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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に動作指示を入力するための入力手段と、放送局から発信される符号化された
デジタル／アナログ放送信号を受信する受信手段と、前記受信手段により受信したデジタ
ル／アナログ放送信号を復号して本装置に接続された映像を表示する表示手段に出力する
デジタル／アナログ復号手段と、前記デジタル復号手段によって復号された放送信号に含
まれるチャンネル情報を記憶する記憶手段と、前記表示手段に所定のオンスクリーンディ
スプレイ（以下、ＯＳＤと記す）表示をさせるＯＳＤ出力手段と、上記各手段を制御する
制御手段とを備え、チャンネル情報を前記表示手段よりＯＳＤ表示する機能を有する放送
受信装置において、
　同一又は同一系統の放送局からデジタル放送信号とアナログ放送信号とが互いに異なる
チャンネルにより発信され、デジタル放送信号は、１つのチャンネルにつき１又は複数の
コンテンツを発信するためのサブチャンネルを含み、かつ、これらのサブチャンネルにア
ナログ放送のチャンネル番号と同一の番号とサブチャンネル番号とからなる仮想チャンネ
ルが付与されており、
　前記制御手段は、前記入力手段により入力された受信チャンネル情報の追加／削除の指
示又はチャンネル変更の指示に応じて、受信可能なチャンネルの放送信号を前記受信手段
に受信させ、この放送信号を前記デジタル復号手段によって復号させ、この復号信号から
チャンネル情報を解析し、アナログ放送のチャンネル情報及びデジタル放送の仮想チャン
ネル情報の一覧をデジタル／アナログが混在した状態で前記表示手段にＯＳＤ表示させ、
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その際に、前記復号信号から解析したチャンネル情報と前記記憶手段に記憶させているチ
ャンネル情報とを比較して、放送を受信できなくなったチャンネルと新たに受信可能とな
ったチャンネルとを判別し、受信できなくなったチャンネルに２本線を重ねてＯＳＤ表示
させ、新たに受信可能となったチャンネルを枠で囲んでＯＳＤ表示させるものであり、さ
らに、
　前記表示手段にＯＳＤ表示された一覧の中から、放送を受信できなくなったチャンネル
について削除を指定するユーザの操作指示に応じて前記記憶手段の記憶データを削除する
データ削除手段と、
　新たに受信可能となったチャンネルについて追加を指定するユーザの操作指示に応じて
前記記憶手段の記憶データとして追加するデータ追加手段とを備えたことを特徴とするチ
ャンネル情報のオンスクリーン表示機能を有する放送受信装置。
【請求項２】
　装置本体に動作指示を入力するための入力手段と、放送局から発信される符号化された
デジタル放送信号を受信する受信手段と、前記受信手段により受信したデジタル放送信号
を復号して本装置に接続された映像を表示する表示手段に出力するデジタル復号手段と、
前記デジタル復号手段によって復号された放送信号に含まれるチャンネル情報を記憶する
記憶手段と、前記表示手段に所定のオンスクリーンディスプレイ（以下、ＯＳＤと記す）
表示をさせるＯＳＤ出力手段と、上記各手段を制御する制御手段とを備え、チャンネル情
報を前記表示手段よりＯＳＤ表示する機能を有する放送受信装置において、
　同一又は同一系統の放送局からデジタル放送信号とアナログ放送信号とが互いに異なる
チャンネルにより発信され、デジタル放送信号は、１つのチャンネルにつき１又は複数の
コンテンツを発信するためのサブチャンネルを含み、かつ、これらのサブチャンネルにア
ナログ放送のチャンネル番号と同一の番号とサブチャンネル番号とからなる仮想チャンネ
ルが付与されており、
　前記制御手段は、前記入力手段により入力されたチャンネル情報表示の指示又はチャン
ネル変更の指示に応じて、受信可能なチャンネルの放送信号を前記受信手段に受信させ、
この放送信号を前記デジタル復号手段によって復号させ、この復号信号からチャンネル情
報を解析し、アナログ放送のチャンネル情報及びデジタル放送の仮想チャンネル情報の一
覧をデジタル／アナログが混在した状態で前記表示手段にＯＳＤ表示させ、その際に、前
記復号信号から解析したチャンネル情報と前記記憶手段に記憶させているチャンネル情報
