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(57)【要約】
【課題】放送番組を視聴しながら、バックグラウンドで
休止チャンネルを自動検出しスキップ登録して選局時の
雑音の発生を防止できる放送受信装置を提供する。
【解決手段】放送信号を復調して音声映像信号を出力す
る第１チューナ部と、第１チューナ部と独立して動作す
る第２チューナ部と、第２チューナ部の各チャンネルの
放送信号を受信して各チャンネルにおける放送が休止中
であるかどうかを判断し、休止中であれば、第１チュー
ナ部または第２チューナ部のチャンネル選択の際に休止
中のチャンネルをスキップするべく制御する制御部をも
つ放送受信装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送信号を復調して音声映像信号を出力する第１チューナ部と、
　前記第１チューナ部と独立して動作する第２チューナ部と、
　前記第２チューナ部の各チャンネルの放送信号を受信して各チャンネルにおける放送が
休止中であるかどうかを判断し、休止中であれば、前記第１チューナ部または前記第２チ
ューナ部のチャンネル選択の際に休止中のチャンネルをスキップするべく制御する制御部
と、を具備することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記第２チューナ部からの音声映像信号に応じた映像が、表示部に表示
されておらず、出力端から出力されておらず、記録部に記録されていない場合、前記第２
チューナ部により各チャンネルの放送信号を受信して放送が休止中であるかどうかを判断
し、休止中であれば、前記第１チューナ部または前記第２チューナ部のチャンネル選択の
際に休止中のチャンネルをスキップするべく制御することを特徴とする請求項１記載の放
送受信装置。
【請求項３】
　前記制御部は、各チャンネルにおける放送が休止中であると判断すると、スキップフラ
グを設定し、前記第１チューナ部及び前記第２チューナ部のチャンネル選択の際に、この
スキップフラグを用いてチャンネルスキップを行なうことを特徴とする請求項１記載の放
送受信装置。
【請求項４】
　前記制御部は、放送信号中のＰＭＴ及びＰＡＴの有無で放送中止を判断することを特徴
とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記第２チューナ部からの音声映像信号に応じた映像が、表示部に表示
されているか、出力端から出力されているか、記録部に記録されている場合、放送信号の
ＥＰＧ情報を取得しこれに基づいて放送中止を判断することを特徴とする請求項１記載の
放送受信装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記第１チューナ部及び前記第２チューナ部のチャンネル操作信号に応
じてチャンネル操作中に、前記スキップフラグに従ってスキップしたチャンネルがあれば
これを画像表示するための画像信号を生成することを特徴とする請求項１記載の放送受信
装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記第１チューナ部又は前記第２チューナ部により表示部に表示中に、
各チャンネルの放送信号を受信して休止中であると判断すると、そのチャンネルを前記表
示部に表示することを特徴とする請求項１記載の放送受信装置。
【請求項８】
　放送信号を復調して音声映像信号を出力する第１チューナ部と、
　前記第１チューナ部と独立して動作する第２チューナ部と、
　前記第２チューナ部の各チャンネルの放送信号を受信して各チャンネルにおける放送が
休止中であるかどうかを判断し、休止中であれば、前記第１チューナ部または前記第２チ
ューナ部のチャンネル選択の際に休止中のチャンネルをスキップすべく制御する制御部と
、
　前記第１チューナ部から出力された前記音声映像信号に応じた画像を画面表示する表示
部を具備することを特徴とする放送受信装置。
【請求項９】
　放送信号を復調して音声映像信号を出力する第１チューナ部と、前記第１チューナ部と
独立して動作する第２チューナ部を有する放送受信装置において、
　前記第２チューナ部の各チャンネルの放送信号を受信して各チャンネルにおける放送が
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休止中であるかどうかを判断し、休止中であれば、前記第１チューナ部または前記第２チ
ューナ部のチャンネル選択の際に休止中のチャンネルをスキップするべく制御することを
特徴とする放送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、チャンネルのスキップ処理を行うチューナをもった放送受信装置及び放送
