
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１及び第２の表示装置と 第１ の表示装置に 映像信号を

供給するベース装置とからなる映像表示システムであって、
　上記第１の表示装置は、
　上記ベース装置から供給される上記第１の映像信号を表示する映像表示部
を備え、
　上記第２の表示装置は、
　上記ベース装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、
　 使用
者からの操作入力を受け付けるための操作用表示情報 を表示する表示部と、
　 表示部の表示画面に設けられ、使用者が接触するようにした上記表示画面上の接触位
置を検出する接触位置検出手段と、
　 接触位置検出手段により検出される上記表示画面上の接触位置に表示されている上記
操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を生成する操作信号生成手段と
を備え、
　上記ベース装置は、
　 第１ の表示装置に上記 映像信号をそれぞれ出力する映
像信号出力 手段と、
　 第２の表示装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、
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上記 及び第２ 第１及び第２の そ
れぞれ

上記ベース装置から上記双方向通信手段を介して供給される上記第２の映像信号と
と

該

該

上記 及び上記第２ 第１及び第２の
制御

上記



　上記映像信号の供給元である外部入力装置を接続する外部入力装置接続手段と、
　上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号に基づいて上記外部入力装置を制御
する外部入力装置制御信号を上記外部入力装置に送信する制御信号送信手段と
を備え
　

ことを特徴とする映像表示シ
ステム。
【請求項２】
　上記ベース装置は、チューナ手段を有し、上記操作信号に基づき上記チューナ手段によ
り選局された映像信号を上記映像信号出力制御手段を介して上記第１及び第２の表示装置
に供給することを特徴とする請求項１記載の映像表示システム。
【請求項３】
　上記第１の表示装置は、チューナ手段を有し、上記ベース装置から上記操作信号が入力
され該操作信号に基づき上記チューナ手段により選局された映像信号を上記映像表示部に
より表示することを特徴とする請求項１記載の映像表示システム。
【請求項４】
　上記ベース装置の上記制御信号送信手段は、上記外部入力装置に対する上記外部入力装
置制御信号を赤外線信号により無線送信することを特徴とする請求項１記載の映像表示シ
ステム。
【請求項５】
　上記ベース装置は、通信回線に接続され該通信回線を通じて送信されてくる情報信号を
受信する受信手段と、上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号が上記第１の表
示装置及び／又は第２の表示装置への上記情報信号の送信指示である場合に、上記情報信
号を送信するように制御する送信制御手段と、上記双方向通信手段を介して受信した上記
操作信号が上記通信回線を通じて接続される相手先へ送信する送信情報である場合に、該
送信情報を上記通信回線を通じて目的とする上記相手先に送信する送信情報送信手段とを
有することを特徴とする請求項１記載の映像表示システム。
【請求項６】
　上記操作用表示情報は、上記表示画面上に透過表示されることを特徴とする請求項１記
載の映像表示システム。
【請求項７】
　上記外部入力接続手段は、アンプを介して上記映像信号の供給元である上記外部入力装
置を接続することを特徴とする請求項１記載の映像表示システム。
【請求項８】
　上記第２の表示装置は、上記操作用表示情報の表示内容に連動して上記第１の表示装置
に供給される映像信号を切り替えるか否かを選択する連動／非連動機能を有することを特
徴とする請求項１記載の映像表示システム。
【請求項９】
　

　
　

　

10

20

30

40

50

(2) JP 3780982 B2 2006.5.31

、
上記第２の表示装置の操作用表示情報の表示項目が、少なくとも第１乃至第３の切替表

示のいずれかを含み、上記第１の切替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力
制御手段は上記第１の映像信号に代えて上記第２の映像信号を上記第１の表示装置に出力
し、上記第２の切替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力制御手段は上記第
２の映像信号に代えて上記第１の映像信号を上記第２の表示装置に出力し、上記第３の切
替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力制御手段は上記第２の映像信号に代
えて上記第１の映像信号を上記第２の表示装置に出力するとともに上記第１の映像信号に
代えて上記第２の映像信号を上記第１の表示装置に出力する

第１及び第２の表示装置と少なくとも上記第１の表示装置に映像信号を供給するベース
装置とからなる映像表示システムであって、

上記第１の表示装置は、
上記ベース装置から供給される上記第１の映像信号を表示する映像表示部

を備え、
上記第２の表示装置は、



　
　 、
　

　

　
　
　
　
　

　

ことを特徴とする映像表示システム。
【請求項１０】
　

【請求項１１】
　第１及び第２の表示装置と 第１ の表示装置に 映像信号を

供給するベース装置とからなる映像表示システムの映像表示方法であって、
　上記第２の表示装置の表示画面に操作用表示情報を表示して使用者からの操作入力を受
け付ける受付工程と、
　上記第２の表示装置の表示画面に設けられた接触位置検出手段により使用者が接触する
ようにした上記表示画面の接触位置を検出する検出工程と、
　上記接触位置検出手段により検出された蒸気表示画面上の接触位置に表示されている上
記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を生成する操作信号生成工程と、
　上記第２の表示装置の上記ベース装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段を介し
て上記操作信号を上記ベース装置に送信する操作信号送信工程と、
　上記ベース装置の上記第２の表示装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段を介し
て受信した上記操作信号に基づいて上記映像信号の供給元である外部入力装置を制御する
外部入力装置制御工程と、
　上記外部入力装置から上記ベース装置へ供給される上記映像信号を 第１ の
表示装置にて表示する映像表示制御工程と
を有
　

ことを特徴とする映像表示方法。
【請求項１２】
　上記ベース装置の上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号により、上記ベー
ス装置のチューナ手段を制御する工程と、
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上記ベース装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、
使用者からの操作入力を受け付けるための操作用表示情報とを表示する表示部と
該表示部の表示画面に設けられ、使用者が接触するようにした上記表示画面上の接触位

置を検出する接触位置検出手段と、
該接触位置検出手段により検出される上記表示画面上の接触位置に表示されている上記

操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を生成する操作信号生成手段と
を備え、

上記ベース装置は、
少なくとも上記第１表示装置に上記映像信号を出力する映像信号出力手段と、
少なくとも上記第２の表示装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、
上記映像信号の供給元である外部入力装置を接続する外部入力装置接続手段と、
上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号に基づいて上記外部入力装置を制御

する外部入力装置制御信号を上記外部入力装置に送信する制御信号送信手段と
を備え、

上記外部入力接続手段がアンプを介して上記映像信号の供給元である上記外部入力装置
を接続する場合は、上記第２の表示装置の表示部は、上記アンプに対応した操作用表示情
報を、少なくとも上記外部入力装置に対応する操作用表示情報を選択可能にする内容を含
めて表示する

上記第２の表示装置は、上記操作用表示情報の表示内容に連動して上記第１の表示装置
に供給される映像信号を切り替えるか否かを選択する連動／非連動機能を有することを特
徴とする請求項９記載の映像表示システム。

上記 及び第２ 第１及び第２の そ
れぞれ

上記 及び第２

し、
上記第２の表示装置の操作用表示情報の表示項目が少なくとも、第１乃至第３の切替表

示いずれか１つを含んでおり、上記第１の切替表示が接触されると上記映像表示制御工程
では上記第１の映像信号に代えて第２の映像信号を上記第１の表示装置に出力し、上記第
２の切替表示が接触されると上記映像表示制御工程では上記第２の映像信号に代えて上記
第１の映像信号を上記第２の表示装置に出力し、上記第３の切替表示が接触されると上記
映像表示制御工程では上記第２の映像信号に代えて上記第１の映像信号を上記第２の表示
装置に出力するとともに上記第１の映像信号に代えて上記第２の映像信号を上記第１の表
示装置に出力する



　上記チューナ手段により選局された映像信号を上記第１及び第２の表示装置に供給する
工程と
を有することを特徴とする請求項 記載の映像表示方法。
【請求項１３】
　上記ベース装置の上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号により、上記第１
の表示装置のチューナ手段を制御する工程と、
　上記チューナ手段により選局された映像信号を上記第１の表示装置の映像表示部により
表示する工程と
を有することを特徴とする請求項 記載の映像表示方法。
【請求項１４】
　上記ベース装置が、通信回線に接続され該通信回線を通じて送信されてくる情報信号を
受信する受信工程と、
　上記ベース装置の上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号が上記第１の表示
装置及び／又は第２の表示装置への上記情報信号の送信指示である場合に、上記情報信号
を送信するように制御する送信制御工程と、
　上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号が上記通信回線を通じて接続される
相手先へ送信する送信情報である場合に、該送信情報を上記通信回線を通じて目的とする
上記相手先に送信する送信情報送信工程と
を有することを特徴とする請求項 記載の映像表示方法。
【請求項１５】
　
　

　

　

　
　

　
　
　

　

【請求項１６】
　

　
　 、
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１１

１１

１１

ベース装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、
上記ベース装置から上記双方向通信手段を介して供給される第２の映像信号と使用者か

らの操作入力を受け付けるための操作用表示情報とを表示する表示部と、
該表示部の表示画面に設けられ、使用者が接触するようにした上記表示画面上の接触位

置を検出する接触位置検出手段と、
上記接触位置検出手段により検出される上記表示画面上の接触位置に表示されている上

記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を生成する操作信号生成手段と
を備えた表示装置であって、

上記ベース装置は、
映像表示装置及び上記表示装置に第１及び上記第２の映像信号をそれぞれ出力する映像

信号出力制御手段と、
上記表示装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、
上記映像信号の供給元である外部入力装置を接続する外部入力装置接続手段と、
上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号に基づいて上記外部入力装置を制御

する外部入力装置制御信号を上記外部入力装置に送信する制御信号送信手段と
を備え、

上記表示装置の操作用表示情報の表示項目が少なくとも、第１乃至第３の切替表示のい
ずれかを含み、上記第１の切替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力制御手
段は上記第１の映像信号に代えて上記第２の映像信号を上記映像表示装置に出力し、上記
第２の切替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力制御手段は上記第２の映像
信号に代えて上記第１の映像信号を上記表示装置に出力し、第３の切替表示が接触される
と上記ベース装置の映像信号出力制御手段は上記第２の映像信号に変えて上記第１の映像
信号を上記表示装置に出力するとともに上記第１の映像信号に代えて上記第２の映像信号
を上記映像表示装置に出力することを特徴とする表示装置。

表示装置と該表示装置に映像信号を供給するベース装置とからなる映像表示システムで
あって、

上記表示装置は、
上記ベース装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と
使用者からの操作入力を受け付けるための操作用表示情報を表示する表示部と、



　

　

