それらの
情報処理装置が行う各種処理を指示するために、操作パネル、もしくはリモートコマンダ
を操作する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、ユーザがモニタ画面を参照しながら実行する操作の手順は、ネットワー
クに接続される情報処理装置の種類の増加と、それぞれの情報処理装置の機能の向上に伴
い、複雑化する傾向にある。そして、従来のモニタ表示画面では、例えば、処理を実行す
る情報処理装置を指定する部分と、その処理内容を指示する部分が用意されているが、そ
れらは、たとえ同一画面上に表示されていたとしても、機能としては独立しているため、
装置と処理との関連が理解し難いという課題がある。
【０００４】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、ユーザにとって分かり易く、か
つ、操作性に優れたユーザインタフェイスを提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の情報処理装置は、ユーザの操作に従って実行する処理を制御する情報処理装置
において、処理を制御するための複数の項目を表示するように制御する表示制御手段と、
前記表示制御手段により表示された項目を前記ユーザが選択する選択手段と、前記選択手
段により選択された項目の処理を制御する処理制御手段とを備え、前記表示制御手段は、
前記ユーザが選択する可能性が高いと判断された項目を、当該項目以外の項目よりも大き
く表示する。
【０００６】
　前記選択手段には、前記選択する可能性が高いと判断された項目を、予め選択された状
態にさせることができる。
【０００７】
　前記表示制御手段には、前記選択する可能性が高いと判断された項目を徐々に大きく表
示させることができる。
【０００８】
　前記表示制御手段には、前記選択する可能性が高いと判断された項目以外の項目を徐々
に薄く表示させることができる。
【０００９】
　本発明の情報処理方法は、ユーザの操作に従って実行する処理を制御する情報処理方法
において、処理を制御するための複数の項目を表示するように制御する表示制御ステップ
と、表示された項目を前記ユーザが選択する選択ステップと、選択された項目の処理を制
御する処理制御ステップとを含み、前記表示制御ステップの処理においては、前記ユーザ
が選択する可能性が高いと判断された項目が、当該項目以外の項目よりも大きく表示され
る。
【００１０】
　前記選択ステップの処理においては、前記選択する可能性が高いと判断された項目が、
予め選択された状態にされるようにすることができる。
【００１１】
　前記表示制御ステップの処理においては、前記選択する可能性が高いと判断された項目
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が徐々に大きく表示されるようにすることができる。
【００１２】
　前記表示制御ステップの処理においては、前記選択する可能性が高いと判断された項目
以外の項目が徐々に薄く表示されるようにすることができる。
【００１３】
　本発明においては、ユーザが選択する可能性が高いと判断された項目が、当該項目以外
の項目よりも大きく表示される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、ユーザの操作が簡単になり、操作性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ネットワークシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】図１のセットトップボックスの詳細な構成を示すブロック図である。
【図３】リモートコマンダの外観の構成を示す図である。
【図４】図１、図２のモニタに表示される機器制御画面を説明するための図である。
【図５】ダビング先に指定できない機器に対応する機器アイコンの表示の例を説明するた
めの図である。
【図６】機器アイコン表示処理を説明するためのフローチャートである。
【図７】再生処理を説明するためのフローチャートである。
【図８】再生処理を説明するためのフローチャートである。
【図９】図１、図２のモニタに表示される機器制御画面を説明するための図である。
【図１０】図１、図２のモニタに表示される機器制御画面を説明するための図である。
【図１１】図１、図２のモニタに表示される機器制御画面を説明するための図である。
【図１２】ダビング処理を説明するためのフローチャートである。
【図１３】ダビング処理を説明するためのフローチャートである。
【図１４】ダビング処理を説明するためのフローチャートである。
【図１５】図１、図２のモニタに表示される機器制御画面を説明するための図である。
【図１６】図１、図２のモニタに表示される機器制御画面を説明するための図である。
【図１７】図１、図２のモニタに表示される機器制御画面を説明するための図である。