受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルテレビジョンにおいて、チャンネルを変更する場合は、例えばリモコン
キーのＵＰキー又はＤＯＷＮキーを押下し続けることで、登録チャンネルが登録順に選択
されることとなる。しかし、登録チャンネルにある放送が深夜等により休止されている場
合、ユーザは、視聴できないチャンネルを選局してしまう場合が発生する。これに対して
、休止中のチャンネルをスキップして、次の登録チャンネルを自動選択する放送受信機の
技術が知られている。
【０００３】
　特許文献１は、放送が行われているかどうかを検出する回路と、そのチャンネルをスキ
ップするかどうかを示すフラグを記憶するメモリを備えたテレビ受像機を開示している。
【特許文献１】特開昭６３－３６６０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１の従来技術は、１台のチューナでチャンネルの休止を検出している
ため、ユーザが何かのチャンネルを視聴している時は、他のチャンネルの休止状態を検出
することができないという問題がある。
【０００５】
　本発明は、放送番組を視聴しながら、バックグラウンドで休止チャンネルを自動検出し
スキップ登録して選局時の雑音の発生を防止することができる放送受信装置及び放送受信
方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　課題を解決するための一実施形態は、放送信号を復調して音声映像信号を出力する第１
チューナ部（１１，１６）と、前記第１チューナ部と独立して動作する第２チューナ部（
１２，１７）と、前記第２チューナ部の各チャンネルの放送信号を受信して各チャンネル
における放送が休止中であるかどうかを判断し、休止中であれば、前記第１チューナ部ま
たは前記第２チューナ部のチャンネル選択の際に休止中のチャンネルをスキップするべく
制御する制御部（２２）と、を具備することを特徴とする放送受信装置である。
【発明の効果】
【０００７】
　ユーザが放送番組を視聴しながら、未使用のチューナを用いて深夜等のチャンネルの休
止を自動検出し、チャンネルスキップを登録することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この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。
【０００９】
　＜本発明の一実施形態に係る放送受信装置＞
　以下に、本発明の一実施形態に係る放送受信装置の一例を図面を用いて詳細に説明する
。図１は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成の一例を示すブロック図である
。デジタルテレビジョンである放送受信装置１は、図１において、アンテナに接続されて
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おりデジタル地上波又はデジタル衛星波信号を受信する第１デジタルチューナ１１と、同
じく第２デジタルチューナ１２と、それぞれのデジタルチューナ１１，１２から受信信号
が供給される復調器１３と、復調器１３が復調した復調信号を受けるトランスポートデコ
ーダ１４を有している。
【００１０】
　更に、この放送受信装置１は、トランスポートデコーダ１４から出力されたデコード信
号をＭＰＥＧデコードするＭＰＥＧデコーダ１５と、アンテナに接続されアナログ地上波
又はアナログ衛星波信号を受信する第１アナログチューナ１６と、第２アナログチューナ
１７と、各アナログチューナ１６，１７からの信号及び外部のＤＶＤプレーヤ等から映像
音声信号を受ける映像音声処理部１８と、映像音声処理部１８からの映像信号を受けて映
像を表示する表示部１９と、音声を出力するスピーカ２０とを有している。
【００１１】
　更に、この放送受信装置１は、パワースイッチやチャンネルＵＰ，ＤＯＷＮスイッチ等
の操作部２１と、リモコンＲからの操作信号を受けるリモコン受光部２３と、これらから
の操作信号を受け、全体の各ユニットの動作を制御する制御部２２を有している。又、こ
の制御部２２は、特に、チャンネルの深夜等の休止を自動検出する休止判断部２２－１と
、このチャンネル休止の検出結果に基づくチャンネルスキップを設定するスキップ制御部
２２－２を含んでいる。
【００１２】
　更に、この放送受信装置１は、例えば揮発性のメモリ２４と、不揮発性の記憶媒体であ
るＨＤＤコントローラ２５及びＨＤＤ２６と、ＬＡＮ等の外部の通信機能に接続されるネ