　
　
　
　
　
　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、少なくとも２つの表示装置と少なくとも一方の表示装置に映像信号を供給し他
方の表示装置と双方向通信が可能なベース装置とからなる映像表示システム及び映像表示
方法、並びにこの映像表示システムに使用され上記ベース装置と双方向通信が可能な表示
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
例えば、テレビ受像機において、画質の調整やタイマの設定などは、テレビ受像機のリモ
ートコマンダ（以下、リモコンと略称する。）のボタン操作等よって、テレビ受像機の表
示画面に実行可能な処理を選択するためのメニューを表示する。そして、使用者は、テレ
ビ受像機のリモコンを用いて、目的とする処理を選択し、表示画面に表示されるガイダン
ス表示などにしたがって、リモコンを操作することにより、画質の調整やタイマの設定な
どの目的とする処理を行うことができるようにされている。
【０００３】
また、ＳＴＢ (Set-Top box) やＩＲＤ（ Integrated Receiver Decoder）などと呼ばれる
衛星放送信号を受信する受信機などにおいては、ＥＰＧなどと呼ばれる電子番組ガイドな
どのデータ表示を、モニタ受像機の表示画面に表示するようにすることが行われている。
この場合には、使用者は、受信機のリモコンを用い、モニタ受像機の表示画面に表示され
ている電子番組ガイドに基づいて、視聴しようとする番組を選択することにより、受信機
の選局チャンネルを変えることができるようにされている。
【０００４】
このように、テレビ受像機やテレビ放送信号を受信する受信機においては、メニューやガ
イダンス、あるいは、電子番組ガイドなどの情報表示と、リモコン操作とを組み合わせる
ことによって、目的とする処理をわかりやすく比較的に簡単に実行させることができるよ
うに工夫されている。
【０００５】
ところが、前述のように、テレビ受像機やＳＴＢやＩＲＤに対して目的とする処理を行わ
せるために、メニューやガイダンスなどの必要な情報をテレビ受像機などの表示画面に表
示し、この表示情報を見ながらリモコンを操作する方式では、リモコンに対する操作が繁
雑になる場合がある。
【０００６】
例えば、複数のメニューの中から目的とする処理を選択項目として含むメニューを表示さ
せるために、メニューのページ送りを複数回行わなければならなかったり、表示画面上の
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使用者からの操作入力がされた操作用表示情報上での位置を検出する操作位置検出手段
と、

上記操作位置検出手段により検出される上記操作用表示情報上での位置に表示されてい
る上記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を生成する操作信号生成手段と

を備え、
上記ベース装置は、
少なくとも上記表示装置に上記映像信号を出力する映像信号出力手段と、
上記表示装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、
上記映像信号の供給元である外部入力装置を接続する外部入力装置接続手段と、
上記双方向通信手段を介して受信した上記外部入力装置を制御する外部入力装置制御信

号を上記外部入力装置に送信する制御信号送信手段を備え、
上記外部入力接続手段がアンプを介して上記映像信号の供給元である上記外部入力装置

を接続する場合は、上記表示装置の表示部は、上記アンプに対応した操作用表示情報を、
少なくとも上記外部入力装置に対応する操作用表示情報を選択可能にする内容を含めて表
示することを特徴とする映像表示システム。



