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(57)【要約】
【課題】ユーザによるチャンネルの選局に対して映像を
表示制御するまでの時間を短縮する放送受信装置を提供
する。
【解決手段】放送受信装置は、第１のチャンネルの放送
信号を受信する第１の受信手段と、前記第１のチャンネ
ル以外の選局対象となるチャンネルの放送信号を切り替
えて受信する第２の受信手段と、前記第１のチャンネル
の選局を指示する信号が入力された場合、前記第１の受
信手段で受信した放送信号に基づいて映像を表示制御し
、前記第１のチャンネル以外のチャンネルの選局を指示
する信号が入力された場合、前記第２の受信手段で受信
した放送信号に基づいて映像を表示制御する表示制御手
段とを有する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のチャンネルの放送信号を受信する第１の受信手段と、
　前記第１のチャンネル以外の選局対象となるチャンネルの放送信号を切り替えて受信す
る第２の受信手段と、
　前記第１のチャンネルの選局を指示する信号が入力された場合、前記第１の受信手段で
受信した放送信号に基づいて映像を表示制御し、前記第１のチャンネル以外のチャンネル
の選局を指示する信号が入力された場合、前記第２の受信手段で受信した放送信号に基づ
いて映像を表示制御する表示制御手段と、
　を有することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　第１のチャンネルの放送信号を受信する第１の受信手段と、
　選局対象となる全てのチャンネルの放送信号を切り替えて受信する第２の受信手段と、
　アップダウン選局により第２のチャンネルから前記第１のチャンネルへの切り替えを指
示する信号が入力された場合、前記第１の受信手段で受信した放送信号に基づいて映像を
表示制御し、前記第２の受信手段で受信する放送信号を前記第２のチャンネルから前記第
１のチャンネルへ切り替え、前記第２の受信手段で受信した放送信号に基づく映像の表示
制御の準備ができた後、前記第１の受信手段で受信した前記第１のチャンネルの放送信号
に基づく映像から前記第２の受信手段で受信した前記第１のチャンネルの放送信号に基づ
く映像に切り替えて表示制御する表示制御手段と、
　を有することを特徴とする放送受信装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記アップダウン選局により前記第１のチャンネルから前記第２
のチャンネルへの切り替えを指示する信号が入力された場合、前記第１の受信手段で受信
した放送信号に基づく映像の表示制御を維持し、前記第２の受信手段で受信する放送信号
を前記第１のチャンネルから前記第２のチャンネルへ切り替え、前記第２の受信手段で受
信した放送信号に基づく映像の表示制御の準備ができた後、前記第１の受信手段で受信し
た前記第１のチャンネルの放送信号に基づく映像から前記第２の受信手段で受信した前記
第２のチャンネルの放送信号に基づく映像に切り替えて表示制御することを特徴とする請
求項２記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は各チャンネルの番組情報を並べたチャンネルリストを表示制御する
ことを特徴とする請求項１に記載の放送受信装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、放送種別ごとの前記チャンネルリストを表示制御することを特徴
とする請求項４記載の放送受信装置。
【請求項６】
　前記表示制御手段は、各放送種別をシームレスにした前記チャンネルリストを表示制御
することを特徴とする請求項４記載の放送受信装置。
【請求項７】
　前記表示制御手段は、特定のチャンネルの表示および非表示設定に基づいて、前記チャ
ンネルリストの表示を設定することを特徴とする請求項４記載の放送受信装置。
【請求項８】
　前記表示制御手段は、前記第１の受信手段で受信した前記第１のチャンネルの放送信号
に基づいて前記チャンネルリストに映像を表示することを特徴とする請求項４記載の放送
受信装置。
【請求項９】
　前記第１の受信手段で受信した放送信号に基づく映像または前記第２の受信手段で受信
した放送信号に基づく映像を表示する表示手段を有することを特徴とする請求項１記載の
放送受信装置。
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【請求項１０】
　第１のチャンネルの放送信号を受信する第１の受信手段と前記第１のチャンネル以外の
選局対象となるチャンネルの放送信号を切り替えて受信する第２の受信手段とを有する放
送受信装置に適用する方法であって、
　第１の受信手段で前記第１のチャンネルの放送信号を受信し、
　前記第１のチャンネルの選局を指示する信号が入力された場合、前記第１の受信手段で
受信した放送信号に基づいて映像を表示制御し、
　前記第１のチャンネル以外のチャンネルの選局を指示する信号が入力された場合、前記
第２の受信手段で受信した放送信号に基づいて映像を表示制御する、
　ことを特徴とする映像表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、チューナによる放送信号の選局に応じて映像を出力する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　周知のように、近年では、テレビジョン放送のデジタル化が推進されてきている。例え
ば、日本国内においては、ＢＳ（broadcasting satellite）デジタル放送及び１１０度Ｃ