【図１８】図１、図２のモニタに表示される機器制御画面を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、ホームネットワーク等で、複数の情報処理装置を接続している場合のネットワ
ークシステムの構成を示すブロック図である。
【００１７】
　IEEE1394シリアルバス１には、デジタルビデオカムコーダ２乃至４、パーソナルコンピ
ュータ５、ハードディスクレコーダ（HDR）６、CDプレーヤ７、MDプレーヤ８およびセッ
トトップボックス（STB）９が接続されている。セットトップボックス９には、スピーカ
１０、モニタ１１およびビデオディスクレコーダ１２が直接接続されている。
【００１８】
　セットトップボックス９は、IEEE1394シリアルバス１を介して、デジタルビデオカムコ
ーダ２乃至MDプレーヤ８に対して、GUID(Global Unique Identifier)、または、それぞれ
が有する機能を問い合わせる信号とともに、内部に保有している、もしくは挿入される記
憶媒体に変化が生じたとき（例えば、記録媒体が排出された場合、挿入された記憶媒体が
書き込み不可のものである場合、内部の記録媒体の空き容量が少なくなったために、さら
に新しいデータを書き込むことができなくなった場合など）には、その変化内容を表す信
号を、セットトップボックス９に送信する要求を示す信号を送信する。
【００１９】
　デジタルビデオカムコーダ２乃至MDプレーヤ８は、受信した問い合わせ信号に対応して
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、自分自身のGUIDまたは機能を示す信号をセットトップボックス９に送信する。セットト
ップボックス９は、これらの情報から、IEEE1394シリアルバス１に接続されている機器の
接続状態を検知し、それらの機器と、自分自身に直接切接続されているビデオディスクレ
コーダ１２を制御するためのGUI（Graphical User Interface）をモニタ１１に表示させ
る。
【００２０】
　また、デジタルビデオカムコーダ２乃至MDプレーヤ８は、自分自身に挿入されているメ
ディア、もしくは、ハードディスクなどの内部の記録媒体の状態に変化が生じた場合、そ
の内容を表す信号をセットトップボックス９に送信する。ビデオディスクレコーダ１２も
、デジタルビデオカムコーダ２乃至MDプレーヤ８と同様に、記録媒体の変化の内容を表す
信号を、セットトップボックス９に送信する。
【００２１】
　ユーザは、モニタ１１の表示を基に、セットトップボックス９の本体の図示しない操作
キー、もしくは、図３を用いて後述するリモートコマンダを操作し、IEEE1394シリアルバ
ス１に接続されているデジタルビデオカムコーダ２乃至MDプレーヤ８、およびセットトッ
プボックス９に接続されているビデオディスクレコーダ１２のうち、所望の機器を選択し
、更に、選択した機器が実行する処理を指示する。セットトップボックス９は、ユーザの
操作に基づいて、制御信号を生成し、IEEE1394シリアルバス１を介して、デジタルビデオ
カムコーダ２乃至MDプレーヤ８に供給するか、または、ビデオディスクレコーダ１２に、
直接出力する。デジタルビデオカムコーダ２乃至MDプレーヤ８、およびビデオディスクレ
コーダ１２は、入力された制御信号に従って、例えば、音声データや映像データの再生、
IEEE1394シリアルバス１を介したデータの送受信、および、受信したデータの記録等の処
理を実行する。
【００２２】
　図２は、セットトップボックス９の詳細な構成を示すブロック図である。操作制御部２
１は、図示しない操作キー、および、図３を用いて後述するリモートコマンダから送信さ
れる、例えば、赤外線などの信号を受信する受信部を含み、ユーザが、操作キーもしくは
リモートコマンダを操作した場合、その操作に対応する信号を生成し、内部制御部２２に
出力する。内部制御部２２は、操作制御部２１から入力された信号に基づいて、例えば、
デジタルビデオカムコーダ２乃至MDプレーヤ８の処理を制御するための制御信号を生成し
、IEEE1394シリアルバスインタフェイス２３を介して、生成した制御信号を出力したり、
ビデオディスクレコーダ１２を制御するための制御信号を生成し、入出力制御部２４を介
して、生成した制御信号を出力したり、チューナ２５に、放送波を受信させ、復調させる
といった処理を実行させる。
【００２３】
　また、内部制御部２２は、IEEE1394シリアルバス１に接続されているデジタルビデオカ
ムコーダ２乃至MDプレーヤ８のGUID、もしくはそれぞれの機能を問い合わせる問い合わせ
信号を生成し、IEEE1394シリアルバスインタフェイス２３およびIEEE1394シリアルバス１
を介して、デジタルビデオカムコーダ２乃至MDプレーヤ８に、それぞれ出力する。
【００２４】
　更に、内部制御部２２には、デジタルビデオカムコーダ２乃至MDプレーヤ８から、IEEE
1394シリアルバス１およびIEEE1394シリアルバスインタフェイス２３を介して、ビデオデ