カーソルを移動させるためにリモコンに対して頻繁に操作を行わなければならなかったり
、また、リモコンを通じて決定操作を行わなければならないなどの場合がある。
【０００７】
また、テレビ受像機などのモニタ装置も、ＬＣＤ (Liquid Crystal Display)などを用いる
ことによって、小型化、軽量化が進み、持ち運びが可能で、使用者の手が届く位置で使用
されるものも増えてくると考えられる。このような場合には、テレビ受像機のリモコンは
不用であるし、また、テレビ受像機に映像信号や音声信号を供給する受信機などの外部入
力装置のリモコンの存在が煩わしくなってしまう。
【０００８】
そこで、本件出願人は、例えば、特開２００２－３４０２３号公報に記載されているよう
に、表示装置を用いて、テレビ番組などの映像情報を観視したり、音声情報を聴取したり
することができるとともに、表示装置の表示素子に表示される操作用表示情報とタッチパ
ネルなどの接触位置検出手段を通じて、ベース装置やベース装置に接続される外部入力装
置を遠隔操作することができるようにして、煩わしい操作を行うことなく、遠隔操作を行
うことを可能にし、より使い勝手のよいホームネットワークを構築することが可能な双方
向通信システムを先に提案している。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記特開２００２－３４０２３号公報に記載された双方向通信システムでは、
表示装置の表示素子に表示される操作用表示情報とタッチパネルなどの接触位置検出手段
を通じて、ベース装置やベース装置に接続される外部入力装置を遠隔操作することができ
、所望の映像を簡単に選択して表示装置に表示することができるのである。
【００１０】
本発明は、このような双方向通信システムを利用して、２以上の表示装置にベース装置か
ら映像信号を供給するに当たり、一方の表示装置からベース装置を遠隔操作し、他の表示
装置に対して映像を表示することを可能にした映像表示システム、映像表示方法及び、こ
のような映像表示システムにおいてベース装置を遠隔操作可能な表示装置を提供すること
を目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上述した目的を達成するために、本発明に係る映像表示システムは、第１及び第２の表
示装置と上記第１及び第２の表示装置に第１及び第２の映像信号をそれぞれ供給するベー
ス装置とからなる映像表示システムであって、上記第１の表示装置は、上記ベース装置か
ら供給される上記第１の映像信号を表示する映像表示部を備え、上記第２の表示装置は、
上記ベース装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、上記ベース装置から上記双
方向通信手段を介して供給される上記第２の映像信号と使用者からの操作入力を受け付け
るための操作用表示情報とを表示する表示部と、該表示部の表示画面に設けられ、使用者
が接触するようにした上記表示画面上の接触位置を検出する接触位置検出手段と、該接触
位置検出手段により検出される上記表示画面上の接触位置に表示されている上記操作用表
示情報の表示項目に応じた操作信号を生成する操作信号生成手段とを備え、上記ベース装
置は、上記第１及び上記第２の表示装置に上記第１及び第２の映像信号をそれぞれ出力す
る映像信号出力制御手段と、上記第２の表示装置との間で信号の授受を行う双方向通信手
段と、上記映像信号の供給元である外部入力装置を接続する外部入力装置接続手段と、上
記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号に基づいて上記外部入力装置を制御する
外部入力装置制御信号を上記外部入力装置に送信する制御信号送信手段とを備え、上記第
２の表示装置の操作用表示情報の表示項目が、少なくとも第１乃至第３の切替表示のいず
れかを含み、上記第１の切替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力制御手段
は上記第１の映像信号に代えて上記第２の映像信号を上記第１の表示装置に出力し、上記
第２の切替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力制御手段は上記第２の映像
信号に代えて上記第１の映像信号を上記第２の表示装置に出力し、上記第３の切替表示が
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接触されると上記ベース装置の映像信号出力制御手段は上記第２の映像信号に代えて上記
第１の映像信号を上記第２の表示装置に出力するとともに上記第１の映像信号に代えて上
記第２の映像信号を上記第１の表示装置に出力することを特徴としている。
　また、本発明に係る映像表示システムは、第１及び第２の表示装置と少なくとも上記第
１の表示装置に映像信号を供給するベース装置とからなる映像表示システムであって、上
記第１の表示装置は、上記ベース装置から供給される上記第１の映像信号を表示する映像
表示部を備え、上記第２の表示装置は、上記ベース装置との間で信号の授受を行う双方向
通信手段と、使用者からの操作入力を受け付けるための操作用表示情報とを表示する表示
部と、該表示部の表示画面に設けられ、使用者が接触するようにした上記表示画面上の接
触位置を検出する接触位置検出手段と、該接触位置検出手段により検出される上記表示画
面上の接触位置に表示されている上記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を生成
する操作信号生成手段とを備え、上記ベース装置は、少なくとも上記第１表示装置に上記
映像信号を出力する映像信号出力手段と、少なくとも上記第２の表示装置との間で信号の
授受を行う双方向通信手段と、上記映像信号の供給元である外部入力装置を接続する外部
入力装置接続手段と、上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号に基づいて上記
外部入力装置を制御する外部入力装置制御信号を上記外部入力装置に送信する制御信号送
信手段とを備え、上記外部入力接続手段がアンプを介して上記映像信号の供給元である上
記外部入力装置を接続する場合は、上記第２の表示装置の表示部は、上記アンプに対応し
た操作用表示情報を、少なくとも上記外部入力装置に対応する操作用表示情報を選択可能
にする内容を含めて表示することを特徴としている。
【００１２】
本発明においては、第２の表示装置において使用者からの操作入力に応じた操作信号を生
成してベース装置に送信し、操作信号に基づいてベース装置に接続された映像信号の供給
元となる外部入力装置を制御して所望の映像を第１の表示装置に供給して表示することが
でき、使用者からの操作を受け付ける第２の表示装置を第１の表示装置の遠隔操作装置と
して機能させることができる。
【００１３】
また、上記ベース装置は、チューナ手段を有し、上記操作信号に基づき上記チューナ手段
により選局された映像信号を上記映像信号出力手段を介して上記第１の表示装置に供給し
てもよい。
【００１４】
更に、上記第１の表示装置は、チューナ手段を有し、上記ベース装置から上記操作信号が
入力され該操作信号に基づき上記チューナ手段により選局された映像信号を上記映像表示
部により表示してもよい。
【００１５】
更にまた、上記ベース装置の上記制御信号送信手段は、上記外部入力装置に対する上記外
部入力装置制御信号を赤外線信号により無線送信することができる。
【００１６】
また、上記ベース装置は、通信回線に接続され該通信回線を通じて送信されてくる情報信
号を受信する受信手段と、上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号が上記第１
の表示装置及び／又は第２の表示装置への上記情報信号の送信指示である場合に、上記情
報信号を送信するように制御する送信制御手段と、上記双方向通信手段を介して受信した
上記操作信号が上記通信回線を通じて接続される相手先へ送信する送信情報である場合に
、該送信情報を上記通信回線を通じて目的とする上記相手先に送信する送信情報送信手段
とを有することができる。
【００１７】
更に、上記操作用表示情報は、上記表示画面上に透過表示されるものとすることができる
。
【００１８】
更にまた、外部入力装置接続手段は、アンプを介して上記映像信号の供給元である上記外
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部入力装置を接続することができる。
【００１９】
また、上記第２の表示装置は、上記操作用表示情報の表示内容に連動して上記第１の表示
装置に供給される映像信号を切り替えるか否かを選択する連動／非連動機能を有すること
ができる。即ち、連動の場合は、操作用表示情報の切り替えに連動して第１の表示装置の
入力も切り替えられ、非連動の場合は、第１の表示装置の入力を切り替えずに操作用表示
情報の表示内容を切り替えることができる。
【００２０】
　本発明に係る映像表示方法は、第１及び第２の表示装置と上記第１及び第２の表示装置
に第１及び第２の映像信号をそれぞれ供給するベース装置とからなる映像表示システムの
映像表示方法であって、上記第２の表示装置の表示画面に操作用表示情報を表示して使用
者からの操作入力を受け付ける受付工程と、上記第２の表示装置の表示画面に設けられた
接触位置検出手段により使用者が接触するようにした上記表示画面の接触位置を検出する
検出工程と、上記接触位置検出手段により検出された蒸気表示画面上の接触位置に表示さ
れている上記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を生成する操作信号生成工程と
、上記第２の表示装置の上記ベース装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段を介し
て上記操作信号を上記ベース装置に送信する操作信号送信工程と、上記ベース装置の上記
第２の表示装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段を介して受信した上記操作信号
に基づいて上記映像信号の供給元である外部入力装置を制御する外部入力装置制御工程と
、上記外部入力装置から上記ベース装置へ供給される上記映像信号を上記第１及び第２の
表示装置にて表示する映像表示制御工程とを有し、上記第２の表示装置の操作用表示情報
の表示項目が少なくとも、第１乃至第３の切替表示いずれか１つを含んでおり、上記第１
の切替表示が接触されると上記映像表示制御工程では上記第１の映像信号に代えて第２の
映像信号を上記第１の表示装置に出力し、上記第２の切替表示が接触されると上記映像表
示制御工程では上記第２の映像信号に代えて上記第１の映像信号を上記第２の表示装置に
出力し、上記第３の切替表示が接触されると上記映像表示制御工程では上記第２の映像信
号に代えて上記第１の映像信号を上記第２の表示装置に出力するとともに上記第１の映像
信号に代えて上記第２の映像信号を上記第１の表示装置に出力することを特徴としている
。
【００２１】
　本発明に係る表示装置は、ベース装置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、上
記ベース装置から上記双方向通信手段を介して供給される第２の映像信号と使用者からの
操作入力を受け付けるための操作用表示情報とを表示する表示部と、該表示部の表示画面
に設けられ、使用者が接触するようにした上記表示画面上の接触位置を検出する接触位置
検出手段と、上記接触位置検出手段により検出される上記表示画面上の接触位置に表示さ
れている上記操作用表示情報の表示項目に応じた操作信号を生成する操作信号生成手段と
を備えた表示装置であって、上記ベース装置は、映像表示装置及び上記表示装置に第１及
び上記第２の映像信号をそれぞれ出力する映像信号出力制御手段と、上記表示装置との間
で信号の授受を行う双方向通信手段と、上記映像信号の供給元である外部入力装置を接続
する外部入力装置接続手段と、上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信号に基づ
いて上記外部入力装置を制御する外部入力装置制御信号を上記外部入力装置に送信する制
御信号送信手段とを備え、上記表示装置の操作用表示情報の表示項目が少なくとも、第１
乃至第３の切替表示のいずれかを含み、上記第１の切替表示が接触されると上記ベース装
置の映像信号出力制御手段は上記第１の映像信号に代えて上記第２の映像信号を上記映像
表示装置に出力し、上記第２の切替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力制
御手段は上記第２の映像信号に代えて上記第１の映像信号を上記表示装置に出力し、第３
の切替表示が接触されると上記ベース装置の映像信号出力制御手段は上記第２の映像信号
に変えて上記第１の映像信号を上記表示装置に出力するとともに上記第１の映像信号に代
えて上記第２の映像信号を上記映像表示装置に出力することを特徴としている。
【００２２】
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【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。本実施の形態は、
本発明を、大画面表示装置（第１の表示装置）と、可搬型表示装置（第２の表示装置）と
、少なくともこの大画面表示装置に映像を供給するベース装置（ベースステーション）と
からなり、可搬型表示装置により、無線通信にてベース装置を遠隔操作し、ベース装置を