Ｓ（communication satellite）デジタル放送等の衛星デジタル放送だけでなく、地上デ
ジタル放送も開始されている。
【０００３】
　ユーザは、リモートコントローラを用いて視聴したいチャンネルを選択する。例えば、
デジタルテレビジョン放送受信装置は、ＥＰＧ（Electric Program Guide）情報を受信し
、ＥＰＧ画面を表示する。ユーザは、ＥＰＧ画面に表示されている番組情報を参照して、
視聴したいチャンネルを選択する。デジタルテレビジョン放送受信装置は、チャンネル選
択に基づいて放送信号を選局する。
【０００４】
　この地上デジタル放送は、チャンネルを切り替えて放送信号を選局するたびに、放送信
号の復調やデコード処理等に要する時間を必要とする。そのため、デジタルテレビジョン
放送受信装置では、切り替えられたチャンネルの映像を出画するまでに待ち時間が発生し
ている。
【０００５】
　特許文献１には、複数のワンセグ放送用チューナとデジタル放送用チューナを有する放
送受信装置において、チャンネルの切り替え時に、切り替えられたチャンネルの放送信号
を選局しているワンセグ放送用チューナの出力に復調及びデコード処理して出力し、デジ
タル放送用チューナで選局された放送信号に対する復調及びデコード処理が終了した後、
デジタル放送用チューナに基づく出力に切り替える構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１６９３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、ワンセグ放送用チューナに基づいて出力しているため
、映像の画質に問題が生じる。特許文献１では、デジタル放送用チューナの選局を切り替
えて最終的に視聴用の映像を取得しているため、制御が煩雑となる。さらに、特定のチャ
ンネルの放送信号を選局するように設定されたワンセグ放送用チューナが放送受信装置に
設けられていない場合、映像が出力されるまでに時間がかかるおそれがある。
【０００８】
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　そこで、この発明は、ユーザによるチャンネルの切り替えに対して映像を表示制御する
までの時間を短縮する放送受信装置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】
【０００９】
　本発明に係る放送受信装置は、第１のチャンネルの放送信号を受信する第１の受信手段
と、前記第１のチャンネル以外の選局対象となるチャンネルの放送信号を切り替えて受信
する第２の受信手段と、前記第１のチャンネルの選局を指示する信号が入力された場合、
前記第１の受信手段で受信した放送信号に基づいて映像を表示制御し、前記第１のチャン
ネル以外のチャンネルの選局を指示する信号が入力された場合、前記第２の受信手段で受
信した放送信号に基づいて映像を表示制御する表示制御手段とを有する。
【発明の効果】
【００１０】
　上記した発明によれば、ユーザによるチャンネルの切り替えに対して映像を表示制御す
るまでの時間を短縮する放送受信装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受信装置の概略構成を示すブロ
ック図。
【図２】第１の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受信装置に用いられるリモート
コントローラの外観図。
【図３】第１の実施形態に係るチャンネル設定を示す画面図。
【図４】第１の実施形態に係るチャンネルリストを映像と共に表示した画面図。
【図５】第１の実施形態に係るアップダウン選局を説明するフローチャート。
【図６】第２の実施形態に係るアップダウン選局を説明するフローチャート。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照し、実施形態について説明する。図１は、第１の実施形態に係るデジ
タルテレビジョン放送受信装置１００の概略構成を示すブロック図である。すなわち、Ｂ
Ｓ／ＣＳデジタル放送受信用のアンテナ４７で受信した衛星デジタルテレビジョン放送信
号は、入力端子４８を介して衛星デジタル放送用チューナ４９に供給されることにより、
所望のチャンネルの放送信号が選局される。
【００１３】
　そして、衛星デジタル放送用チューナ４９で選局された放送信号は、ＰＳＫ（phase sh
ift keying）復調モジュール５０に供給されて、デジタルの映像信号及び音声信号に復調
された後、信号処理モジュール５１に出力される。
【００１４】
　また、地上波放送受信用のアンテナ５２で受信した地上デジタルテレビジョン放送信号
は、入力端子５３を介して第１の地上デジタル放送用チューナ５４に供給されることによ
り、所望のチャンネルの放送信号が選局される。第１の地上デジタル放送用チューナ５４
で選局された放送信号は、第１のＯＦＤＭ（orthogonal frequency division multiplexi
ng）復調モジュール５５に供給されて、デジタルの映像信号及び音声信号に復調された後
、上記信号処理モジュール５１に出力される。
【００１５】
　同様に、第２の地上デジタル放送用チューナ５６で選局された放送信号は、第２のＯＦ
ＤＭ復調モジュール５７に供給されて、デジタルの映像信号及び音声信号に復調された後
、上記信号処理モジュール５１に出力される。第３の地上デジタル放送用チューナ５８で
選局された放送信号は、第３のＯＦＤＭ復調モジュール５９に供給されて、デジタルの映
像信号及び音声信号に復調された後、上記信号処理モジュール５１に出力される。第４の