ィスクレコーダ１２から、入出力制御部２４を介して、例えば、音声データ、映像データ
などが入力され、メモリ２６から、モニタに表示するためのメッセージやアイコンに対応
するデータが入力され、チューナ２５から、チューナ２５が受信し、復調した受信波に対
応する信号が入力される。
【００２５】
　内部制御部２２に入力された、これらのデータおよび信号は、操作制御部２１から入力
される制御信号に従って、それぞれのデータに適応した処理がなされ、音声データは、音
声信号再生部２７を介してスピーカ１０に出力され、映像データは、映像信号再生部２８
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を介して映像ミックス部３０に出力され、メッセージやアイコンに対応するデータは、グ
ラフィックス表示信号作成部２９で画像データに変換され、映像ミックス部３０に出力さ
れる。そして、映像ミックス部３０は、映像データとメッセージやアイコンに対応する画
像データを１つの画像に合成し、モニタ１１に出力する。
【００２６】
　入出力制御部２４には、セットトップボックス９に直接接続される機器（例えば、図１
のビデオディスクレコーダ１２）が接続され、内部制御部２２に、接続されている機器の
情報を表す信号を出力する。
【００２７】
　メモリ２６には、内部制御部２２が実行するプログラム、プログラムの実行に伴って生
成されるデータ、接続されている機器（例えば、図１のデジタルビデオカムコーダ２乃至
MDプレーヤ８およびビデオディスクレコーダ１２）に関する情報、および、モニタ１１に
表示されるメッセージやアイコンに対応するデータなどが保存される。それらのプログラ
ムやデータは、必要に応じて、内部制御部２２に読み出される。
【００２８】
　ドライブ３１は、内部制御部２２に接続されており、磁気ディスク３２、光ディスク３
３、光磁気ディスク３４、および半導体メモリ３５などが挿入可能である。内部制御部２
２は、磁気ディスク３２乃至半導体メモリ３５に記憶されているデータを読み出すことが
できる。
【００２９】
　図３は、ユーザが各種操作を実行するためのリモートコマンダの外観の構成を示す図で
ある。リモートコマンダ４１には、例えば、受信した放送波のチャンネルを選択するため
のテンキー５１の他に、操作の取り消しを指示するためのエスケープキー５２、図４を用
いて後述するモニタ１１の機器制御画面に表示される各種アイコンもしくは各種ボタンを
選択するためのカーソルキー５３、および、選択を決定するための決定キー５４が搭載さ
れている。
【００３０】
　図４に、内部制御部２２が、モニタ１１に表示させる、機器制御画面６１の例を示す。
機器制御画面６１は、機器アイコン表示部７１、ファンクション表示部７２、および、メ
ッセージ表示部７３で構成されている。機器アイコン表示部７１には、IEEE1394シリアル
バス１およびセットトップボックス９に接続されている情報処理装置に対応するアイコン
（以下、機器アイコンと称する）が表示される。その表示方法としては、図４に示すよう
に、IEEE1394シリアルバス１およびセットトップボックス９に接続させることが可能な機
器に対応する機器アイコンを予め表示させておき、接続されている機器に対応する機器ア
イコンをハイライトさせ、接続されていない機器に対応する機器アイコンをハイライトさ
せないようにしてもよいし、機器アイコンの表示と非表示によって接続されている機器を
表すようにしてもよい。
【００３１】
　機器アイコンに対応する機器に、メディアが挿入されていなかったり、書き込み禁止の
メディアが挿入されている場合、内部制御部２２は、IEEE1394シリアルバスインタフェイ
ス２３もしくは入出力制御部２４から入力される信号を基に、例えば、機器アイコンの表
示色を変更したり、図５（Ａ）に示されるようなアンダーラインや、図５（Ｂ）に示され
るような鍵のマークなどの、書き込み禁止であることがユーザに分かるようなマークを付
加して表示させるようにするとともに、メモリ２６に保存されている、対応する機器に関
する情報を書き換える。これによって、ユーザは、視覚的に、機器に挿入されているメデ
ィアの状態を把握することができる。また、ユーザの操作により選択されている機器アイ
コンは、図９を用いて後述するように、例えば、ハイライトさせたり、表示色を変更させ
たり、大きく表示させることができる。
【００３２】
　ファンクション表示部７２には、再生やダビングなどの処理を表すアイコン（以下、機



(7) JP 2009-199617 A 2009.9.3

10

20

30

40

50

能アイコンと称する）や、再生ボタン、停止ボタンなどの、操作を指示するためのボタン
（以下、制御ボタンと称する）が表示される。ここでは、再生処理を表す機能アイコン８
１およびダビング処理を表す機能アイコン８２が表示されている。そして、メッセージ表
示部７３には、その時点において、ユーザが操作する上で補助となるようなメッセージ（