介して大画面表示装置に映像を供給する外部入力機器を制御して大画面表示装置に映像を
表示させる、可搬型表示装置とベース装置との間でワイヤレス双方向通信可能な映像表示
システムに適用したものである。
【００２３】
図１は、本発明の実施の形態の映像表示システムを示す模式図である。図１に示すように
、映像表示システム１は、表示素子としてＬＣＤ１０７を備える例えば液晶ディスプレイ
装置等の可搬型表示装置（第２の表示装置）１００と、ベース装置（ベースステーション
）２００と、このベース装置２００と専用の接続ケーブル３５０により接続された、例え
ば大画面のプラズマディスプレイ装置等の大画面表示装置（第１の表示装置）３００とか
らなり、ベース装置２００には、映像信号の供給元である複数の外部入力機器（外部入力
装置）４００が接続され、この外部入力機器４００から供給される映像信号が、ベース装
置２００を介して可搬型表示装置１００及び大画面表示装置３００に供給され表示される
。可搬型表示装置１００は、無線通信によりベース装置２００と通信可能であり、ベース
装置２００からの信号を受信することができるとともに、ベース装置２００に対して信号
を送信することができる。
【００２４】
ベース装置２００は、図示しない外部入力端子（外部入力装置接続手段）を備え、例えば
、ＶＴＲ（ Videotape Recoder）、ＳＴＢ（ Set Top Box）、ＩＲＤ（ Integrated Receive
r-Decoder）、ＤＶＤ（ Digital Versatile Disk）装置等の各種の外部入力機器４００が
接続可能となっている。外部入力機器４００は、例えばビデオデッキ４０１、ＤＶＤ４０
２、ＢＳ（ Broadcast Satelite）デジタルチューナ等のＳＴＢ４０３等である。本実施の
形態においては、ベース装置２００には７つの外部入力機器接続用の外部入力端子が設け
られ、７つの外部入力機器と接続することができるものとするが、外部入力端子は、必要
に応じて任意の数だけ設けることができる。
【００２５】
そして、ベース装置２００には、外部入力機器４００の例えばＳＴＢ４０３からの衛星放
送番組の映像信号や音声信号等が供給され、これらの情報信号を接続ケーブル３５０を介
して大画面表示装置３００に供給すると共に、無線信号により、可搬型表示装置１００に
供給することができる。
【００２６】
可搬型表示装置１００は、図１に示すように、外部入力機器４００を制御する操作入力を
受け付けるための、アルファブレンド（透過）表示機能を有する遠隔操作（ remote contr
ol）用パネル（操作用表示情報）（以下、リモコンパネルという。）ＲＰをＬＣＤ１０７
に必要に応じて表示することができる。使用者は、このリモコンパネルＲＰを介してベー
ス装置２００を遠隔操作し、外部入力機器４００から供給される映像信号を選択し、可搬
型表示装置１００及び大画面表示装置３００に表示させることができる。また、可搬型表
示装置１００には、リモコンボタン１２３が設けられ、これにより、リモコンパネルＲＰ
を表示させることができる。
【００２７】
リモコンパネルＲＰは、可搬型表示装置１００の制御部によって実行されるソフトウエア
によって表示されるいわゆるソフトウエアキーである。更に、ＬＣＤ１０７には、使用者
が接触するようにしたＬＣＤ１０７の表示画面上の接触位置を検出するタッチパネル（接
触位置検出手段）が貼付されており、リモコンパネルＲＰの表示と、タッチパネルとによ
り、使用者からの操作入力を受け付けることができる。
【００２８】
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リモコンパネルＲＰは、例えば電源のオン／オフキー、チャンネル選局のための数字キー
、チャンネルのアップ／ダウンキー、音量のアップ／ダウンキー等を備えたものである。
【００２９】
可搬型表示装置１００のタッチパネルは、使用者の指等が接触した場合、この接触位置（
座標位置）を検出し、その接触位置に表示されているリモコンパネルＲＰを構成する操作
キー（操作項目）を判別する。そして、可搬型表示装置１００は、この操作キーに応じた
操作信号を形成し、これをベース装置２００に無線送信することができる。
【００３０】
使用者は、可搬型表示装置１００のＬＣＤ１０７に表示されるリモコンパネルＲＰとタッ
チパネルとを通じて、いわゆるワンタッチで外部入力機器４００に対する操作入力を行い
、ベース装置２００を通じて外部入力機器４００を遠隔操作して所望の映像を大画面表示
装置３００に表示させることができる。このように、可搬型表示装置１００とベース装置
２００との間においては、双方向に無線通信が可能である。
【００３１】
ここで、ベース装置２００には、赤外線のリモコン信号を送信するリモコン信号送信部（
リモコンマウス）２５０が接続されており、可搬型表示装置１００からの操作信号に応じ
たリモコン信号を生成し、これを外部入力機器４００に送信する。外部入力機器４００は
、赤外線リモコン信号を受光するフォトディテクタ等からなるリモコン信号受光部２５１
を有し、ベース装置２００のリモコンマウス２５０からのリモコン信号を受光し、このリ
モコン信号に応じて、例えば外部入力機器４００の電源のオン・オフ等を行うように遠隔
操作することができる。
【００３２】
更に、本実施の形態のベース装置２００は、チューナ手段を有し、テレビジョン放送信号
を受信して大画面表示装置３００に供給することができる。
【００３３】
可搬型表示装置１００は、小型及び軽量であって、また、ベース装置２００とは無線通信
により接続するため、持ち運び可能であり、使用者は、ベース装置２００と通信が可能な
範囲内であれば何処でも可搬型表示装置１００を持ち運び可能である。
【００３４】
従って、可搬型表示装置１００を使用し、ベース装置２００のチューナにより選局される
テレビ放送番組、ベース装置２００に外部入力機器として接続される例えばＳＴＢ４０３
等により選局された衛星放送信号により提供される衛星放送番組、及びＶＴＲやＤＶＤ装
置により、これらＶＴＲやＤＶＤ装置により再生される映画等を大画面表示装置３００に
供給して視聴することができる。
【００３５】
また、可搬型表示装置１００から、ベース装置２００のモデムを通じて、例えば、インタ
ーネット上に提供されているいわゆるホームページの情報を取得し、そのホームページの
情報を視聴したり、自己宛ての電子メールを受信して、その電子メールをＬＣＤ１０７に
表示して見たり、更に、目的とする相手先に電子メールを作成して送信したりすることが
できる。
【００３６】
なお、電子メールを作成する場合には、可搬型表示装置１００に対して所定の操作を行う
ことにより、例えば、アルファベットキーや５０音キー等からなるソフトウエアキーボー
ドをＬＣＤ１０７に表示し、このソフトウエアキーボードとタッチパネルとを通じて、電
子メールを作成することができる。そして、送信キーを操作する等の所定の操作を行うこ
とにより、作成した電子メールをベース装置２００に送信し、ベース装置２００を通じて
相手先に送信することができる。
【００３７】
このように、ベース装置２００は、ＳＴＢ４０３等の外部入力装置、地上波テレビ放送、
インターネット等の通信ネットワーク等の各種の情報伝送媒体と表示装置１００とを結び
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つけるベースとなる装置である。そして可搬型表示装置１００により、ベース装置２００
を遠隔操作することにより、大画面表示装置３００にベース装置２００から情報信号を供
給し、これを再生して出力し、使用者に提供することができると共に、可搬型表示装置１
００は、電子メール等の送信情報を形成し、ベース装置２００を通じて送信することがで
きる。
【００３８】
次に、本実施の形態の双方向通信システムを構成する各装置について詳細に説明する。先
ず、映像表示システム１における可搬型表示装置１００について説明する。図２は、本実
施の形態の映像表示システムにおける可搬型表示装置１００を示すブロック図である。図
２に示すように、可搬型表示装置１００は、送受信アンテナ１０１、アンテナ共用器１０
２、受信処理部１０３、デコード部１０４、ＯＳＤ (On Screen Display)処理部１０５、
映像信号処理部１０６、ＬＣＤ１０７、音声信号増幅部１０８、スピーカ１０９、送信信
号形成部１１１、送信処理部１１２、タッチパネル１２１、及び座標検出部１２２を備え
ている。
【００３９】
この可搬型表示装置１００の各部は、制御部１３０によって制御される。制御部１３０は
、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）１３１、ＲＯＭ（ Read Only Memory）１３２、Ｒ
ＡＭ（ Random Access Memory）１３３、ＥＥＰＲＯＭ（ Electrically Erasable Programm
able Read Only Memory）１３４がＣＰＵバス１３５を通じて接続されて構成されたマイ
クロコンピュータからなる。
【００４０】
ＲＯＭ１３２は、この可搬型表示装置１００において実行する各種の処理プログラムや処
理に必要なデータ等が記録されたものである。ＲＡＭ１３３は、各種の処理において得ら
れたデータを一時的に記憶保持する等のように、主に各種の処理の作業領域として用いら
れる。
【００４１】
ＥＥＰＲＯＭ１３４は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、記憶保
持した情報が失われることがなく、例えば、各種の設定パラメータや、ベース装置２００
を通じて、取得するようにしたインターネット上のホームページや、ベース装置２００を
通じて送信する作成した電子メールや受信した電子メール等を記憶保持する。
【００４２】
ここで、ベース装置２００からの無線信号を受信する場合の可搬型表示装置１００の動作
について説明する。
【００４３】
この可搬型表示装置１００とベース装置２００との間においては、例えば、ＩＥＥＥ (Ins
titute Electrical and Electronics Engineers)８０２．１１方式のプロトコル、あるい
は、その発展プロトコル等の所定のプロトコルが用いられて無線通信が行われる。
【００４４】
ベース装置２００から所定の通信プロトコルに準拠した無線信号は、モニタ装置１００の
送受信アンテナ１０１により受信され、アンテナ共用器（以下、単に共用器という。）１
０２を通じて受信処理部１０３に供給される。共用器１０２は、送信信号と受信信号とが
干渉し合うことを防止するためのものである。
【００４５】
つまり、このモニタ装置１００は、ベース装置２００からの信号を送受信アンテナ１０１
を通じて受信することができるとともに、自機からの操作信号等を送受信アンテナ１０１
を通じて無線送信することができる。このため、共用器１０２は、送信処理部１１２から
の送信信号が、送受信アンテナ１０２を通じて受信される受信信号に対して干渉すること
がないようにしている。
【００４６】
受信処理部１０３は、これに供給された信号を復調する等の処理を行って、復調後の信号
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をデコード部（伸長処理部）１０４に供給する。ベース装置２００は、内蔵の第１あるい
は第２のチューナ２０１，２０２により選局した地上波のテレビ放送番組の映像信号や音
声信号、自己のモデムを通じて受信したテキストデータや映像データ等の表示用データや
音声データ、あるいは、ＳＴＢからの衛星放送番組の映像信号や音声信号等の情報信号を
データ圧縮して送信してくる。
【００４７】
可搬型表示装置１００のデコード部１０４は、受信処理部１０３からの復調されたデータ
圧縮されている信号の供給を受けて、映像信号と音声信号とを分離し、分離した信号を伸
長（圧縮解凍）することにより、データ圧縮前の元の信号を復元する。
【００４８】
そして、デコード部１０４は、復元した映像信号と音声信号とをＤ／Ａ変換し、アナログ
映像信号とアナログ音声信号とを形成する。そして、デコード部１０４は、アナログ映像
信号をＯＳＤ処理部１０５に供給し、アナログ音声信号を音声信号増幅部１０８に供給す
る。
【００４９】
また、ＯＳＤ処理部１０５は、制御部１３０から供給されるデータに応じて、上述したリ
モコンパネルＲＰやメニュー表示、各種のメッセージ等を表示するようにするための映像
信号処理を行うものであり、放送番組の映像のほかの文字、絵、記号等の表示情報を表示
するようにするためのいわゆるテキスト／グラフィック処理回路である。
【００５０】
例えば、図１のリモコンボタン１２３等を使用し、使用者からの指示に応じてリモコンパ
ネルＲＰを表示する場合には、これを表示するための情報が、制御部１３０からＯＳＤ処
理部１０５に供給される。そして、デコード部１０４からの映像信号と、制御部１３０か
ら供給されるリモコンパネルＲＰを表示するための情報とが合成され、これが映像信号処
理部１０６に供給される。
【００５１】
また、使用者からの指示に応じて選択するようにされているチャンネルを示す文字情報や
音量レベルを示す音量バー等を表示する場合には、これらを表示するための情報が、制御
部１３０からＯＳＤ処理部１０５に供給される。そして、デコード部１０４からの映像信
号と、制御部１３０から供給されるチャンネルを示す文字情報や音量レベルを示す音量バ
ー等を表示するための情報とが合成され、これが映像信号処理部１０６に供給される。
【００５２】
また、映像信号にリモコンパネルＲＰ等の表示情報を合成する必要がない場合には、ＯＳ
Ｄ処理部１０５には表示情報は供給されないので、デコード部１０４からのアナログ映像