とを比較して、放送を受信できなくなったチャンネルと新たに受信可能となったチャンネ
ルとを判別し、受信できなくなったチャンネルに２本線を重ねてＯＳＤ表示させ、新たに
受信可能となったチャンネルを枠で囲んでＯＳＤ表示させることを特徴とするチャンネル
情報のオンスクリーン表示機能を有する放送受信装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記表示手段にＯＳＤ表示された一覧の中から、削除を指定するユー
ザの操作指示に応じて前記記憶手段の記憶データを削除するデータ削除手段と、
　新たに受信可能となったチャンネルについて追加を指定するユーザの操作指示に応じて
前記記憶手段の記憶データとして追加するデータ追加手段とを備えたことを特徴とする請
求項２に記載のチャンネル情報のオンスクリーン表示機能を有する放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、受信可能なデジタル／アナログ放送のチャンネル情報をオンスクリーン表示さ
せる機能を有する放送受信装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、テレビジョン受像機等の放送受信装置においては、チャンネル番号をＯＳＤ表
示してユーザの使い勝手を向上させたものがある。一例を挙げれば、受信可能な全チャン
ネル番号をＣＲＴの画面上に一覧表示させた状態で、受信中であると判定したチャンネル
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番号の修飾を変化させることによって、受信チャンネルの確認を容易にした表示装置があ
る（例えば、特開平５－２３６３６９号公報参照）。この表示装置における受信状態の判
定は、予め定められた周波数領域内にチューナから出力されるＡＦＴ（自動周波数調整）
信号が存在するか否かによってなされる。また、別な装置の例としては、全チャンネルを
順送りし、放送検出回路の検出するＶＩＦ信号や垂直同期信号の有無により各チャンネル
の放送信号の有無を検出し、いずれのチャンネルに放送信号が存在するかを一覧表示して
、選局時のチャンネル選択の操作を容易にした選局装置がある（例えば、特開昭５５－２
６７６０号公報参照）。この選局装置においても、チャンネルの順送りはチューナの受信
周波数を制御することにより成されている。
【０００３】
ところで、近年においては、従前のアナログ放送に加えて、高画質化・多チャンネル化が
可能なＢＳ（Broadcasting Satellite）デジタル放送、ＣＳ（Communications Satellite
）デジタル放送に代表されるデジタル放送が発信され、急速に普及しつつある。デジタル
放送は、例えば、北米のデジタル放送規格ＡＴＳＣ（Advanced Television Systems Comm
ittee）の放送においては、アナログ放送とは互いに異なる物理チャンネルにより発信さ
れる。これらの内、従来のアナログ放送と同一又は同一系統の放送局から発信されるデジ
タル放送は数多くあり、この場合は、従来のアナログ放送のチャンネル番号に慣れたユー
ザの使い勝手を向上させるため、従来のアナログ放送のチャンネル番号と同一のチャンネ
ル番号が割り当てられた仮想チャンネルによって、選局や表示が行えるように運営されて
いる。
【０００４】
また、デジタル放送は、アナログ放送とは互いに異なる所定の周波数帯域の搬送波がチャ
ンネル毎に割り当てられている。このチャンネルは、メインチャンネルと称され、１つの
メインチャンネルは、１又は複数のコンテンツを発信するためのサブチャンネルを含んで
いる。サブチャンネルの構成は、放送時間帯によって変動し、その一例として、メインチ
ャンネル”４”のある時間帯（ＰＭ８：００～ＰＭ１２：００）におけるサブチャンネル
の構成を図５に示す。
【０００５】
図５によれば、ＰＭ８：００～ＰＭ９：００では、”０”～”４”のサブチャンネルが、
ＰＭ９：００～ＰＭ１０：００では、”０”及び”１”のサブチャンネルが、ＰＭ１０：
００～ＰＭ１１：００では、”０”～”４”のサブチャンネルが、ＰＭ１１：００～ＰＭ
１２：００では、”０”～”３”のサブチャンネルが放送される。ここで、サブチャンネ