例えば、次の処理を促すための操作説明など）が表示される。
【００３３】
　次に、図６のフローチャートを参照して、セットトップボックス９が、モニタ１１に表
示させるユーザ操作画面における、機器アイコン表示処理について説明する。
【００３４】
　まず、ステップＳ１において、内部制御部２２は、IEEE1394シリアルバスインタフェイ
ス２３および入出力制御部２４から入力される信号を基に、IEEE1394シリアルバス１およ
びセットトップボックス９に、新たな機器が接続されたか否かを判断する。ステップＳ１
において、新たな機器が接続されていないと判断された場合、処理はステップＳ３に進む
。
【００３５】
　ステップＳ１において、新たな機器が接続されたと判断された場合、ステップＳ２にお
いて、内部制御部２２は、新たに接続された機器に対応する機器アイコンを選択し、それ
をハイライトさせるためのデータを、グラフィックス表示信号作成部２９に出力する。グ
ラフィックス表示信号作成部２９は、選択された機器アイコンをハイライトさせる映像信
号を生成し、映像ミックス部３０を介してモニタ１１に出力し、機器制御画面６１の機器
アイコン表示部７１に表示させる。そして、処理はステップＳ１に戻り、それ以降の処理
が繰り返される。
【００３６】
　機器アイコンの選択は、接続された順番に行われる。例えば、図４の例では、デジタル
ビデオカムコーダのための機器アイコンとして、ＤＶ１，ＤＶ２，ＤＶ３の３個が用意さ
れており、最初に接続されたデジタルビデオカムコーダに機器アイコンＤＶ１が割り当て
られ、以下、接続された順番に、機器アイコンＤＶ２，ＤＶ３が順次割り当てられる。例
えば、デジタルビデオカムコーダが１台だけ接続されている場合、機器アイコンＤＶ１，
ＤＶ２，ＤＶ３のうち、機器アイコンＤＶ１だけがハイライト表示される。
【００３７】
　ステップＳ３において、内部制御部２２は、IEEE1394シリアルバスインタフェイス２３
および入出力制御部２４から入力される信号を基に、IEEE1394シリアルバス１およびセッ
トトップボックス９に接続されていた機器が、離脱されたか否かを判断する。ステップＳ
３において、機器が離脱されていないと判断された場合、処理はステップＳ１に戻り、そ
れ以降の処理が繰り返される。
【００３８】
　ステップＳ３において、機器が離脱されたと判断された場合、ステップＳ４において、
内部制御部２２は、離脱された機器に対応する機器アイコンのハイライト表示を解除する
ためのデータを、グラフィックス表示信号作成部２９に出力し、離脱された機器に対応す
る機器アイコンのハイライト表示が解除された画像データを生成させ、映像ミックス部３
０を介してモニタ１１に出力させる。これにより、機器制御画面６１の機器アイコン表示
部７１の表示が変更される。そして、処理はステップＳ１に戻り、それ以降の処理が繰り
返される。このような処理が行われるので、ユーザは、機器アイコン表示部７１の表示か
ら、今接続されている機器を確認することができる。
【００３９】
　以上においては、予め用意されている機器アイコンの中から、接続されている機器に対
応する機器アイコンをハイライト表示させるようにしたが、接続された機器アイコンのみ
を表示させるようにしてもよい。
【００４０】
　次に、図７および図８のフローチャートを参照して、IEEE1394シリアルバス１もしくは
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セットトップボックス９に接続されている機器、もしくは、機器に挿入されているメディ
アに記録されているデータを再生する処理について説明する。
【００４１】
　ステップＳ１１において、内部制御部２２は、機器制御画面６１を表示させるのに必要
なデータを、映像信号再生部２８およびグラフィックス表示信号作成部２９に出力し、映
像ミックス部３０において、１つの画像データに合成させ、モニタ１１に出力させる。こ
れにより、モニタ１１に、図４に示すような機器制御画面６１が表示される（以下、説明
は省略するが、内部制御部２２によるモニタ１１の画面表示処理は、同様に実行される）
。このとき、モニタ１１の機器制御画面６１のメッセージ表示部７３には、「Please Cho
se FUNCTIN」という操作説明が表示される。
【００４２】
　ステップＳ１２において、ユーザは、メッセージ表示部７３に表示されているメッセー
ジに従って、リモートコマンダ４１のカーソルキー５３のうちの上下カーソルキー５３Ｕ
，５３Ｄを操作することにより、ファンクション表示部７２に表示されている機能アイコ
ンに対応する処理（ここでは、再生もしくはダビング）のうちの所望の処理を表す機能ア
イコンを選択する。ここでは、ユーザは、再生処理を指示する機能アイコン８１を選択す
ることとする。そして、内部制御部２２は、操作制御部２１からの制御信号に従って、選
択された操作アイコン８１を、ハイライトしたり、色を変化させることによって、どちら
が選択されているかをユーザが認識し易いように表示する。
【００４３】