地上デジタル放送用チューナ５８で選局された放送信号は、第４のＯＦＤＭ復調モジュー
ル６０に供給されて、デジタルの映像信号及び音声信号に復調された後、上記信号処理モ
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ジュール５１に出力される。
【００１６】
　なお、デジタルテレビジョン放送受信装置１００は、第１の地上デジタル放送用チュー
ナ５４から第４の地上デジタル放送用チューナ６０を備えることにより、最大４チャンネ
ルの地上デジタル放送信号を同時に選局することができる。第１の実施形態では、デジタ
ルテレビジョン放送受信装置１００が、地上デジタル放送用チューナを４つ備えるケース
について説明するが、地上デジタル放送用チューナを５つ以上備える構成としてもよい。
【００１７】
　上記信号処理モジュール５１は、ＰＳＫ復調モジュール５０、第１のＯＦＤＭ復調モジ
ュール５５、第２のＯＦＤＭ復調モジュール５７、第３のＯＦＤＭ復調モジュール５９、
第４のＯＦＤＭ復調モジュール６１からそれぞれ供給されたデジタルの映像信号及び音声
信号に対して、選択的に所定のデジタル信号処理を施し、グラフィック処理モジュール５
８及び音声処理モジュール６３に出力している。
【００１８】
　また、上記信号処理モジュール５１には、複数（図示の場合は４つ）の入力端子６４ａ
，６４ｂ，６４ｃ，６４ｄが接続されている。これら入力端子６４ａ～６４ｄは、それぞ
れ、アナログの映像信号及び音声信号を、デジタルテレビジョン放送受信装置１００の外
部から入力可能とするものである。
【００１９】
　この信号処理モジュール５１は、各入力端子６４ａ～６４ｄからそれぞれ供給されたア
ナログの映像信号及び音声信号を選択的にデジタル化し、そのデジタル化された映像信号
及び音声信号に対して所定のデジタル信号処理を施した後、グラフィック処理モジュール
６２及び音声処理モジュール６３に出力している。
【００２０】
　このうち、グラフィック処理モジュール６２は、信号処理モジュール５１から供給され
るデジタルの映像信号に、ＯＳＤ（on screen display）信号生成モジュール６５で生成
されるＯＳＤ信号を重畳して出力する機能を有する。このグラフィック処理モジュール６
４は、信号処理モジュール５１の出力映像信号と、ＯＳＤ信号生成モジュール６５の出力
ＯＳＤ信号とを選択的に出力すること、また、両出力をそれぞれ画面の半分を構成するよ
うに組み合わせて出力することができる。
【００２１】
　グラフィック処理モジュール６４から出力されたデジタルの映像信号は、映像処理モジ
ュール６６に供給される。映像処理モジュール６６により処理された映像信号は、映像表
示器１４に供給され、また出力端子６７にも供給される。映像表示器１４は、映像信号に
基づく映像を表示し、出力端子６７に対して外部機器が接続されると、出力端子６７に供
給された映像信号は、外部機器へ入力される。
【００２２】
　また、上記音声処理モジュール６３は、入力されたデジタルの音声信号を、前記スピー
カ１５で再生可能なフォーマットのアナログ音声信号に変換した後、スピーカ１５に出力
して音声再生させるとともに、出力端子６８を介して外部に導出させる。
【００２３】
　ここで、このデジタルテレビジョン受像機１００は、上記した各種の受信動作を含むそ
の全ての動作を制御モジュール６９によって統括的に制御されている。この制御モジュー
ル６９は、ＣＰＵ（central processing unit）等を内蔵しており、前記操作モジュール
１６からの操作情報、または、リモートコントローラ１７から送出され受光モジュール１
８を介して受信した操作情報を受けて、その操作内容が反映されるように各モジュールを
それぞれ制御している。リモートコントローラ１７は、図２に示すようにチャンネルのア
ップダウンキー１７ａ、カーソルキー（十字キー）１７ｂ、決定キー１７ｃ、選局キー１
７ｄを有する。
【００２４】
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　制御モジュール６９は、主として、そのＣＰＵが実行する制御プログラムを格納したＲ
ＯＭ（read only memory）７０と、該ＣＰＵに作業エリアを提供するＲＡＭ（random acc
ess memory）７１と、各種の設定情報及び制御情報等が格納される不揮発性メモリ７２と
を利用している。
【００２５】
　第１の実施形態では、第１の地上デジタル放送用チューナ５４、第２の地上デジタル放
送用チューナ５６、第３の地上デジタル放送用チューナ５８、第４の地上デジタル放送用
チューナ６０は、以下に示す放送局のチャンネルの放送信号を選局するように設定されて
いる。
【００２６】
　第２の地上デジタル放送用チューナ５６は、例えば放送局Ａのチャンネルの放送信号を
常に選局するように設定されている。第３の地上デジタル放送用チューナ５８は、例えば
放送局Ｂのチャンネルの放送信号を常に選局するように設定されている。第４の地上デジ
タル放送用チューナ６０は、例えば放送局Ｃのチャンネルの放送信号を常に選局するよう
に設定されている。
【００２７】
　第１の地上デジタル放送用チューナ５４は、第２の地上デジタル放送用チューナ５６、
第３の地上デジタル放送用チューナ５８、第４の地上デジタル放送用チューナ６０で選局
する放送局のチャンネルの放送信号以外の放送信号を選局する。つまり、信号処理モジュ
ール５１は、放送局Ａ、Ｂ、Ｃのチャンネルの放送信号に基づく映像信号及び音声信号が
裏処理として常に入力されている。
【００２８】
　第２の地上デジタル放送用チューナ５６、第３の地上デジタル放送用チューナ５８、第