ットワークコントローラ２７と、放送信号等から抽出したＥＰＧ（Electronic ProGram）
報を管理するＥＰＧ処理部２８を更に有している。
【００１３】
　（基本動作）
　このような構成による放送受信装置１０は、アンテナから受けた放送信号を第１デジタ
ルチューナ１１等で選局し、選局された放送信号を復調器１３で復調し、トランスポート
デコーダ１４でデコードし、ＭＰＥＧデコーダ１５でデコードして得られた映像音声信号
が映像音声処理部１８に供給される。映像音声処理部１８に供給された映像音声信号はス
ケール変換等の映像処理を施され、更に音声信号についても増幅処理等がなされて、映像
信号に応じた映像が表示部１９等に表示され、音声がスピーカ２０から出力される。
【００１４】
　（チャンネルスキップ処理）
　次に、このような放送受信装置１０が行うチャンネルスキップ処理を、図２乃至図５の
フローチャートを用いて詳細に説明する。図２は、本発明の一実施形態に係る放送受信装
置のスキップフラグ設定処理の一例を示すフローチャートである。
【００１５】
　なお、以下の図２乃至５のフローチャートの各ステップは、回路ブロックに置き換える
ことができ、従って、各フローチャートのステップは、全てブロックに定義しなおすこと
が可能である。
【００１６】
　初めに、この実施形態のチャンネルスキップ処理とは、以下のようなものである。
【００１７】
１．視聴用のチューナとは別のチューナを使って、バックグランドで休止中のチャンネル
を検索し、休止中チャンネルの情報を格納しておく。ユーザがチャンネル変更した場合に
は、そのメモリ情報を参照してスキップ対象のチャンネルであれば自動スキップする。こ
うすることで、選局動作速度を落とすことなく自動スキップを実現する。
【００１８】
２. 別チューナを使って休止中のチャンネルを検索する代わりに、ＥＰＧ情報を元にスキ
ップ対象チャンネルを検索する。
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【００１９】
　・スキップフラグ設定処理
　次に、スキップフラグ設定処理を説明する。なお、チャンネルをスキップさせる方法と
してスキップフラグを用いる方法を示すが、必ずしもスキップフラグを使用する方法を用
いる必要はなく、他の方法によりチャンネルスキップを実現することも好適である。
【００２０】
　スキップフラグ設定処理が次のように行われる。このような放送受信装置１０において
、図２に示すように、初めに、制御部２２の休止判断部２２－１は、第２デジタルチュー
ナ１２が未使用（表示部１９へ表示のため、または、出力部２０に出力のため、または、
ＨＤＤ２６に記録のため等に使用中ではない状態）であるかどうかを判断する（ステップ
Ｓ１１）。単に電源がチューナ部に供給されている状態は、使用中とは考えない。また、
第２デジタルチューナ１２が使用中の時は第１デジタルチューナ１１を用いる。
【００２１】
　上記した場合のように第２デジタルチューナ１２が使用中の際は、図４のフローチャー
トで後述するように、ＥＰＧ（電子番組）情報を用いて番組の休止を検出する処理を行う
（ステップＳ１２）。
【００２２】
　ステップＳ１１において、休止判断部２２－１が第２デジタルチューナ１２がフリーで
あると判断すれば、第２デジタルチューナ１２を用いて、登録チャンネルの最初のチャン
ネルを選局する（ステップＳ１２）。制御部２２の休止判断部２２－１は、例えば“１ｃ
ｈ”を選局して、受信中のチャンネルが放送中であるかどうかを、第２デジタルチューナ
１２からの受信信号のＰＭＴ及びＰＡＴが存在するかどうかにより判断する（ステップＳ
１３）。
【００２３】
　制御部２２の休止判断部２２－１は、受信信号のＰＭＴ及びＰＡＴが存在すれば、放送
中であるとして受信中のチャンネルのスキップフラグが設定されていればこれを解除する
（ステップＳ１４）。更に、制御部２２の休止判断部２２－１は、受信信号のＰＭＴ及び
ＰＡＴが存在しなければ、受信中のチャンネルのスキップフラグを設定する（ステップＳ
１５）。このスキップフラグは、休止判断部２２－１によりメモリ２４に記憶される。
【００２４】
　なお、ここで、ユーザが任意に表示モードを設定することにより、ここでスキップを決
定したチャンネルを図６に示すように表示部１９上で表示３１することも好適である。
【００２５】
　そして、第２チューナ１２により、登録チャンネルの次のチャンネルを選局する（ステ
ップＳ１６）。そして、再び第２チューナ１２がフリーであることを確認して、ステップ
Ｓ１３に進んで次のチャンネルの休止判断とスキップフラグの設定及び解除を行う。登録
チャンネルが最後に到達した場合は、最初の登録チャンネルに戻る。