　ユーザが、リモートコマンダ４１の決定キー５４を押下したとき、ステップＳ１３にお
いて、内部制御部２２は、操作制御部２１からの制御信号を受け、選択されていた機能ア
イコン（ここでは機能アイコン８１）を、現在の状態から徐々に拡大（ズーミング）し、
選択されなかった機能アイコン（ここでは機能アイコン８２）を徐々に薄く表示されるよ
うに、画面表示を制御する。そして、最終的には、選択された機能アイコン８１を、図９
に示すように、大きく表示させる。
【００４４】
　ステップＳ１４において、内部制御部２２は、メッセージ表示部７３に、どの機器の情
報を再生するのかをユーザに選択させるための操作説明（例えば、図９に示す「choose p
lay SOURCE」）を表示させる。
【００４５】
　ステップＳ１５において、ユーザは、このメッセージに従って、リモートコマンダ４１
のカーソルキー５３のうちの左右カーソルキー５３Ｌ，５３Ｒを操作することにより機器
アイコンを選択する。内部制御部２２は、操作制御部２１から、この選択に対応する信号
の入力を受けると、ステップＳ１６において、選択された機器アイコンを、図９に示すよ
うに拡大表示させる（図９の例では、デジタルビデオカムコーダ３に対応する、機器アイ
コンＤＶ２が拡大表示されている）。これにより、選択されている機器がどれであるのか
をユーザが認識し易いようになる。
【００４６】
　ステップＳ１７において、内部制御部２２は、操作制御部２１から、ユーザが、リモー
トコマンダ４１の決定キー５４を押下したことを示す信号を入力されると、ステップＳ１
６において選択された機器アイコンの選択を確定する。
【００４７】
　内部制御部２２は、ステップＳ１８において、ステップＳ１７において選択が確定され
た機器アイコン（いまの場合、機器アイコンＤＶ２）を、図１０に示すように、再生操作
を表す機能アイコン８１に収容した形のアイコンとして表示させ、ステップＳ１９におい
て、ユーザに、その機器アイコンＤＶ２の選択処理が終了したことをわかりやすく表示す
るために、機器アイコン表示部７１中の機器アイコンＤＶ２の輝度を、IEEE1394シリアル
バス１およびセットトップボックス９に接続されている機器を表す機器アイコンより低く
、接続されていない機器を表す機器アイコンより高い輝度に変更させる。
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【００４８】
　ステップＳ２０において、内部制御部２２は、図１０に示すように、メッセージ表示部
７３の表示を中止し、代わりに、その部分をファンクション表示部７２として、選択され
た機器の処理を制御するための制御ボタン９１乃至９５（それぞれ、停止、巻戻し、再生
、早送り、ポーズに対応する）を表示させる。ここで、現在の状態に対応する制御ボタン
（ここでは、停止処理を示す制御ボタン９１）は、他のボタンと異なる色（例えば、制御
ボタン９１のみ緑色で、他の制御ボタン９２乃至９５は赤色）で表示させる。これにより
、現在の設定の状態を、ユーザが認識し易いようになる。更に、このとき、次に操作され
る可能性が高い制御ボタン（ここでは、再生処理を示す制御ボタン９３）が、既に選択さ
れた状態（但し、確定前の状態）として、他の制御ボタンより大きく表示される。
【００４９】
　ステップＳ２１において、内部制御部２２は、操作制御部２１から、ユーザが、リモー
トコマンダ４１のカーソルキー５３のうち左右カーソルキー５３Ｌ，５３Ｒの操作によっ
て、制御ボタンの選択が変更されたことを示す信号が入力された場合、選択された制御ボ
タンを拡大表示する。但し、ここでは、ユーザがリモートコマンダ４１のカーソルキー５
３を操作しない場合（既に選択されている制御ボタン９３を選択したい場合）もあるので
、その場合、ステップＳ２１の処理は実行されずに、処理はステップＳ２２に進む。
【００５０】
　ステップＳ２２において、内部制御部２２は、操作制御部２１から、ユーザが、リモー
トコマンダ４１の決定キー５４を押下したことを示す信号を入力され、ステップＳ２０に
おいて予め選択されていた、もしくは、ステップＳ２１において新たに選択された制御ボ
タンの選択を確定する。
【００５１】
　ステップＳ２３において、内部制御部２２は、ステップＳ２２において選択が確定され
た制御ボタンの処理に対応する制御コマンドを、IEEE1394シリアルバスインタフェイス２
３およびIEEE1394シリアルバス１、あるいは、入出力制御部２４を介して、対応する機器
に出力する。例えば、機器制御画面６１が図１０の状態であるときに、ユーザが決定キー
５４を押下した場合、デジタルビデオカムコーダ３に、データの再生を指示するコマンド
が、IEEE1394シリアルバス１を介して供給され、デジタルビデオカムコーダ３は、このコ
マンドに対応して、データの再生処理を開始する。
【００５２】
　内部制御部２２は、IEEE1394シリアルバス１と、IEEE1394シリアルバスインタフェイス
２３を介して、この再生データの供給を受けると、音声信号を、音声信号再生部２７を介