４の地上デジタル放送用チューナ６０で選局する各放送信号のチャンネルは、ユーザが例
えばリモートコントローラ１７を用いて設定する。ユーザがリモートコントローラ１７を
用いてチャンネル設定画面の表示を選択すると、制御モジュール６９は、図３に示すチャ
ンネル設定画面を映像表示器１４に表示制御する。ユーザは、リモートコントローラ１７
のカーソルキー１７ｂを用いて所望のチャンネルを選択し、決定キー１７ｃを用いて決定
する。図３は、ユーザが放送局Ａ、Ｂ、Ｃのチャンネルを選択した状態を示している。第
１の実施形態では、ユーザは、最大で３つのチャンネルを選択できる。制御モジュール６
９は、ユーザが選択したチャンネルを第２の地上デジタル放送用チューナ５６、第３の地
上デジタル放送用チューナ５８、第４の地上デジタル放送用チューナ６０に割り当てる。
【００２９】
　第２の地上デジタル放送用チューナ５６、第３の地上デジタル放送用チューナ５８、第
４の地上デジタル放送用チューナ６０で選局する各放送信号は、制御モジュール６９によ
って視聴頻度が高いチャンネル順に所定期間毎に適宜変更して設定されてもよい。
【００３０】
　図４は、アップダウン選局に用いるチャンネルリストを映像表示器１４に表示した画面
図である。ユーザがリモートコントローラ１７のアップダウンキー１７ａを用いて放送局
Ａ、放送局Ｂ、放送局Ｃ、放送局Ｄの昇順で選局する場合について説明する。
【００３１】
　ここでは、映像表示器１４は、第２の地上デジタル放送用チューナ５６で選局された放
送局Ａのチャンネルの放送信号を復調した映像信号に基づく映像を表示している。ユーザ
がリモートコントローラ１７を用いてアップダウン選局を開始すると、制御モジュール６
９は、チャンネルリストを映像表示器１４に表示されている映像と共に表示制御する。
【００３２】
　ここで、チャンネルリストとは、チャンネル番号、放送局名に加えて、現在放送中の番
組情報を対応付けたチャンネル欄を連続するチャンネル順に並べた一覧である。チャンネ
ルリストは、チャンネル欄をチャンネル番号の小さい順に並べている。チャンネルリスト
は、映像表示器１４の左側に縦方向に表示されているが、表示場所はこれに限られない。
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【００３３】
　ユーザは、アップダウンキー１７ａを用いて昇順または降順でチャンネルリスト上のフ
ォーカス位置が所望のチャンネル欄と一致するように選択することができる。映像表示器
１４に表示されているチャンネルリストに並べられたチャンネル欄の位置は固定であり、
フォーカス位置はアップダウンキー１７ａの入力に基づいてチャンネル欄の間を上下に移
動する。チャンネルリストが映像表示器１４に最初に表示された場合のフォーカス位置は
、例えば、映像表示器１４に表示されている映像に対応するチャンネル欄である。
【００３４】
　制御モジュール６９は、チャンネルリストを映像表示器１４に表示されている映像の一
部または全部に対してＯＳＤ（on screen display）で覆っても、α合成のＯＳＤで覆う
ようにしてもよい。さらに、制御モジュール６９は、チャンネルリストの表示領域と映像
の表示領域とを分離して映像表示器１４に表示制御してもよい。スピーカ１５は、映像表
示器１４にチャンネルリストと共に表示されている映像に対応する音声を出力する。
【００３５】
　制御モジュール６９は、チャンネルリストに表示するチャンネルごとの番組情報を以下
のように作成する。制御モジュール６９は、放送信号に含まれるＳＩ（service informat
ion）からチャンネル情報と番組情報を取得する。
【００３６】
　ＳＩは、番組選択のために規定された各種情報テーブルを有する。例えば、ＳＩは、Ｓ
ＤＴ(service description table)およびＥＩＴ(event information table)を有する。Ｓ
ＤＴは、例えばチャンネル番号と放送局の名称を全チャンネルについて対応付けた情報を
記述している。制御モジュール６９は、チャンネル情報としてこの情報をＳＤＴから取得
して、常に保持しつつ、適宜更新する。
【００３７】
　ＥＩＴは、第２の地上デジタル放送用チューナ５６で選局されている放送信号に対応す
るチャンネルの番組情報である。ＥＩＴは、例えば、番組情報として番組の名称、開始時
刻、内容、ジャンル、プログレスバーなど番組に関する情報を記述している。ＥＩＴは、
ｐ（present）／ｆ(following)情報とスケジュール情報を含んでいる。
【００３８】
　ｐ／ｆ情報は、例えば、第２の地上デジタル放送用チューナ５６で現在選局されている
放送信号に対応する放送局Ａのチャンネルで放送中の番組の番組情報および次に放送予定
の番組の番組情報である。スケジュール情報は、第２の地上デジタル放送用チューナ５６
で現在選局されている放送信号に対応する放送局Ａのチャンネルにおける１週間先までの
番組表および各番組の番組情報である。
【００３９】
　地上デジタル放送は、例えば、第２の地上デジタル放送用チューナ５６が放送局Ａのチ
ャンネルの放送信号を選局している場合、放送局Ａのチャンネルについてｐ／ｆ情報およ
びスケジュール情報を含むＥＩＴしか送信しない。第３の地上デジタル放送用チューナ５
８、第４の地上デジタル放送用チューナ６０についても同様である。
【００４０】
　制御モジュール６９は、ｐ／ｆ情報に含まれる最新の番組情報に基づいてチャンネルリ
ストを作成する。制御モジュール６９は、ｐ／ｆ情報を取得していないチャンネルについ
ては、スケジュール情報に記載されている番組情報に基づいてチャンネルリストを作成す
る。つまり、制御モジュール６９は、スケジュール情報よりもｐ／ｆ情報による番組情報