【００２６】
　このようにして登録チャンネルについて、各チャンネルの放送中・休止中を監視し、ス
キップフラグの設定及び解除を行う。なお、ステップＳ１６において、第２チューナ１２
が表示部１９へ表示のため、または、出力部２０に出力のため、または、ＨＤＤ２６に記
録のため等に使用中となっていれば、スキップフラグ設定処理を終了する。
【００２７】
　テレビの電源が入っている間、あるいはスタンバイ時にこれらの動作を一定時間おきに
実行することで、登録されているチャンネル全てに対して、放送中か否かのスキップフラ
グがメモリ２４に格納されることになる。
【００２８】
　・ＥＰＧ情報を用いたスキップフラグ設定処理
　前述の方法では、複数チューナが必要であり、また視聴用に使っていないチューナがフ
リーである必要があるという制限があった。しかし、以下の実施形態では、ＥＰＧを利用
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することで、このような制限をなくした。ここで、ＥＰＧ上で番組休止が明記されている
場合にのみ自動スキップが有効になる。弱電界で受信できないなど、ローカル環境要因に
より一時的に受信できないチャンネルが存在してもスキップ対象と認識できないといった
別の制限が生じる。そのため、複数チューナを使う方法と、ＥＰＧを使う方法を組み合わ
せて使用する方法が好適である。
【００２９】
　すなわち、放送受信装置１０は、図４のフローチャートにおいて、ＥＰＧ処理部２８は
、デジタルチューナ１１，１２等を介して、放送信号またはネットワーク経由でサーバか
らＥＰＧ情報を抽出する（ステップＳ２１）。次に、休止判断部２２－１は、このＥＰＧ
情報から、放送休止中のチャンネルを検索する（ステップＳ２２）。そして、休止中のチ
ャンネルにはスキップフラグを設定し、それ以外のチャンネルのスキップフラグは解除し
て、終了する（ステップＳ２３）。
【００３０】
　このような処理を、テレビの電源が入っている間、あるいはスタンバイ時一定時間おき
実行することで、登録されているチャンネル全てに対して、放送中か否かのスキップフラ
グがメモリに格納されることになる。
【００３１】
　以上のような処理により、本発明の一実施形態に係る放送受信装置では、ユーザがテレ
ビのチャンネル ＵＰ／ＤＯＷＮキーで次々とチャンネルを変える際に、深夜などで放送
休止中のチャンネルを自動的にスキップする機能により、ノイズを回避し素早い選局をす
ることができる。
【００３２】
　・チャンネルスキップ処理
　次に、このようにして更新されたスキップフラグを用いたチャンネルスキップ処理の一
例をフローチャートを用いて説明する。図３は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置
のスキップフラグを用いたチャンネルスキップ処理の一例を示すフローチャートである。
【００３３】
　図３のフローチャートにおいて、ユーザがリモコンＲ等のチャンネルのＵＰ(またはＤ
ＯＷＮ) キーを押すと（ステップＳ３１）、スキップ制御部２２－２は、第２デジタルチ
ューナ１２がフリーであるかどうかを判別する（ステップＳ３２）。第２デジタルチュー
ナ１２がフリーであれば、１つ後の（または前の）登録チャンネルのスキップフラグをチ
ェックする。この段階では実際に選局を行わず、メモリ２４上に格納されているスキップ
フラグを参照するだけなので高速に動作する（ステップＳ３３）。
【００３４】
　ここで、スキップフラグが設定されているとスキップ制御部２２－２が判断すれば（ス
テップＳ３５）、そのチャンネルは自動スキップの対象なので選局せずにスキップして、
ステップＳ３３に戻る。この際に、図６に示すようにスキップしたチャンネル数３１を画
面１９に表示することも好適である（ステップＳ３７）。
【００３５】
　スキップフラグが設定されていないとスキップ制御部２２－２が判断すれば、そのチャ
ンネルは自動スキップの対象ではないので、スキップせずに選局して、第１デジタルチュ
ーナ１１によりそのチャンネルを選局して表示する（ステップＳ３６）。
【００３６】
　また、ステップＳ１１において、第２デジタルチューナ１２がフリーでなければ、自動
スキップ機能は使わず、第１デジタルチューナ１１で１つ後の（または前の）チャンネル
を選局して終了する（ステップＳ３４）。
【００３７】
　ここで、自動スキップ機能を使わない理由は、第２デジタルチューナ１２２が録画中や
出力部２０に出力中等で使用されていてフリーでないときは、休止中のチャンネルを検索
できず、メモリに格納されているスキップフラグが最新である保証ができないためである