してスピーカ１０に出力させ、映像信号を、映像信号再生部２８および映像ミックス部３
０を介してモニタ１１に出力させる。
【００５３】
　ステップＳ２４において、内部制御部２２は、現在の状態に対応する制御ボタンを緑色
で表示させ、次に操作される可能性の高い制御ボタンを選択された状態として表示させる
。更に、内部制御部２２は、再生中であることをユーザが認識し易いように表示するため
のアニメーションを、機能アイコンに表示させ、処理を終了する。
【００５４】
　例えば、機器制御画面６１が図１０の状態であるときに、ユーザが決定キー５４を押下
した場合、機器制御画面６１は、図１１に示される画面に変更される。制御ボタン９３は
緑色で表示され、次に選択される可能性の高い、ポーズのための制御ボタン９５が選択さ
れた状態として大きく表示される。そして、機能アイコン８１には、例えば、矢印が流れ
るアニメーションや、矢印が上部から順番にハイライトされるアニメーションなどが表示
され、ユーザが、視覚的に再生中であることを認識できるような機器制御画面６１が構成
される。
【００５５】
　なお、ユーザは、どのステップにおいても、図３に示されるリモートコマンダ４１のエ
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スケープキー５２を押下することにより、決定した処理を取り消し、処理画面を１つ前に
戻すことができる。例えば、図１０に示す機器制御画面６１が表示されている状態におい
て、エスケープキー５２が操作されると、機器制御画面６１は、図９に示す状態に変更さ
れる。そこでユーザは、例えば、左右カーソルキー５３Ｌ，５３Ｒを操作して、新たな機
器アイコンを選択することができる。
【００５６】
　次に、図１２乃至図１４のフローチャートを参照して、IEEE1394シリアルバス１および
セットトップボックス９に接続されている機器、もしくは、機器に挿入されているメディ
アに記録されているデータを、他の機器、もしくは、機器に挿入されているメディアにダ
ビングする処理について説明する　ステップＳ４１において、内部制御部２２は、図１７
のステップＳ１１と同様の処理により、モニタ１１に、図４に示される機器制御画面６１
を表示させる。モニタ１１の機器制御画面６１のメッセージ表示部７３には、「Please C
hose FUNCTIN」という操作説明が表示される。
【００５７】
　ステップＳ４２において、ユーザは、メッセージ表示部７３に表示されているメッセー
ジに従って、ファンクション表示部７２に表示されている機能アイコンが表す処理（ここ
では、再生もしくはダビング）のうちの所望の処理を表す機能アイコンを、リモートコマ
ンダ４１のカーソルキー５３のうちの上下カーソルキー５３Ｕ，５３Ｄを操作することに
より選択する。ここでは、ユーザは、ダビング処理を指示する機能アイコン８２を選択す
ることとする。そして、内部制御部２２は、操作制御部２１からの制御信号に従って、選
択された操作アイコン８２を、ハイライトしたり、色を変化させることによって、どちら
が選択されているかをユーザが認識し易いように表示する。
【００５８】
　ユーザが、リモートコマンダ４１の決定キー５４を押下したとき、ステップＳ４３にお
いて、内部制御部２２は、操作制御部２１からの制御信号を受け、選択されていた機能ア
イコン（ここでは機能アイコン８２）を、現在の状態から徐々に拡大（ズーミング）し、
選択されなかった機能アイコン（ここでは機能アイコン８１）を徐々に薄く表示されるよ
うに、画面表示を制御する。そして、最終的には、選択された機能アイコン８２を、図１
５に示すように、大きく表示させる。
【００５９】
　ステップＳ４４において、内部制御部２２は、メッセージ表示部７３に、どの機器から
情報を読み出すのかをユーザに選択させるための操作説明（例えば、図１５に示す「choo
se dubbing SOURCE」）を表示させる。
【００６０】
　ステップＳ４５において、ユーザが、このメッセージに従って、リモートコマンダ４１
のカーソルキー５３のうちの左右カーソルキー５３Ｌ，５３Ｒを操作すると、内部制御部
２２は、操作制御部２１からその操作に対応する信号の入力を受け、ステップＳ４６にお
いて、選択された機器アイコンを、図１５に示すように拡大表示させる（ここでは、デジ
タルビデオカムコーダ３に対応する、機器アイコンＤＶ２が拡大表示されている）。これ
により、選択されている機器がどれであるのかをユーザが認識し易いようになる。
【００６１】
　ステップＳ４７において、内部制御部２２は、操作制御部２１から、ユーザが、リモー
トコマンダ４１の決定キー５４を押下したことを示す信号を入力されると、ステップＳ４
５において選択された機器アイコンの選択を確定する。
【００６２】
　ステップＳ４８において、内部制御部２２は、ステップＳ４７において選択が確定され
た機器アイコンを、図１６に示すように、ダビング操作を表す機能アイコン８２のダビン