信号がそのまま映像信号処理部１０６に供給される。映像信号処理部１０６は、ＯＳＤ処
理部１０５を通じて供給される映像信号から、表示用信号を形成し、これをＬＣＤ１０７
に供給する。
【００５３】
これにより、ＬＣＤ１０７の表示画面には、ベース装置２００から無線送信されてきた映
像信号に応じた映像が表示される。この場合、ＯＳＤ処理部１０５において、映像信号に
リモコンパネルＲＰ等の表示情報が合成されている場合には、リモコンパネルＲＰ等の表
示情報が、デコード部１０４からの映像信号による映像とともに表示される。
【００５４】
一方、音声信号増幅部１０８は、これに供給された音声信号を所定のレベルまで増幅し、
これをスピーカ１０９に供給する。これにより、スピーカ１０９からは、ベース装置２０
０から無線送信されてきた音声信号に応じた音声が放音される。
【００５５】
このように、可搬型表示装置１００は、ベース装置２００から無線送信されてくるテレビ
放送番組等の映像信号や音声信号を受信して、その受信した映像信号や音声信号を再生し
て出力することにより、使用者に提供することができる。
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【００５６】
また、可搬型表示装置１００は、上述したように、ＬＣＤ１０７に表示されるリモコンパ
ネルＲＰと、ＬＣＤ１０７の表面に貼付されたタッチパネル１２１とにより使用者からの
操作入力を受け付け、この操作入力に応じた操作信号をベース装置２００に送信する遠隔
操作装置（リモコン）として機能する。
【００５７】
そして、この可搬型表示装置１００では、使用者の指等が接触したタッチパネル１２１上
の接触位置（座標位置）を座標検出部１２２により検出し、この座標検出部１２２による
検出出力に基づいて制御部１３０において、使用者からの操作入力を判別して、その操作
入力に応じた操作信号を形成する。制御部１３０は、操作入力に応じた操作信号を送信信
号形成部１１１に供給する。送信信号形成部１１１は、制御部１３０からの操作信号から
ベース装置２００に送信する送信信号を形成し、これを送信処理部１１２に供給する。送
信処理部１１２は、供給された送信信号を変調したり増幅したりする等の処理を行って、
実際に送信する形式の送信信号を形成し、これを共用器１０２、送受信アンテナ１０１を
通じてベース装置２００に対して無線送信する。このようにして、可搬型表示装置１００
から無線送信される操作信号は、ベース装置２００により受信される。
【００５８】
また、この可搬型表示装置１００には、インターフェース（Ｉ／Ｆ）１４０を通じて、キ
ー入力部１４１が接続されている。キー入力部１４１は、例えば、電源のオン／オフスイ
ッチ等備えたものであり、このキー入力部１４１を通じて受け付けた操作入力は、Ｉ／Ｆ
１４０を通じて制御部１３０に供給され、電源の投入等操作キーに応じた処理を行うこと
ができるようにされる。
【００５９】
次に、ベース装置２００について詳細に説明する。図３は、本実施の形態の映像表示シス
テム１におけるベース装置２００を示すブロック図である。ベース装置２００は、図３に
示すように、テレビジョン放送信号を選局する第１及び第２のチューナ２０２Ａ，２０２
Ｂを備えるとともに、電話網やインターネット等の通信ネットワークに接続するための変
調復調器であるいわゆるモデムを備え、電話線Ｌを通じて電話網に接続することができる
ものである。図３において、端子ＭＪは、外部から引き込まれた電話線Ｌとの接続端子（
モジュラージャック）である。また、ベース装置２００は、複数の外部入力端子２０４，
２０５等（図３においては２つのみ図示）を備え、上述したように、例えば、ＶＴＲ、Ｓ
ＴＢ、ＩＲＤ、ＤＶＤ装置等の各種の外部入力機器４００を接続することができるように
されている。
【００６０】
そして、このベース装置２００は、自己のチューナ２０２Ａ，２０２Ｂにより選局し、復
調することにより得たテレビジョン放送番組の映像信号や音声信号、あるいは、自己のモ
デムを通じて通信ネットワークから得た映像データや音声データ、あるいは、ＳＴＢから
の衛星放送番組の映像信号や音声信号等の情報信号を可搬型表示装置１００及び大画面表
示装置３００に送信することができるようになっている。
【００６１】
即ち、ベース装置２００は、図３に示すように、受信アンテナ２０１Ａ，２０１Ｂに接続
される夫々チューナ２０２Ａ，２０２Ｂ、復調部２０３Ａ，２０３Ｂ、映像信号入力端子
２０４、音声信号入力端子２０５、セレクタ２０６、圧縮処理部２０７、送信信号形成部
２０８、送信処理部２０９、アンテナ共用器（以下、単に共用器という。）２１０、送受
信アンテナ２１１、受信処理部２１２等を備えている。
【００６２】
このベース装置２００の各部は、ＣＰＵ２３１、ＲＯＭ２３２、ＲＡＭ２３３、ＥＥＰＲ
ＯＭ２３４がＣＰＵバス２３５を通じて接続されて構成されたマイクロコンピュータから
なる制御部２３０によって制御されている。
【００６３】
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送受信アンテナ２１１は、可搬型表示装置１００との双方向通信手段であり、上述した可
搬型表示装置１００において、使用者からの操作入力に応じて生成された操作信号が、送
受信アンテナ２１１を介して受信処理部２１２により受信される。受信処理部２１２によ
り受信された操作信号は、制御部２３０に送られる。こうしてベース装置２００の制御部
２３０は、この操作信号により使用者の要求に応じた情報信号（映像信号）を出力端子２
１５から図１に示す接続ケーブル３５０を通じて大画面表示装置３００に供給するよう制
御する。
【００６４】
ここで、ＲＯＭ２３２は、本実施の形態のベース装置２００において実行する各種の処理
プログラムや処理に必要なデータ等が記録されたものである。ＲＡＭ２３３は、各種の処
理において得られたデータを一時的に記憶保持する等のように、主に各種の処理の作業領
域として用いられるものである。
【００６５】
また、ＥＥＰＲＯＭ２３４は、いわゆる不揮発性のメモリであり、電源が落とされても、
記憶保持した情報が失われることがなく、例えば、ベース装置２００の主電源が落とされ
る直前まで選局していた放送チャンネルの情報を記憶保持し、電源投入後においては、前
回電源が落とされる直前まで選局していたチャンネルの放送信号を選局するようにするい
わゆるラストチャンネルメモリ機能を実現すること等ができるようにしている。
【００６６】
更に、ＣＰＵバス２３５には、モデム部２２０が接続されている。モデム部２２０は、イ
ンターフェース（以下、Ｉ／Ｆと略称する。）部２２１と、通信部２２２とからなってい
る。Ｉ／Ｆ部２２１は、通信回線、この実施の形態においては電話回線と、このベース装
置２００との間のインターフェースであり、可搬型表示装置１００から送られる操作信号
に応じて、電話回線を通じて送信されてくる信号を受信したり、ベース装置２００からの
信号を電話回線に送信したりする。
【００６７】
通信部２２２は、Ｉ／Ｆ部２２１を通じて受信した信号を復調して、これを制御部２３０
に供給したり、制御部２３０からの送信信号を変調して、これをＩ／Ｆ部２２１に供給し
たりする。これにより、電話回線が接続された相手先との間で、各種のデータの送信、受
信を行うことができる。
【００６８】
そして、このベース装置２００は、モデム部２２０、電話線Ｌ、及び、所定のＩＳＰ (Int
ernet Service Provider)を通じてインターネットに接続し、インターネットを通じて各
種の情報の提供を受けたり、電子メールを送信したり受信したりすることができる。この
ため、制御部２３０は、可搬型表示装置１００から送られる操作信号に応じて、モデム部
２２０を制御して、オフフックしたりオンフックしたりすることができるとともに、オフ
フックするようにモデム部２２０を制御したときには、ダイヤル信号を電話回線に送出す
るようにするいわゆるダイヤラとしての機能等をも備えたものである。
【００６９】
また、ベース装置２００は、外部入力端子２０４，２０５等を介して外部入力機器４００
が電気的に接続され、可搬型表示装置１００から送られる操作信号に応じて外部入力装置
４００から供給される映像信号を選択し出力端子２１５を介して大画面表示装置３００に
供給することができる。
【００７０】
なお、図示しないが、制御部２３０には、電源のオン／オフキーや各種の設定キーが設け
られたキー入力部が接続されており、ベース装置２００の主電源のオン／オフや、各種の
設定入力が、キー入力部を通じて行うことができるようにされている。
【００７１】
また、ベース装置２００のチューナ２０２Ａ，２０２Ｂは、夫々受信アンテナ２０１Ａ，
２０１Ｂを介して入力されるテレビジョン放送信号から、制御部２３０からの選局指示信
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号に応じたチャンネルのテレビジョン放送信号を選局し、この選局したテレビジョン放送
信号を夫々復調部２０３Ａ，２０３Ｂに供給する。復調部２０３Ａ，２０３Ｂは、これに
供給されたテレビジョン放送信号を復調して、復調後の信号（テレビ番組の信号）をセレ
クタ２０６に供給する。
【００７２】
このセレクタ２０６には、映像信号の外部入力端子２０４を通じて入力された映像信号、
音声信号の外部入力端子２０５を通じて入力される音声信号の他、制御部２３０からの情
報も供給するようにされている。制御部２３０からセレクタ２０６に供給される情報とし
ては、モデム部２２０を通じて、取り込んだ、例えば、インターネット上に公開されてい
るいわゆるホームページの情報や、電子メール等の情報である。
【００７３】
そして、セレクタ２０６は、制御部２３０からの切り換え制御信号に応じ、復調部２０３
からのテレビジョン放送信号を出力するか、外部入力端子２０４、２０５からの映像信号
を出力するか、制御部２３０からモデム部２２０を介して取得した各種情報信号を出力す
るかを切り換える。この制御部２３０からセレクタ２０６に供給される切り換え制御信号
は、上述したように、可搬型表示装置１００から無線送信されてくる操作信号に応じて、
制御部２３０において形成されるものである。
【００７４】
そして、セレクタ２０６からの出力信号は、圧縮処理部２０７に供給される。圧縮処理部
２０７は、これに供給された信号を所定の圧縮方式を用いてデータ圧縮する。この圧縮処
理部２０６においては、例えば、ＭＰＥＧ方式やＷａｖｅｌｅｔ方式等のデータ圧縮方式
を用いて、セレクタ２０６からの信号をデータ圧縮する。
【００７５】
圧縮処理部２０７においてデータ圧縮された信号は、送信信号形成部２０８に供給される
。送信信号形成部２０８は、予め決められた通信プロトコルに準拠した送信信号を形成す
る。この実施の形態において、ベース装置２００は、例えば、ＩＥＥＥ (Institute Elect
rical and Electronics Engineers)８０２．１１方式のプロトコル、あるいは、その発展
プロトコルに準拠した送信信号を形成する。
【００７６】
送信信号形成部２０８において形成された送信信号は、送信処理部２０９に供給される。
送信処理部２０９は、制御部２３０からの制御信号に応じて、送信信号の変調処理や増幅
処理を行う。送信処理部２０９において処理された送信信号は、共用器２１０、送受信ア
ンテナ２１１を通じて可搬型表示装置１００へ無線送信される。共用器２１０は、可搬型
表示装置１００の共用器１０２と同様に、送信信号と受信信号とが干渉し合うことを防止
する。
【００７７】
このようにして、ベース装置２００は、チューナ２０２Ａ，２０２Ｂにより選局されたテ
レビ放送番組の映像信号や音声信号、あるいは、外部入力端子２０４、２０５を通じて受
け付けた映像信号や音声信号、あるいは、モデム２２０を通じて取得した情報のテキスト
データや映像データ、音声データを、可搬型表示装置１００からの操作信号に応じ、セレ
クタ２０５で選択し、出力端子２１５から上記図１の接続ケーブル３５０を介して大画面
表示装置３００に供給することができると共に、データ圧縮して、所定の通信プロトコル
で無線送信することにより可搬型表示装置１００に供給することができる。
【００７８】
次に、本実施の形態の映像表示システム１における可搬型表示装置１００のＬＣＤ１０７
に設けられるタッチパネル１２１及びＬＣＤ１０７に表示されるリモコンパネルＲＰにつ
いて更に詳細に説明する。
【００７９】
図４及び図５は、ＬＣＤ１０７に表示されるリモコンパネルＲＰを示す図であって、夫々
ＴＶ用及びビデオ用のリモコンパネルＲＰを示す模式図である。図４及び図５においては
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、ＬＣＤ１０７には、リモコンパネルＲＰのみ表示されている場合を示すが、リモコンパ
ネルＲＰが表示されている以外の領域に、大画面表示装置３００と同様の映像を表示する
ものであってもよい。
【００８０】
図４に示すＴＶ用リモコンは、例えば、図１に示すリモコンボタン１２３、又はＴＶ用リ
モコンパネルＲＰを表示させる専用のリモコンボタンを可搬型表示装置１００に設ける等
して、これらのボタンを操作することにより表示させることができる。また、ＴＶ用リモ
コン以外のリモコンパネル、即ち、例えば図５に示すビデオ用リモコンパネルは、例えば
後述するインデックス画面に設けたボタン又はＴＶ用リモコンパネルに設けた機器選択ボ
タン等を操作して表示させることができる。
【００８１】
図４及び図５に示すように、リモコンパネルＲＰの右側には、ベース装置２００を選択し
、ベース装置２００からのテレビ放送番組の映像を表示するための機器選択ボタン５１０