を優先する。ここでは、地上デジタル放送の場合について説明したが、ＢＳ／ＣＳデジタ
ル放送の場合も同様である。
【００４１】
　この状態で、ユーザがアップダウンキー１７ａを用いて放送局Ａのチャンネルから放送
局Ｂのチャンネルに切り替えると、チャンネルリストおけるフォーカス位置は、放送局Ａ
のチャンネル欄から放送局Ｂのチャンネル欄に移動する。
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【００４２】
　制御モジュール６９は、裏処理として第３の地上デジタル放送用チューナ５８で放送局
Ｂのチャンネルの放送信号を選局し、信号処理モジュール５１で信号処理しているため、
すぐに映像を映像表示器１４に表示制御する。したがって、映像表示器１４は、放送局Ａ
の番組の映像から放送局Ｂの番組の映像に待ち時間なく切り替えて表示できる。
【００４３】
　同様に、ユーザがアップダウンキー１７ａを用いて放送局Ｂのチャンネルから放送局Ｃ
のチャンネルに切り替えると、チャンネルリストにおけるフォーカス位置は、放送局Ｂの
チャンネル欄から放送局Ｃのチャンネル欄に移動する。制御モジュール６９は、裏処理と
して第４の地上デジタル放送用チューナ６０で放送局Ｃのチャンネルの放送信号を選局し
、信号処理モジュール５１で信号処理しているため、すぐに映像を映像表示器１４に表示
制御する。
【００４４】
　次に、ユーザがアップダウンキー１７ａを用いて放送局Ｃのチャンネルから放送局Ｄの
チャンネルに切り替えると、チャンネルリストおけるフォーカス位置は、放送局Ｃのチャ
ンネル欄から放送局Ｄのチャンネル欄に移動する。
【００４５】
　制御モジュール６９は、第１の地上デジタル放送用チューナ５４で選局する放送信号を
放送局Ｄのチャンネルの放送信号に切り替えた後に信号処理モジュール５１で信号処理し
た映像信号に基づいて映像を映像表示器１４に表示制御する。
【００４６】
　制御モジュール６９は、放送局Ｄの番組の映像を映像表示器１４に表示制御する準備が
できる間、第４の地上デジタル放送用チューナ６０で選局した放送局Ｃのチャンネルの放
送信号に基づく映像を映像表示器１４に表示制御した状態を保つようにしてもよい。
【００４７】
　図５は、上記説明した第１の実施形態におけるアップダウン選局を説明するフローチャ
ートである。ここで、第２の地上デジタル放送用チューナ５６、第３の地上デジタル放送
用チューナ５８、第４の地上デジタル放送用チューナ６０で常に選局するように設定され
たチャンネルそれぞれを第１のチャンネルとする。第２の地上デジタル放送用チューナ５
６、第３の地上デジタル放送用チューナ５８、第４の地上デジタル放送用チューナ６０そ
れぞれを第１のチャンネル用の地上デジタル放送用チューナとする。第１のチャンネル以
外のチャンネルの放送信号を切り替えて選局する第１の地上デジタル放送用チューナ５４
を第１のチャンネル以外用の地上デジタル放送用チューナとする。
【００４８】
　はじめにユーザがアップダウンキー１７ａを用いてチャンネルを選択すると、制御モジ
ュール６９は、ユーザが選択したチャンネルが第１のチャンネルか否かを判断する（ステ
ップＳ１０１）。ユーザが選択したチャンネルが第１のチャンネルである場合（ステップ
Ｓ１０１、ＹＥＳ）、制御モジュール６９は、第１のチャンネル用の地上デジタル放送用
チューナ及び対応するＯＦＤＭ復調モジュールに基づく映像を映像表示器１４に表示制御
する（ステップＳ１０２）。
【００４９】
　ユーザが選択したチャンネルが第１のチャンネルでない場合（ステップＳ１０１、ＮＯ
）、制御モジュール６９は、ユーザが選択したチャンネルの放送信号を選局するように切
り替えた第１のチャンネル以外用の地上デジタル放送用チューナ及び対応するＯＦＤＭ復
調モジュールに基づく映像を映像表示器１４に表示制御する（ステップＳ１０３）。
【００５０】
　したがって、第１の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受信装置１００は、選局
において映像表示器１４がブラックアウトとなることを防ぐことができる。さらに、第１
の実施形態によれば、ユーザがリモートコントローラ１７を用いて視聴するチャンネルを
切り替える場合、映像表示器１４は、切り替えられたチャンネルによっては待ち時間なく
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映像を表示できる。
【００５１】
　第１の実施形態では、チャンネルリストは、上記説明した地上デジタル放送の場合だけ
でなく、放送種別（地上デジタル放送／衛星デジタル放送やＴＶ／Ｒａｄｉｏなど）ごと
に用いられる。チャンネルリストは、放送種別ごとに異なるリストであっても、各放送種
別をシームレスにしたリストであってもよい。さらに、チャンネルリストは、ユーザが予
め設定し、不揮発性メモリ６８に記録されているお好み登録したチャンネルのみを表示対
象にしたり、スキップ設定したチャンネルを非表示にしたりしてもよい。
【００５２】
　映像表示器１４は、チャンネルリストに第２の地上デジタル放送用チューナ５６、第３
の地上デジタル放送用チューナ５８、第４の地上デジタル放送用チューナ６０で選局する
放送信号に対応する放送局のチャンネルで放送されている映像（あるいは静止画）を対応
するチャンネル欄に表示するようにしてもよい。
【００５３】
　第１の実施形態では、リモートコントローラ１７によるチャンネルの選択は、アップダ
ウンキー１７ａを用いたアップダウン選局以外に、カーソルキー１７ｄを用いたアップダ
ウン選局であってもよい。また、チャンネルの選択は、選局キー１７ｄによるチャンネル
の選択、３桁のチャンネル番号の入力による選択、ＥＰＧ画面によるチャンネルの選択の