グソースを示す部分に収容した形のアイコンとして表示させる。
【００６３】
　ステップＳ４９において、内部制御部２２は、ステップＳ４７において選択が確定され
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た機器は、これ以降のステップで選択できないことを、ユーザが認識し易いように表示す
るために、機器アイコンＤＶ２の輝度を低く表示させる（IEEE1394シリアルバス１および
セットトップボックス９に接続されている機器に対応する機器アイコンより低く、接続さ
れていない機器に対応する機器アイコンより高い輝度にする）。
【００６４】
　ステップＳ５０において、内部制御部２２は、メッセージ表示部７３に、どの機器に読
み出した情報を記録させるのかをユーザに選択させるための操作説明（例えば、図１６に
示す「choose dubbing DESTINATION」）を表示させる。
【００６５】
　内部制御部２２は、ステップＳ５１において、ユーザが、リモートコマンダ４１のカー
ソルキー５３のうちの左右カーソルキー５３Ｌ，５３Ｒを操作することにより生成される
、選択する機器の変更を表す信号を、操作制御部２１から入力されると、ステップＳ５２
において、選択された機器から送信され、メモリ２６に保存されている、最新の記録媒体
の状態を表す信号から、選択された機器に書き込み可能なメディアが挿入されているか否
かを判断する。
【００６６】
　ステップＳ５２において、書き込み可能なメディアが挿入されていない（メディアが挿
入されていない場合も含む）と判断された場合、ステップＳ５３において、内部制御部２
２は、メッセージ表示部７３に、ステップＳ５１において選択された機器アイコンに対応
する機器に挿入されているメディアは、書き込み不可であること（もしくはメディアが挿
入されていないこと）を示す操作説明を表示させる。そして処理は、ステップＳ５０に戻
り、それ以降の処理が繰り返される。
【００６７】
　ステップＳ５２において、書き込み可能なメディアが挿入されていると判断された場合
、ステップＳ５４において、内部制御部２２は、ステップＳ４６と同様に、選択された機
器アイコンを拡大表示することによって、選択されている機器はどれであるかをユーザが
認識し易いように表示する。ここでは、デジタルビデオカムコーダ４に対応する、ＤＶ３
と示される機器アイコンが選択されたとする。
【００６８】
　ステップＳ５５において、内部制御部２２は、操作制御部２１から、ユーザが、リモー
トコマンダ４１の決定キー５４を押下したことを示す信号を入力されると、ステップＳ５
１において選択された機器アイコンの選択を確定する。
【００６９】
　ステップＳ５６において、内部制御部２２は、ステップＳ５５において選択が確定され
た機器アイコン（ここでは、機器アイコンＤＶ３）を、図１７に示すように、ダビング操
作を表す機能アイコン８２のダビングデスティネーション（ダビング先）を示す部分に収
容した形のアイコンとして表示させる。
【００７０】
　ステップＳ５７において、内部制御部２２は、機器選択処理が終了されたことを、ユー
ザが認識し易いように表示するために、機器アイコン表示部７１の機器アイコンＤＶ３の
輝度を、IEEE1394シリアルバス１およびセットトップボックス９に接続されている機器に
対応する機器アイコンの輝度より低く、接続されていない機器に対応する機器アイコンよ
り高い輝度に変更させる。
【００７１】
　ステップＳ５８において、内部制御部２２は、図１７に示すように、メッセージ表示部
７３の表示を中止し、代わりに、その部分にファンクション表示部７２として、ダビング
処理を制御するための制御ボタン１０１，１０２（それぞれ、開始または停止に対応する
）を表示させる。ここで、現在の停止状態に対応する制御ボタン１０２は、例えば緑色で
表示されることによって、現在の設定の状態を、ユーザが認識し易いように表示される。
そして、次に操作されるのは、必ずダビング開始を指示するための制御ボタン１０１であ
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るから、この制御ボタン１０１は、既に選択された状態（但し、確定前の状態）として、
制御ボタン１０２より大きく表示される。
【００７２】
　内部制御部２２は、ステップＳ５９において、操作制御部２１から、ユーザが、リモー
トコマンダ４１の決定キー５４を押下したことを示す信号を入力されると、ステップＳ６
０において、そのとき、選択されていた制御ボタンの処理に対応する制御コマンドを、IE
EE1394シリアルバスインタフェイス２３およびIEEE1394シリアルバス１、あるいは、入出
力制御部２４を介して、対応する機器に出力する。
【００７３】
　例えば、機器制御画面６１が図１７に示す状態である場合、ユーザが決定キー５４を押
下したとき、デジタルビデオカムコーダ３は、データをデジタルカムコーダ４に出力する
指示を表すコマンドを、セットトップボックス９の内部制御部２２から、IEEE1394シリア