１ 、ベース装置２００に接続された複数の外部入力機器４００を選択して、各外部入力機
器４００からの各種映像信号を表示するための機器選択ボタン５１０２ 、５１０３ 、・・
・が表示されている。
【００８２】
図４は、機器選択ボタン５１０１ が選択されて、ＴＶ用リモコンパネルＲＰが表示されて
いる場合であり、図５は、外部入力機器４００として、ビデオ装置が接続されおり、その
ビデオ装置を指定する機器選択ボタン５１０３ が選択されて、ビデオ用リモコンパネルＲ
Ｐが表示されている場合を示すものである。
【００８３】
これらのリモコンパネルＲＰには、機器選択ボタン５１０１ 、５１０２ ・・・とは別に、
大画面表示装置３００及びＬＣＤ１０７に表示される映像の画質モード、画面表示、ワイ
ド表示、サラウンド等を切り替えるボタン５０１ａ～５０１ｄ、大画面表示装置３００の
電源用のボタン５０２、音量調節用の音量アップボタン５０３ａ、音量ダウンボタン５０
３ｂ、消音ボタン５０４、及びリモコンパネルの表示をオフする表示オフボタン５０５等
が設けられている。
【００８４】
また、図４に示すＴＶ用リモコンパネルＲＰには、更に、ＴＶチャンネルを選択するボタ
ン、及びＴＶチャンネルアップ／ダウンボタン等の各種のテレビ操作用のボタンが表示さ
れた表示部５２０が備えられており、図５に示すビデオ用のリモコンパネルＲＰには、ビ
デオの電源ボタン、チャンネルアップ／ダウンボタン、録画、再生、巻き戻し、早送り、
一時停止、及び停止等の操作ボタン等、各種のビデオ操作用のボタンが表示された表示部
５３０が備えられている。
【００８５】
これらのボタンを操作（タッチ）することにより、ＬＣＤ１０７の表面に設けられたタッ
チパネル１２１が操作位置を検出し、可搬型表示装置１００の制御部１３０が検出した操
作位置に応じて、例えば音量アップ又は音量ダウンの音量調節コマンド、チャンネルアッ
プ、又はチャンネルダウンの選局コマンド等を示す操作信号を形成して送信処理部１１２
からベース装置２００に送信する。これにより、ベース装置２００の制御部２３０は操作
信号に応じた音量調節処理、選局処理等を行う。
【００８６】
ここで、外部入力機器４００の機器を選択する機器選択ボタン５１０２ 、５１０３ ・・・
の選択に応じてリモコンパネルＲＰの表示も切替られるが、この機器選択ボタン５１０２