いずれであってもよい。ここでは、映像表示器１４は、アップダウン選局時に図４に示す
ようなチャンネルリストを表示する例について説明したが、チャンネルリストを表示しな
くてもよい。
【００５４】
　次に、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態に係るデジタルテレビジョン
放送受信装置１００は、図１に示す第２の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受信
装置１００と同様の構成である。第２の実施形態では、第１の地上デジタル放送用チュー
ナ５４は、視聴用チューナとして設定されている。つまり、ユーザがリモートコントロー
ラ１７を用いて所望のチャンネルを選択した場合、映像表示器１４は、第１の地上デジタ
ル放送用チューナ５４で選局された放送信号を復調した映像信号に基づく映像を表示する
。
【００５５】
　第２の地上デジタル放送用チューナ５６は、例えば放送局Ａのチャンネルの放送信号を
常に選局するように設定されている。第３の地上デジタル放送用チューナ５８は、例えば
放送局Ｂのチャンネルの放送信号を常に選局するように設定されている。第４の地上デジ
タル放送用チューナ６０は、例えば放送局Ｃのチャンネルの放送信号を常に選局するよう
に設定されている。
【００５６】
　ユーザがリモートコントローラ１７のアップダウンキー１７ａを用いて昇順または降順
でチャンネルを選択した場合、制御モジュール６９は、視聴用チューナである第１の地上
デジタル放送用チューナ５４で選局する放送信号を切り替える。
【００５７】
　デジタルテレビジョン放送受信装置１００は、第１の地上デジタル放送用チューナ５４
で選局する放送信号の切り替え、第１のＯＦＤＭ復調モジュール５５による放送信号の復
調、信号処理モジュール５１によるデジタル信号処理に時間を要する。アップダウン選局
は、これらによる信号処理がなされた後に昇順または降順による次のチャンネルへの切り
替えが可能となる。
【００５８】
　次に、ユーザがアップダウンキー１７ａを用いて放送局Ａ、放送局Ｂ、放送局Ｃ、放送
局Ｄの昇順で選局する場合について説明する。第１の実施形態と同様に、映像表示器１４
は、アップダウン選局時に、図４に示すチャンネルリスト表示する。ここでは、映像表示
器１４は、第１の地上デジタル放送用チューナ５４で選局された放送局Ａのチャンネルの
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放送信号を復調した映像信号に基づく映像を表示している。
【００５９】
　この状態で、ユーザがアップダウンキー１７ａを用いて放送局Ａのチャンネルから放送
局Ｂのチャンネルに切り替えると、チャンネルリストおけるフォーカス位置は、放送局Ａ
のチャンネル欄から放送局Ｂのチャンネル欄に移動する。
【００６０】
　制御モジュール６９は、裏処理として第３の地上デジタル放送用チューナ５８で放送局
Ｂのチャンネルの放送信号を選局し、信号処理モジュール５１で信号処理しているため、
すぐに映像を映像表示器１４に表示制御する。
【００６１】
　制御モジュール６９は、第１の地上デジタル放送用チューナ５４による放送局Ｂのチャ
ンネルの放送信号の選局ではなく、第３の地上デジタル放送用チューナ５８による放送局
Ｂのチャンネルの放送信号の選局に基づく映像を映像表示器１４に表示制御している。
【００６２】
　したがって、映像表示器１４は、遅滞なく放送局Ａのチャンネルの番組の映像から放送
局Ｂのチャンネルの番組の映像に切り替えて表示できる。アップダウン選局における映像
表示器１４への出画時間は短縮する。
【００６３】
　ユーザが、放送局Ｂのチャンネル欄にフォーカス位置がある状態でリモートコントロー
ラ１７の決定キー１７ｃを押下すると、制御モジュール６９は、放送局Ｂのチャンネルに
対応する放送信号を選局するように第１の地上デジタル放送用チューナ５４を切り替える
。
【００６４】
　制御モジュール６９は、第１の地上デジタル放送用チューナ５４で放送局Ｂのチャンネ
ルの放送信号の選局に基づく映像を映像表示器１４に表示制御する準備ができた後、第３
の地上デジタル放送用チューナ５８ではなく第１の地上デジタル放送用チューナ５４で選
局した放送局Ｂのチャンネルの放送信号に基づく映像に切り替えて映像表示器１４に表示
制御する。
【００６５】
　同様に、ユーザがアップダウンキー１７ａを用いて放送局Ｂのチャンネルから放送局Ｃ
のチャンネルに切り替えると、チャンネルリストおけるフォーカス位置は、放送局Ｂのチ
ャンネル欄から放送局Ｃのチャンネル欄に移動する。制御モジュール６９は、裏処理とし
て第４の地上デジタル放送用チューナ６０で放送局Ｃのチャンネルの放送信号を選局し、
信号処理モジュール５１で信号処理しているため、すぐに映像を映像表示器１４に表示制
御する。
【００６６】
　次に、ユーザがアップダウンキー１７ａを用いて放送局Ｃのチャンネルから放送局Ｄの
チャンネルに切り替えると、チャンネルリストおけるフォーカス位置は、放送局Ｃのチャ
ンネル欄から放送局Ｄのチャンネル欄に移動する。制御モジュール６９は、第４の地上デ
ジタル放送用チューナ６０で放送局Ｃのチャンネルの放送信号の選局に基づく映像を映像
表示器１４に表示制御した状態を保つ。
【００６７】
　つまり、制御モジュール６９は、デジタルテレビジョン放送受信装置１００に放送局Ｄ
のチャンネルの放送信号を常に選局するように設定された地上デジタル放送用チューナが
設けられていないため、すぐに放送局Ｄのチャンネルの番組の映像を映像表示器１４に表
示制御することはできない。したがって、ユーザが視聴したい放送局のチャンネル欄にフ