ルバスインタフェイス２３、および、IEEE1394シリアルバス１を介して入力され、自分自
身が記録しているデータを、デジタルカムコーダ４に、IEEE1394シリアルバス１を介して
出力する処理を開始する。一方、デジタルカムコーダ４は、入力されたデータの記録を指
示するコマンドを、セットトップボックス９の内部制御部２２から、IEEE1394シリアルバ
スインタフェイス２３、および、IEEE1394シリアルバス１を介して入力されると、IEEE13
94シリアルバス１を介して入力される、デジタルカムコーダ３に記録されていたデータを
記録する処理を開始する。
【００７４】
　ステップＳ６１において、内部制御部２２は、現在の状態に対応する制御ボタン１０１
を緑色で表示させ、次に操作される制御ボタン１０２を選択された状態として大きく表示
させる。更に、内部制御部２２は、ダビング処理中であることをユーザが認識し易いよう
にするためのアニメーションを、機能アイコンに表示させ、処理が終了される。
【００７５】
　例えば、機器制御画面６１が図１７に示す状態である場合、ユーザが決定キー５４を押
下したとき、機器制御画面６１は、図１８に示される画面に変更され、機能アイコン８２
には、例えば、機器アイコンＤＶ２側から、機器アイコンＤＶ３側に矢印が流れるアニメ
ーションや、機器アイコンＤＶ２側から、機器アイコンＤＶ３側に、矢印が順番にハイラ
イトされるアニメーションなどが表示され、デジタルビデオカムコーダ３から、デジタル
ビデオカムコーダ４にデータをダビングしている処理中であることを、ユーザが、視覚的
に認識できるような機器制御画面６１が構成される。
【００７６】
　なお、この場合においても、ユーザは、どのステップにおいても、図３に示されるリモ
ートコマンダ４１のエスケープキー５２を押下することにより、決定した処理を取り消し
、処理画面を１つ前に戻すことができる。
【００７７】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるが、ソフトウエア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる場合には、
そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアとしての情報処理装置に
組み込まれているコンピュータ（例えば、図２の内部制御部２２）、または、各種のプロ
グラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパ
ーソナルコンピュータ（例えば、図１のパーソナルコンピュータ５）などにインストール
される。
【００７８】
　この記録媒体は、図２に示すように、コンピュータとは別に、ユーザにプログラムを提
供するために配布される、プログラムが記録されている磁気ディスク３２（フロッピーデ
ィスクを含む）、光ディスク３３（CD-ROM(Compact Disk-Read Only Memory），DVD(Digi
tal Versatile Disk)を含む)、光磁気ディスク３４（ＭＤ(Mini-Disk)を含む）、もしく
は半導体メモリ３５などよりなるパッケージメディアにより構成されるだけではなく、セ
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されているメモリ２６などで構成されている。
【００７９】
　なお、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記
載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理され
なくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【００８０】
　なお、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表す
ものである。
【符号の説明】
【００８１】
　１　IEEE1394シリアルバス，　２乃至４　デジタルビデオカムコーダ，　５　パーソナ
ルコンピュータ，　６　ハードディスクレコーダ，　７　CDプレーヤ，　８　MDプレーヤ
，　９　セットトップボックス，　１０　スピーカ，　１１　モニタ，　１２　ビデオデ
ィスクレコーダ，　２１　操作制御部，　２２　内部制御部，　２３　IEEE1394シリアル
バスインタフェイス，　２４　入出力制御部，　２６　メモリ，２８　映像信号再生部，
　２９グラフィックス表示信号作成部，　３０　映像ミックス部，　４１　リモートコマ
ンダ，　５２　エスケープキー，　５３　カーソルキー，　５４　決定キー，　６１　機
器制御画面，　７１　機器アイコン表示部，　７２　ファンクション表示部，　７３　メ
ッセージ表示部，　８１，８２　機能アイコン，　９１乃至９５　制御ボタン
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