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。もし、古いフラグを元に自動スキップしてしまうと、その後放送を再開したチャンネル
もスキップされるという不都合が生じる。
【００３８】
　以上のように、一部の使用制限は生じるが、視聴用のチューナとは別のチューナを使っ
て、バックグランドで休止中のチャンネルを検索することで、選局動作速度を落とすこと
なく自動スキップを実現することができる。
【００３９】
　次に、視聴用のチューナのみを用いたチャンネルスキップ処理を行うことも好適である
。図５は、本発明の一実施形態に係る放送受信装置のスキップフラグを用いたチャンネル
スキップ処理の他の一例を示すフローチャートである。
【００４０】
　図５のフローチャートにおいて、ユーザがリモコンＲ等のチャンネルのＵＰ(またはＤ
ＯＷＮ) キーを押すと（ステップＳ４１）、スキップ制御部２２－２は、１つ後の（また
は前の）登録チャンネルのスキップフラグをチェックする（ステップＳ４２）。この段階
では実際に選局を行わず、メモリ２４上に格納されているスキップフラグを参照するだけ
なので高速に動作する。
【００４１】
　ここで、スキップフラグが設定されているとスキップ制御部２２－２が判断すれば（ス
テップＳ４３）、そのチャンネルは自動スキップの対象なので選局せずにスキップして、
ステップＳ４２に戻る。この際に、図６に示すようにスキップしたチャンネル数３１を画
面１９に表示することも好適である（ステップＳ４５）。
【００４２】
　スキップフラグが設定されていないとスキップ制御部２２－２が判断すれば、そのチャ
ンネルは自動スキップの対象ではないので、スキップせずに選局して、第１デジタルチュ
ーナ１１によりそのチャンネルを選局して表示する（ステップＳ４４）。
【００４３】
　以上のように、視聴用のチューナのみで自動スキップ処理を行うことも好適であり、こ
の際は、先のステップフラグ設定処理の頻度を多くすることで、休止していたチャンネル
が再開していたのに、スキップされてしまうという事態を回避する工夫が望ましい。
【００４４】
　なお、ここでデジタルチューナ１１，１２の例で説明したが、アナログチューナ１６，
１７についても全く同じ動作が可能である。
【００４５】
　以上記載した様々な実施形態により、当業者は本発明を実現することができるが、更に
これらの実施形態の様々な変形例を思いつくことが当業者によって容易であり、発明的な
能力をもたなくとも様々な実施形態へと適用することが可能である。従って、本発明は、
開示された原理と新規な特徴に矛盾しない広範な範囲に及ぶものであり、上述した実施形
態に限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の一実施形態に係る放送受信装置の構成の一例を示すブロック図。
【図２】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のスキップフラグ設定処理の一例を示す
フローチャート。
【図３】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のＥＰＧ情報を用いたスキップフラグ設
定処理の一例を示すフローチャート。
【図４】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のスキップフラグを用いたチャンネルス
キップ処理の一例を示すフローチャート。
【図５】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のスキップフラグを用いたチャンネルス
キップ処理の他の一例を示すフローチャート。
【図６】本発明の一実施形態に係る放送受信装置のスキップフラグの存在を表示する表示
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画面の一例を示す説明図。
【符号の説明】
【００４７】
　１０…デジタルテレビジョン、１１…デジタルチューナ、１２…デジタルチューナ、１
３…復調部、１４…トランスポートデコーダ、１５…ＭＰＥＧデコーダ、１６…アナログ
チューナ１、１７…アナログチューナ２、１８…映像音声処理部、１９…表示部、２０…
スピーカ、２１…操作部、２２…制御部、２２－１…休止判断部、２２－２…スキップ制
御部、２３…リモコン受光部、２４…メモリ、２５…ＨＤＤコントローラ、２６…ＨＤＤ
、２７…ネットワークコントローラ、２８…ＥＰＧ処理部、Ｒ…リモコン。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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