ォーカス位置がある状態でリモートコントローラ１７の決定キー１７ｃを押下するまで、
制御モジュール６９は、放送局Ｃのチャンネルの番組の映像を映像表示器１４に表示制御
した状態を維持する。したがって、第２の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受信
装置１００は、アップダウン選局において映像表示器１４がブラックアウトとなることを
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抑えることができる。
【００６８】
　ユーザがアップダウンキー１７ａを用いてアップダウン選局を続行し、チャンネルリス
トおけるフォーカス位置を放送局Ａのチャンネル欄に戻すと、制御モジュール６９は、放
送局Ｃのチャンネルの番組の映像から、第２の地上デジタル放送用チューナ５６で選局す
る放送局Ａのチャンネルの放送信号に基づく映像に切り替えて映像表示器１４に表示制御
する。
【００６９】
　ユーザが、放送局Ｄのチャンネル欄にフォーカス位置がある状態でリモートコントロー
１７の決定キー１７ｃを押下すると、制御モジュール６９は、第１の地上デジタル放送用
チューナ５４で放送局Ｄのチャンネルの放送信号を選局するように切り替える。映像表示
器１４は、第４の地上デジタル放送用チューナ６０で選局する放送局Ｃのチャンネルの放
送信号に基づく映像から、第１の地上デジタル放送用チューナ５４で選局する放送局Ｄの
チャンネルの放送信号に基づく映像に切り替えて表示する。
【００７０】
　ユーザが、放送局Ｄのチャンネル欄にフォーカス位置がある状態でリモートコントロー
１７の決定キー１７ｃを押下しなくても、制御モジュール６９は、所定時間経過後、放送
局Ｃのチャンネル番組の映像から放送局Ｄのチャンネルの放送信号の番組の映像に切り替
えて映像表示器１４に表示制御するようにしてもよい。つまり、制御モジュール６９は、
第１の地上デジタル放送用チューナ５４で放送局Ｄのチャンネルの放送信号の選局に基づ
く映像を映像表示器１４に表示制御する準備をする。その後、制御モジュール６９は、準
備が完了すると、第４の地上デジタル放送用チューナ６０で選局する放送局Ｃのチャンネ
ルの放送信号に基づく映像から、第１の地上デジタル放送用チューナ５４で選局する放送
局Ｄのチャンネルの放送信号に基づく映像に切り替えて映像表示器１４に表示制御する。
【００７１】
　また、制御モジュール６９は、ユーザがアップダウンキー１７ａを短押しした場合は
第１の地上デジタル放送用チューナ５４のみを用いてアップダウン選局し、ユーザがアッ
プダウンキー１７ａを長押しした場合は上記説明したように第１の地上デジタル放送用チ
ューナ５４、第２の地上デジタル放送用チューナ５６、第３の地上デジタル放送用チュー
ナ５８、第４の地上デジタル放送用チューナ６０を用いてアップダウン選局するようにし
てもよい。
【００７２】
　図６は、上記説明した第２の実施形態におけるアップダウン選局を説明するフローチャ
ートである。ここで、第１のチャンネルは、第１の実施形態と同様の意味とする。また、
第１のチャンネル用の地上デジタル放送用チューナは、第１の実施形態と同様の意味とす
る。第１のチャンネルを含めた選局対象となるチャンネルの放送信号を切り替えて選局す
る第１の地上デジタル放送用チューナ５４を共通地上デジタル放送用チューナとする。
【００７３】
　はじめにユーザがアップダウンキー１７ａを用いてチャンネルを選択すると、制御モジ
ュール６９は、ユーザが選択したチャンネルが第１のチャンネルか否かを判断する（ステ
ップＳ２０１）。ユーザが選択したチャンネルが第１のチャンネルである場合（ステップ
Ｓ２０１、ＹＥＳ）、制御モジュール６９は、第１のチャンネル用の地上デジタル放送用
チューナ及び対応するＯＦＤＭ復調モジュールに基づく映像を映像表示器１４に表示制御
する（ステップＳ２０２）。
【００７４】
　次に、制御モジュール６９は、共通地上デジタル放送用チューナを第１のチャンネルの
放送信号を選局するように切り替える。制御モジュール６９は、共通地上デジタル放送用
チューナ及び対応するＯＦＤＭ復調モジュールで第１のチャンネルの放送信号に基づく映
像を映像表示器１４に表示制御する準備ができたか否かを判断する（ステップ２０３）。
【００７５】
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　準備ができていない場合（ステップＳ２０３、ＮＯ）、制御モジュール６９は、ステッ
プＳ２０２の動作を続行する。準備ができた場合（ステップＳ２０３、ＹＥＳ）、制御モ
ジュール６９は、第１のチャンネル用の地上デジタル放送用チューナではなく共通地上デ
ジタル放送用チューナで選局した第１のチャンネルの放送信号に基づく映像に切り替えて
映像表示器１４に表示制御する（ステップＳ２０４）。
【００７６】
　ユーザが選択したチャンネルが第１のチャンネルでない場合（ステップＳ２０１、ＮＯ
）、制御モジュール６９は、共通地上デジタル放送用チューナをユーザが選択したチャン
ネルの放送信号を選局するように切り替え、共通地上デジタル放送用チューナで選局した
チャンネルの放送信号に基づく映像を映像表示器１４に表示制御する（ステップＳ２０５
）。　第２の実施形態によれば、アップダウン選局における映像表示器１４でのブラック
アウトおよび出画時間の遅延を解消できる。
【００７７】
　なお、この発明は上記した実施の形態そのままに限定されるものではなく、実施段階で
はその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を種々変形して具体化することができる。また、