、５１０３ ・・・の詳細な設定は、設定画面により行うことができる。図６は、設定画面
の一例を示す模式図である。この設定画面は、例えば、可搬型表示装置１００に専用のボ
タンを設けてこのボタンを操作するか、後述するインデックス画面に専用のボタンを設け
てこのボタンを操作するか、又は図４及び図５に示すように、ウィンドウの下方に設けら
れた操作バー５４１のリモコン設定ボタンを操作する等することによりＬＣＤ１０７のウ
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ィンドウ５４０上に図６に示す設定画面５５０を表示することができる。
【００８７】
図６に示すように、設定画面５５０には、入力端子、インデックス及びリモコン設定を示
す表示欄５５１乃至５５３が表示されている。また、設定画面５５０の下方のウィンドウ
５４０上には、各種の操作ボタンを有する操作バー５４１が設けられている。
【００８８】
入力端子の表示欄５５１は、ベース装置２００に設けられた外部入力端子に接続する外部
入力機器４００の種類を示すもので、本実施の形態においては、７つの接続端子が設けら
れ、７つの外部入力機器４００と接続可能となっており、７つの外部入力機器４００が夫
々「ビデオ１」～「ビデオ７」の欄として表示されている場合を示す。
【００８９】
インデックス表示欄５５２は、後述するインデックス画面において表示するか否かを設定
するもので、図６においては、２番目の入力端子に接続されたハードディスクである外部
入力機器（「ビデオ２」）のみ、インデックス画面において表示しない場合を示している
。インデックス画面での表示／非表示の切り替えは、例えば設定画面５５０の各入力端子
毎に設けられたチェックボックス５５４をチェックし、操作バー５４１に設けられた操作
ボタン（表示ボタン５４２／表示取消ボタン５４３）を操作（タッチ）することにより行
うことができる。
【００９０】
また、リモコン設定を示す表示欄５５３は、例えば、各外部入力機器４００の種類を設定
し、表示するものである。このリモコン設定は、設定画面５５０の各入力端子毎に設けら
れたチェックボックス５５４をチェックし、操作バー５４１に設けられた操作ボタン（リ
モコン設定ボタン）５４４を操作（タッチ）することにより更に詳細な設定をすることが
できる。
【００９１】
図７は、リモコン詳細設定の画面の一例を示す模式図である。図７に示すように、リモコ
ン詳細設定の画面５６０においては、外部入力機器４００の機器を識別する名前（リモコ
ン名）を入力するリモコン名入力欄５６１、リモコン名に対応する外部入力機器４００の
メーカ及び機種名を選択するメーカ選択欄５６２及び機種名選択欄５６３等が設けられて
おり、各外部入力機器４００に応じて設定することができる。
【００９２】
更に、本実施の形態においては、設定画面５５０等により設定した外部入力機器４００の
情報等をインデックス表示することができる。図８は、インデックス表示画面の一例を示
す模式図である。インデックス画面５７０は、可搬型表示装置１００に設けられた図１の
リモコンボタン１２３又はインデックス画面５７０を表示させる専用のボタンを設け、こ
のボタンを操作すること等によりウィンドウ５４０上に表示することができる。図８に示
すインデックス画面５７０においては、図６及び図７に示す設定を行った後のインデック
ス画面５７０を示すものとする。
【００９３】
インデックス画面５７０には、テレビチャンネルを切り替え選択するためのチャンネル選
局ボタン５７１と、図５において、入力端子に接続された外部入力機器４００（「ビデオ
１」～「ビデオ７」）のうち、インデックス表示を指定したものに対応する表示ボタン５
７２が表示される。ここで、図６において、２番目の入力端子（「ビデオ２」）に接続し
た外部入力機器であるハードディスクのインデックス表示を非表示としているため、この
ビデオ２に対応するボタンは表示されない。また、これらの外部入力機器に対応するボタ
ン５７２の他、インターネットに接続するインターネット接続用ボタン５７３、メールの
送受信を行うメールボタン５７４、ベース装置２００又は外部入力機器等のメモリに保存
された写真等のデータを読み出すためのアルバムボタン５７５等が設けられている。また
、コンテンツのサービスを受けるためのコンテンツサービスボタン５７６等も設けられて
いる。
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【００９４】
そして、インデックス画面５７０の例えば、テレビのチャンネル選局ボタン５７１を操作
（タッチ）すると、図４に示すようなテレビ用リモコン表示に切り替わり、ビデオ表示ボ
タン５７２を操作（タッチ）すると、図５に示すビデオ用リモコン表示に切り替わる。な
お、上述したように、図４に示すテレビ用リモコンパネル及び図５に示すビデオ用リモコ
ンパネルには、外部入力機器の種類を示すボタン５１０ｎ が表示されているが、ここでは
、上述した設定画面において「ビデオ２」に対するインデックス表示を非表示として設定
しているので、「ビデオ２」に対応するボタンは押せない（ Disable）状態になっている
。更に、現在表示しているリモコンパネルＲＰに対応するボタン、例えば図５に示すビデ
オ用リモコンパネルとなっている場合は、「ビデオ１」が、図４に示すテレビ用リモコン
パネルとなっている場合には、「プラズマ」ボタンが選択された状態（他とは異なる色等
）で表示される。
【００９５】
更に、インデックス画面５７０の表示ウィンドウ５４０の下方には、操作バー５４１が設
けられており、例えば、上述した図６に示す設定画面を表示するボタン、画面メモ、画面
保存、２重音声、画音スリープ、スワップ、スロー、キャッチ等の各種の操作ボタン５８
１ｎ が設けられている。例えば、スロー、キャッチ又はスワップボタン５８１１ ～５８１