上記した実施の形態に開示されている複数の構成要素を適宜に組み合わせることにより、
種々の発明を形成することができる。例えば、実施の形態に示される全構成要素から幾つ
かの構成要素を削除しても良いものである。さらに、異なる実施の形態に係る構成要素を
適宜組み合わせても良いものである。
【符号の説明】
【００７８】
　１４…映像表示器、１７…リモートコントローラ、１７ａ…アップダウンキー、１７ｂ
…カーソルキー、１７ｃ…決定キー、４９…衛星デジタル放送用チューナ、５４…第１の
地上デジタル放送用チューナ、５６…第２の地上デジタル放送用チューナ、５８…第３の
地上デジタル放送用チューナ、６０…第４の地上デジタル放送用チューナ、６９…制御モ
ジュール、１００…デジタルテレビジョン放送受信装置。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年11月1日(2010.11.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上デジタル放送内の第１のチャンネルの放送信号を受信する第１の受信手段と、
　前記第１のチャンネル以外の選局対象となる前記地上デジタル放送内のチャンネルの放
送信号を切り替えて受信する第２の受信手段と、
　前記第１のチャンネルの選局を指示する信号が入力された場合、前記第１の受信手段で
受信した放送信号に基づいて映像を表示制御し、前記第１のチャンネル以外のチャンネル
の選局を指示する信号が入力された場合、前記第２の受信手段で受信した放送信号に基づ
いて映像を表示制御し、放送種別ごとの各チャンネルの番組情報を並べたチャンネルリス
トを表示制御する表示制御手段と、
　を有することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　地上デジタル放送内の第１のチャンネルの放送信号を受信する第１の受信手段と、
　選局対象となる前記地上デジタル放送内の全てのチャンネルの放送信号を切り替えて受
信する第２の受信手段と、
　アップダウン選局により第２のチャンネルから前記第１のチャンネルへの切り替えを指
示する信号が入力された場合、前記第１の受信手段で受信した放送信号に基づいて映像を
表示制御し、前記第２の受信手段で受信する放送信号を前記第２のチャンネルから前記第
１のチャンネルへ切り替え、前記第２の受信手段で受信した放送信号に基づく映像の表示
制御の準備ができた後、前記第１の受信手段で受信した前記第１のチャンネルの放送信号
に基づく映像から前記第２の受信手段で受信した前記第１のチャンネルの放送信号に基づ
く映像に切り替えて表示制御し、放送種別ごとの各チャンネルの番組情報を並べたチャン
ネルリストを表示制御する表示制御手段と、
　を有することを特徴とする放送受信装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記アップダウン選局により前記第１のチャンネルから前記第２
のチャンネルへの切り替えを指示する信号が入力された場合、前記第１の受信手段で受信
した放送信号に基づく映像の表示制御を維持し、前記第２の受信手段で受信する放送信号
を前記第１のチャンネルから前記第２のチャンネルへ切り替え、前記第２の受信手段で受
信した放送信号に基づく映像の表示制御の準備ができた後、前記第１の受信手段で受信し
た前記第１のチャンネルの放送信号に基づく映像から前記第２の受信手段で受信した前記
第２のチャンネルの放送信号に基づく映像に切り替えて表示制御することを特徴とする請
求項２記載の放送受信装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、各放送種別をシームレスにした前記チャンネルリストを表示制御
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５】
　前記表示制御手段は、特定のチャンネルの表示および非表示設定に基づいて、前記チャ
ンネルリストの表示を設定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】
　前記表示制御手段は、前記第１の受信手段で受信した前記第１のチャンネルの放送信号
に基づいて前記チャンネルリストに映像を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。
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【請求項７】
　前記第１の受信手段で受信した放送信号に基づく映像または前記第２の受信手段で受信
した放送信号に基づく映像を表示する表示手段を有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】
　地上デジタル放送内の第１のチャンネルの放送信号を受信する第１の受信手段と前記第
１のチャンネル以外の選局対象となる前記地上デジタル放送内のチャンネルの放送信号を
切り替えて受信する第２の受信手段とを有する放送受信装置に適用する方法であって、
　第１の受信手段で前記第１のチャンネルの放送信号を受信し、
　前記第１のチャンネルの選局を指示する信号が入力された場合、前記第１の受信手段で
受信した放送信号に基づいて映像を表示制御し、
　前記第１のチャンネル以外のチャンネルの選局を指示する信号が入力された場合、前記
第２の受信手段で受信した放送信号に基づいて映像を表示制御し、
　放送種別ごとの各チャンネルの番組情報を並べたチャンネルリストを表示制御する、
　ことを特徴とする映像表示方法。
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