３ を操作（タッチ）すると、タッチパネルにより、その操作位置を検出し、可搬型表示装
置１００の制御部１３０は、タッチパネルにより検出された位置に応じてスローコマンド
、キャッチコマンド又はスワップコマンドを示す操作信号を形成して送信処理部１１２か
らベース装置２００に送信する。
【００９６】
ここで、ベース装置２００は、上述したチューナ２０２Ａにより選局されたテレビ放送番
組の映像信号や音声信号をデータ圧縮して、所定の通信プロトコルで無線送信することに
より、可搬型表示装置１００に供給し、チューナ２０２Ｂにより選局されたテレビ放送番
組の映像信号や音声信号を上記ベース装置２００の出力端子２１５から接続ケーブル３５
０を介して大画面表示装置３００に供給することができる。即ち、大画面表示装置３００
と可搬型表示１００とは異なる映像等の情報信号を表示することができる。このような場
合、上述のスワップ、スロー、キャッチボタンの操作により、大画面表示装置３００で表
示されている映像等の表示内容と可搬型表示装置１００で表示されている映像等の表示内
容とを入れ替え、大画面表示装置で表示されていた表示内容を可搬型表示装置１００にて
表示し、逆に可搬型表示装置１００で表示されていた表示内容を大画面表示装置３００に
て表示（以下、スワップという。）したり、また、可搬型表示装置１００で表示されてい
た表示内容を大画面表示装置３００においても表示（以下、スローという。）したり、大
画面表示装置で表示されていた表示内容を可搬型表示装置１００においても表示（以下、
キャッチという。）したりすることができる。
【００９７】
即ち、例えば、ベース装置２００の制御部２３０がスローコマンドを受信すると、可搬型
表示装置１００側及び大画面表示装置３００側のスロー操作制御を並行処理により行う。
すなわち、スロー操作制御では、可搬型表示装置１００により、スロー操作が可能である
か否かを判定し、無線圏外等で通信不能な状態や、ベース装置２００側で操作ロックされ
ている状態にある場合などスロー操作ができない場合にはエラー表示を行い、スロー操作
制御の終了となる。
【００９８】
また、スロー操作が可能である場合には、可搬型表示装置１００から上記スローコマンド
を示す操作信号をベース装置２００に送信し、大画面表示装置３００の受信チャンネルを
可搬型表示装置１００の受信チャンネルに切り替える処理を呼び出して実行し、スロー操
作制御の終了となる。
【００９９】
大画面表示装置３００は、上記受信チャンネルを切り替える処理の呼び出しを受理すると
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、画面のフェードアウト及び音声のミュート制御を行い、スキャンレートの変更などの信
号切替処理を行い、画面のフェードアウト及び音声のミュート制御を解除して、スロー操
作制御の終了となる。
【０１００】
このようなスロー操作制御により、大画面表示装置３００の表示内容が、可搬型表示装置
１００の表示内容に切り替えられる。このスロー操作では、例えば、可搬型表示装置１０
０の表示内容は切り替えられることなく、このスロー操作を行ったことを示すことが表示
されるものとする。
【０１０１】
また、ベース装置２００の制御部２３０は、キャッチコマンドを受信すると、可搬型表示
装置１００側及び大画面表示装置３００側のキャッチ操作制御を並行処理により行う。す
なわち、キャッチ操作制御では、上記可搬型表示装置１００により、キャッチ操作が可能
であるか否かを判定し、無線圏外等で通信不能な状態や、ベース装置２００側で操作ロッ
クされている状態にある場合などキャッチ操作ができない場合にはエラー表示を行い、キ
ャッチ操作制御の終了となる。
【０１０２】
一方、キャッチ操作が可能である場合には、可搬型表示装置１００側で大画面表示装置３
００側の受信チャンネルを取得し、可搬型表示装置１００から上記キャッチコマンドを示
す操作信号をベース装置２００に送信し、可搬型表示装置１００の受信チャンネルを大画
面表示装置３００の受信チャンネルに切り替える処理を呼び出して実行し、キャッチ操作
制御の終了となる。なお、可搬型表示装置１００の受信チャンネルを切り替える処理の実
行中は、可搬型表示装置１００側の映像と音声をミュートする。
【０１０３】
大画面表示装置３００側では、上記受信チャンネルを切り替える処理の呼び出しを受理す
ると、チャンネルを切替えを行わずに、可搬型表示装置１００側に受信チャンネルをキャ
ッチされたことをＯＳＤ処理部１０５により一定時間表示して、ＯＳＤ処理部１０５によ
るキャッチ表示を解除して、キャッチ操作制御の終了となる。
【０１０４】
このようなキャッチ操作制御により、大画面表示装置３００の表示内容は、切り替えられ
ることなく、ＯＳＤ処理部１０５によるキャッチ表示がなされ、可搬型表示装置１００の
表示内容が、大画面表示装置３００の表示内容に切り替えられる。
【０１０５】
更に、ベース装置２００の制御部２３０は、スワップコマンドを受信すると、上記可搬型
表示装置１００側と大画面表示装置３００側のスワップ操作制御を並行処理により行う。
すなわち、スワップ操作制御では、可搬型表示装置１００により、スワップ操作が可能で
あるか否かを判定し、無線圏外等で通信不能な状態や、ベース装置２００側で操作ロック
されている状態にある場合などキャッチ操作ができない場合にはエラー表示を行い、スワ
ップ操作制御の終了となる。
【０１０６】
一方、スワップ操作が可能である場合には、可搬型表示装置１００から上記スワップコマ
ンドを示す操作信号をベース装置２００に送信し、可搬型表示装置１００の受信チャンネ
ルを大画面表示装置３００の受信チャンネルに切り替える処理を呼び出して実行し、可搬
型表示装置１００で大画面表示装置３００の受信チャンネルを取得し、可搬型表示装置１
００の受信チャンネルを取得した大画面表示装置３００の受信チャンネルに切り替える処
理を実行して、スワップ操作制御の終了となる。なお、可搬型表示装置１００側の受信チ
ャンネルを切り替える処理の実行中は、可搬型表示装置１００側の映像と音声をミュート
する。
【０１０７】
大画面表示装置３００側では、上記受信チャンネルを切り替える処理の呼び出しを受理す
ると、画面のフェードアウト及び音声のミュート制御を行い、スキャンレートの変更など
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の信号切替処理を行い、画面のフェードアウト及び音声のミュート制御を解除して、スワ
ップ操作制御の終了となる。
【０１０８】
このようなスワップ操作制御により、大画面表示装置３００の表示内容が、上記可搬型表
示装置１００の表示内容に切り替えられ、また、上記可搬型表示装置１００の表示内容が
、大画面表示装置３００の表示内容に切り替えられる。
【０１０９】
なお、ここでは、ベース装置２００のチューナ２０２Ａはチューナ２０２Ｂにより選局さ
れるテレビジョン放送番組の表示画面を可搬型表示装置１００と大画面表示装置３００で
入れ替える画面切り替え処理、即ちスロー操作制御、キャッチ操作制御及びスワップ操作
制御について説明したが、ＳＴＢにより選局された衛星放送信号により提供される衛星放
送番組や、更に、ベース装置２００に、ＶＴＲやＤＶＤ装置が外部入力機器として接続さ
れている場合には、これらＶＴＲやＤＶＤ装置により再生するようにされる映画などを視
聴する場合に、この映像表示システム１では、セレクタ２０６の制御によりそれらの再生
画像を同様な操作で入れ替えることもできる。
【０１１０】
また、この映像表示システム１は、ベース装置２００に設けた図示しないロックスイッチ
により、ボタン操作入力によるスロー操作制御、キャッチ操作制御やスワップ操作制御を
受け付けないようにすることもできる。
【０１１１】
次に、可搬型表示装置１００に設けられたリモコンパネルＲＰ及びタッチパネル１２１の
動作について説明する。図９乃至図１１は、リモコンパネルＲＰを表示する際の動作を示
すフローチャートである。
【０１１２】
図９に示すように、使用者が先ず可搬型表示装置１００のリモコンボタン１２３を押す（
ステップＳ１）と、可搬型表示装置１００の制御部１３０がリモコンパネルＲＰを表示可
能か否かを検出する（ステップＳ２）。具体的には、可搬型表示装置１００は、ベース装
置２００と無線により通信しているため、無線圏外等、可搬型表示装置１００と通信可能
であるか否かを検出する。そして、検出不可能である場合は、ＬＣＤ１０７に圏外エラー
表示を表示する（ステップＳ３）。一方、検出可能である場合は、ＬＣＤ１０７にリモコ
ンパネルＲＰを表示する（ステップＳ４）。
【０１１３】
リモコンパネルＲＰが表示されているときは、可搬型表示装置１００を使用して、大画面
表示装置３００にＴＶ放送信号が供給されているときのＴＶチャンネルの変更やベース装
置に接続された各外部入力機器のリモコン操作が可能である。リモコン操作をする際は、
図１０に示すように、先ず、リモコンパネルＲＰが操作されると、タッチパネルによりこ
の操作を検出し（ステップＳ１１）、可搬型表示装置１００の制御部１３０により、リモ
コン操作が可能であるか否かが検出される（ステップＳ１２）。なお、本実施の形態では
、リモコン操作が可能であるか否かの検出は、使用者がリモコンパネルＲＰを操作する（
タッチパネルに触れる）毎に検出するが、例えば、所定の時間経過毎に定期的に検出する
か、又はリモコン操作が可能であるか否かを常に検出する等してもよい。リモコン操作が
不可能である場合は、ＬＣＤ１０７に対するリモコンパネルＲＰの表示はオフされ、ＬＣ
Ｄ１０７にエラー表示される（ステップＳ１３）。一方、ステップＳ１１でリモコン操作
が可能であることが検出された場合、使用者がリモコンパネルＲＰにおけるボタンを操作
すると、ＬＣＤ１０７の表面に設けられたタッチパネル１２１により、接触位置を検出し
、可搬型表示装置１００の制御部１３０は、検出した接触位置に応じて操作信号を生成し
、送信処理部１１２からベース装置２００に送信する。ベース装置２００の制御部２３０
は、操作信号を受信すると、大画面表示装置に供給される映像信号を切替える処理が呼び
出され（ステップＳ１４）、処理を完了する。これにより、大画面表示装置３００の表示
が切り替えられる。
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【０１１４】
可搬型表示装置１００からの操作信号がベース装置２００に送られると、ベース装置２０
０は、ステップ１４の操作制御と並行して、供給される映像信号等の変更に伴う切替処理
を行うための制御信号を大画面表示装置３００に送信する。大画面表示装置３００におい
ては、ベース装置２００から切替処理制御信号を受理する（ステップＳ１５）と、例えば
画面のフェードアウト及び音声のミュート制御を行い、スキャンレートの変更などの信号
切替処理を行い（ステップＳ１６）、画面のフェードアウト及び音声のミュート制御を解
除して、操作が完了となる。
【０１１５】
次に、大画面表示装置３００に供給される映像信号の切り替え操作を行う場合の動作につ
いて説明する。上述したように、可搬型表示装置１００のＬＣＤ１０７にリモコンパネル
ＲＰが表示されているときのみ、リモコン操作が可能である。例えば、大画面表示装置３
００がテレビ表示されている状態で、入力切替操作、即ちリモコンパネルＲＰから「ビデ
オ」ボタンを操作した場合について説明する。図１１に示すように、「ビデオ」ボタンが
操作（タッチ）されると、タッチパネルがこれを検出し（ステップＳ２１）、可搬型表示
装置１００の制御部１３０がリモコン操作が可能であるか否かを検出する（ステップＳ２
２）。リモコン操作が不可能であることが検出された場合は、リモコンパネルＲＰの表示
がオフされ、代わりにエラー表示が表示される（ステップＳ２３）。一方、リモコン表示
可能であることが検出されると、後述する入力切替が、連動か非連動であるかが検出され
る（ステップＳ２４）。非連動であると検出された場合は、可搬型表示装置１００に表示
されているリモコンパネルＲＰの表示のみビデオ用のリモコンパネルに表示が切替られる
（ステップＳ２５）。一方、連動である場合は、リモコンパネルＲＰ及び大画面表示装置
３００の表示が同時に切り替えられるような処理がなされる（ステップＳ２６）。即ち、
上述したように、可搬型表示装置１００からベース装置２００に操作信号が送られと、ベ
ース装置２００は、ステップ２６の操作制御と並行して、大画面表示装置３００の切替処
理を行うための制御信号を大画面表示装置３００に送信する。大画面表示装置３００にお
いては、ベース装置２００から切替処理制御信号を受理する（ステップＳ２７）と、例え
ば画面のフェードアウト及び音声のミュート制御を行い、スキャンレートの変更などの信
号切替処理を行い、画面のフェードアウト及び音声のミュート制御を解除して、操作が完
了となる。こうして、大画面表示装置３００の表示が切り替えられる。
【０１１６】
次に、上記ステップＳ２４における入力切替の連動／非連動について説明する。以上の説
明においては、リモコンパネルＲＰの機器選択ボタンの操作をタッチパネルが検出し、こ
の検出結果に基づきリモコンパネルＲＰの表示を切り替えると共に、ベース装置２００を
遠隔操作して、外部入力端子のいずれかを選択することで、所定の外部入力機器４００か
らの映像信号を大画面表示装置３００に供給することができるものとして説明した。即ち
、各１つの外部入力端子に１つの外部入力機器が接続されている場合は、リモコンパネル
ＲＰに表示される図４及び図５に示す機器選択ボタン５１０２ 、５１０３ 、・・・は、ベ
ース装置２００の各外部入力端子の切替選択と連動して、これにより各外部入力機器を切
替選択することができるものとして説明したが、ベース２００の１つの外部入力端子には
、例えばアンプを介して複数の外部入力機器が接続される場合がある。
【０１１７】
図１２は、ベース装置２００の外部入力端子にアンプを介して複数の外部入力機器が接続
される場合の映像表示システムを示す模式図である。図１２に示すように、ベース装置２
００のビデオ入力１に対応する外部入力端子にアンプ４１０が接続され、このアンプ４１
０に、例えばビデオ装置４１１、４１２、ＤＶＤ４１３、チューナ、テレビ等の複数の外
部入力機器が接続されている。
【０１１８】
このような場合、各機器選択ボタンは、１つの外部入力端子に対応するものであるので、
アンプ４１０が接続されている外部入力端子に対応している機器選択ボタンは、アンプ４
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１０を介して接続されている複数の外部入力機器４１１，４１２，４１３・・・を選択す
ることができない。そこで、可搬型表示装置１００の設定画面等に、連動／非連動を設定
するボタン等を設け、１つの外部入力端子に複数の外部入力機器が接続されている場合は
、リモコンパネル及びタッチパネルによる機器選択操作と、ベース装置２００の外部入力
端子の切替操作を非連動に切り替えることができるものとする。非連動に設定した場合は
、大画面表示装置３００の入力を切り替えず、可搬型表示装置１００に表示されるリモコ
ンパネルＲＰだけを切り替えることができる。
【０１１９】
アンプ４１０に複数の外部入力機器が接続されている場合も上述と同様に、予め外部入力
機器の機種等を設定画面により設定することにより、アンプ４１０が接続されている外部
入力端子を選択する機器選択ボタンを操作すると、図１３に示すアンプ操作用のリモコン
パネルＲＰが表示される。図１３に示すように、アンプ操作用のリモコンパネルＲＰは、
図４及び図５に示すリモコンパネルＲＰと同様に、アンプ４１０の電源をオン／オフを切
り替える電源ボタン６０２、リモコンパネルＲＰの表示を消す表示オフボタン６０５等が
設けられていると共に、アンプ４１０に接続されている各外部入力機器４１１，４１２，
４１３・・・に対応する機器選択ボタン６１０ｎ （６１０１ 、６１０２ 、６１０３ ・・・
）が表示された機器選択操作表示部６２０が設けられている。機器選択ボタン６１０ｎ に
より、アンプ４１０の入力切替を行うことができる。これにより、アンプ４１０に接続さ
れている外部入力機器のいずれかを選択して所望の映像をベース装置２００に供給するこ
とができる。また、その他、音量調節等の各種操作ボタン表示部６３０等を設けてもよい
。
【０１２０】
図１４及び図１５は、夫々入力切替が非連動であるときのＴＶ用リモコンパネル及びビデ
オ用リモコンパネルを示す模式図である。なお、図１４及び図１５において、上述した図
４及び図５に示すリモコンパネルと同一の機能ボタンには同一の符号を付してその詳細な
説明を省略する。
【０１２１】
図１４及び図１５に示すように、リモコンパネルＲＰの右側に表示される機器選択ボタン
５１０１ 、５１０２ 、・・・の下方に入力切替ボタン５０６が表示されている。この入力
切替ボタン５０６は、入力切替非連動時のみ表示される。機器選択ボタン５１０ｎ の切替
とベース装置２００の外部入力端子の選択切替とを連動とするか、非連動とするか（入力
切替の連動／非連動）は、上述したように、設定画面等により使用者によって設定するこ
とができる。
【０１２２】
このように、入力切替ボタン５０６が表示され、入力切替が非連動の場合は、機器選択ボ
タン５１０ｎ の操作によって、可搬型表示装置１００においては、予め設定した機器に対
応するリモコンパネルＲＰに表示が切り替わるものの、連動の場合と異なり、大画面表示
装置３００の表示は切り替わらない。即ち、機器選択ボタン５１０ｎ によっては、ベース
装置２００の外部入力端子の切替選択をしない。従って、入力切替が非連動の場合に、外
部入力端子の切替を行う際は、入力切替ボタン５０６を操作（タッチ）し、この操作をタ
ッチパネル１２１が検出することにより、操作信号がベース装置２００に送られ、これに
より、ベース装置２００が外部入力端子を順次選択していくものとする。
【０１２３】
使用者は、先ず、入力切替ボタン５０６により、ベース装置２００のアンプ４１０が接続
されている外部入力端子を選択し、図１３に示すアンプ４１０の操作用リモコンパネルＲ
Ｐを表示する。そして、このアンプ操作用リモコンパネルＲＰから操作対象の外部入力機
器を選択し、次に、インデックス画面又は各リモコンパネルＲＰの右側に設けた機器選択
ボタン５１０ｎ を操作することにより、操作対象の外部入力機器に対応するリモコンパネ
ルＲＰを表示させる。即ち、例えば、操作対象がＴＶであれば、図１４に示すＴＶ用リモ
コンパネル、操作対象がビデオであれば図１５に示すビデオ用リモコンパネルを表示させ
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、このリモコンパネルＲＰ及びタッチパネル１２１を使用して、上述したように、ベース
装置２００を遠隔操作し、大画面表示装置３００に所定の映像を表示させることができる
。
【０１２４】
ここで、上述の実施の形態では、可搬型表示装置１００、ベース装置（ベースステーショ
ン）２００、大画面表示装置３００とからなり、ベース装置２００から供給される映像信
号を可搬型表示装置１００と大画面表示装置３００で表示するように映像表示システム１
を構成したが、ベース装置２００は、複数の可搬型表示装置１００や大画面表示装置３０
０に映像信号を無線による信号伝送あるいは有線による信号伝送により供給するようにし
てもよい。
【０１２５】
また、本実施の形態においては、ベース装置がチューナ手段を有し、使用者からの指示に
応じて可搬型表示装置１００から送信される操作信号に応じて、テレビ放送番組を選局し
、その映像信号を大画面表示装置３００に供給するものとして説明したが、外部入力機器
４００としてチューナ手段を設けてもよいし、大画面表示装置３００にチューナ手段を設
けてもよい。その際、可搬型表示装置１００からの操作信号がベース装置２００を介して
外部入力機器４００又は大画面表示装置３００に供給され、チューナ手段を制御して映像
信号を選局することができる。
【０１２６】
このように構成された本実施の形態の映像表示システム１においては、外部入力機器、地
上波テレビ放送、インターネット等の通信ネットワーク等の各種の情報伝送媒体と可搬型
表示装置１００及び大画面表示装置３００とを結びつけるベースとなるベース装置２００
を、ベース装置２００と無線により双方向通信可能な可搬型表示装置１００により遠隔操
作し、テレビ放送番組の映像信号や音声信号、あるいは、ベース装置２００のモデムを通
じて通信ネットワークから得た映像データや音声データ、あるいは、ベース装置２００に
接続された外部入力機器の例えばＳＴＢからの衛星放送番組の映像信号や音声信号等の情
報信号を大画面表示装置３００に供給することにより、上記大画面表示装置３００にて所
望の映像を表示することができる。
【０１２７】
また、可搬型表示装置１００は、小型化且つ軽量化であって、ベース装置２００とは、無
線通信により接続されているため、持ち運びに適しており、使用者は、ベース装置２００
と通信が可能な範囲内であれば、可搬型表示装置１００を持ち運び、何処ででも可搬型表
示装置１００を用いて、ベース装置２００から提供される情報信号を大画面表示装置３０
０にて再生して出力し、使用者に提供することができることができる。
【０１２８】
更に、可搬型表示装置１００の操作により、ベース装置２００のモデムを通じて、例えば
、インターネット上に提供されているいわゆるホームページの情報を取得し、そのホーム
ページの情報を視聴したり、自己宛ての電子メールを受信して、その電子メールをＬＣＤ
１０７に表示して見たり、更に、目的とする相手先に電子メールを作成して送信したりす
ることができる。
【０１２９】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように、本発明に係る映像表示システムは、第１及び第２の表示装置
と少なくとも上記第１の表示装置に映像信号を供給するベース装置とからなる映像表示シ
ステムであって、上記第１の表示装置は、上記ベース装置から供給される上記映像信号を
表示する映像表示部を備え、上記第２の表示装置は、上記ベース装置との間で信号の授受
を行う双方向通信手段と、使用者からの操作入力を受け付けるための操作用表示情報を表
示する表示部と、この表示部の表示画面に設けられ、使用者が接触するようにした上記表
示画面上の接触位置を検出する接触位置検出手段と、上記接触位置検出手段により検出さ
れる上記表示画面上の接触位置に表示されている上記操作用表示情報の表示項目に応じた
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操作信号を生成する操作信号生成手段とを備え、上記ベース装置は、少なくとも上記第１
の表示装置に上記映像信号を出力する映像信号出力手段と、少なくとも上記第２の表示装
置との間で信号の授受を行う双方向通信手段と、上記映像信号の供給元である外部入力装
置を接続する外部入力装置接続手段と、上記双方向通信手段を介して受信した上記操作信
号に基づいて上記外部入力装置を制御する外部入力装置制御信号を該外部入力装置に送信
する制御信号送信手段とを備えるので、第２の表示装置において使用者からの操作入力に
応じた操作信号を生成して、双方向通信手段を介してベース装置に送信し、この操作信号
によりベース装置に接続された映像信号の供給元となる外部入力装置を制御し、所望の映
像信号を第１の表示装置に供給して表示することができ、使用者からの操作を受け付ける
第２の表示装置を第１の表示装置の遠隔操作装置として機能させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の映像表示システムを示す模式図である。
【図２】本発明の実施の形態の映像表示システムにおける可搬型表示装置を示すブロック
図である。
【図３】本発明の実施の形態の映像表示システムにおけるベース装置を示すブロック図で
ある。
【図４】可搬型表示装置に表示されるテレビ用リモコンパネルを示す模式図である。
【図５】可搬型表示装置に表示されるビデオ用リモコンパネルを示す模式図である。
【図６】可搬型表示装置に表示される設定画面の一例を示す模式図である。
【図７】可搬型表示装置に表示されるリモコン詳細設定の画面の一例を示す模式図である
。
【図８】可搬型表示装置に表示されるインデックス表示画面の一例を示す模式図である。
【図９】可搬型表示装置にてリモコンパネルＲＰを表示する際の動作を示すフローチャー
トである。
【図１０】リモコンパネルＲＰにより、リモコン操作する際の可搬型表示装置及びベース
装置、並びに大画面表示装置における動作を示すフローチャートである。
【図１１】リモコンパネルＲＰにより、リモコンパネルＲＰ及び大画面表示装置の入力切
替操作をする際の可搬型表示装置及びベース装置、並びに大画面表示装置における動作を
示すフローチャートである。
【図１２】ベース装置の外部入力端子にアンプを介して複数の外部入力機器が接続される
場合の映像表示システムを示す模式図である。
【図１３】可搬型表示装置に表示されるアンプ用リモコンパネルを示す模式図である。
【図１４】入力切替非連動の場合の可搬型表示装置に表示されるテレビ用リモコンパネル
を示す模式図である。
【図１５】入力切替非連動の場合の可搬型表示装置に表示されるビデオ用リモコンパネル
を示す模式図である。
【符号の説明】
１　映像表示システム、１００　可搬型表示装置、１０１　送受信アンテナ、１０２　ア
ンテナ共用器、１０３　受信処理部、１０４　デコード部、１０５　ＯＳＤ処理部、１０
６　映像信号処理部、１０７　ＬＣＤ、１０８　音声信号増幅部、１０９　スピーカ、１
１１　送信信号形成部、１１２　送信処理部、１２１　タッチパネル、１２２　座標検出
部、１３０　制御部、２００　ベース装置、２０１Ａ，２０１Ｂ　受信アンテナ、２０２
Ａ，２０２Ｂ　第１及び第２のチューナ、２０３Ａ，２０３Ｂ　復調部、２０４　映像信
号入力端子、２０５　音声信号入力端子、２０６　セレクタ、２０７　圧縮処理部、２０
８　送信信号形成部、２０９　送信処理部、２１０　アンテナ共用器、２１１　送受信ア
ンテナ、２１５　信号出力端子、２１２　受信処理部、２３０　制御部、３００　大画面
表示装置、４００　外部入力機器
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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