ルが”０”（物理チャンネルが”４－０”）のチャンネルはＮＴＳＣ（National Televis
ion Systems Committee）規格によるアナログ放送であり、サブチャンネルが”１”～”
４”（仮想チャンネルが”４－１”～”４－４”）のチャンネルはデジタル放送である。
また、チャンネル”４－０”から放送されるＴＶ番組は従前からのアナログ放送のテレビ
ジョン番組であり、チャンネル”４－１”～”４－４”から放送されるＳＤ（Standard D
efinition）番組はデジタル放送の標準画質番組であり、チャンネル”４－１”から放送
されるＨＤ（High Definition）番組はデジタル放送の高画質番組である。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来の装置においては、デジタル／アナログ放送のチャンネル情報は、
チューナが受信する周波数帯域毎に受信状態の判定を行ってチャンネル情報を表示するの
で、表示されるチャンネル情報の順序は、発信される周波数帯域に依存する。従って、ア
ナログ放送と同一の仮想チャンネル番号が付与されたデジタル放送であっても、上記アナ
ログ放送とは発信される周波数帯域が異なるため、連続的に、かつ、１つの画面上に混在
して表示されることはない。よって、ユーザが、受信可能な同一又は同一系統のチャンネ
ルを把握することが困難である。
【０００７】
また、デジタル放送におけるチャンネル構成は時間帯によって頻繁に変動するために、単
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に受信可能なチャンネルを表示するだけでは、どのチャンネルの放送が無くなったのか、
また、どのチャンネルの放送が新たに増えたのかが不明であり、使い勝手が良くない。
【０００８】
さらにまた、デジタル放送は多チャンネルで発信されるため、従来装置のように受信可能
な全てのチャンネルを表示すると、各ユーザの視聴意志のないチャンネルまで全て表示さ
れることになり、所望のチャンネルを表示させる際に、却って、ユーザに煩雑な操作を強
いることにもなる。
【０００９】
本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、同一又は同一系統の放
送局から発信されるデジタル／アナログ放送のチャンネル情報の表示を混在させてＯＳＤ
表示させ、また、デジタル放送のチャンネル構成の変動を視覚的に容易に把握でき、さら
にＯＳＤ表示された画面上でユーザの視聴意志のあるチャンネル情報のみを画面上に表示
させ、かつ記憶手段に記憶させることにより、ユーザの選局操作時における使い勝手の向
上を図った放送受信装置を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、請求項１の発明は、装置本体に動作指示を入力するための
入力手段と、放送局から発信される符号化されたデジタル／アナログ放送信号を受信する
受信手段と、受信手段により受信したデジタル／アナログ放送信号を復号して本装置に接
続された映像を表示する表示手段に出力するデジタル／アナログ復号手段と、デジタル復
号手段によって復号された放送信号に含まれるチャンネル情報を記憶する記憶手段と、表
示手段に所定のオンスクリーンディスプレイ（以下、ＯＳＤと記す）表示をさせるＯＳＤ
出力手段と、上記各手段を制御する制御手段とを備え、チャンネル情報を表示手段よりＯ
ＳＤ表示する機能を有する放送受信装置において、同一又は同一系統の放送局からデジタ
ル放送信号とアナログ放送信号とが互いに異なるチャンネルにより発信され、デジタル放
送信号は、１つのチャンネルにつき１又は複数のコンテンツを発信するためのサブチャン
ネルを含み、かつ、これらのサブチャンネルにアナログ放送のチャンネル番号と同一の番
号とサブチャンネル番号とからなる仮想チャンネルが付与されており、制御手段は、入力
手段により入力された受信チャンネル情報の追加／削除の指示又はチャンネル変更の指示
に応じて、受信可能なチャンネルの放送信号を受信手段に受信させ、この放送信号をデジ
タル復号手段によって復号させ、この復号信号からチャンネル情報を解析し、アナログ放
送のチャンネル情報及びデジタル放送の仮想チャンネル情報の一覧をデジタル／アナログ
が混在した状態で表示手段にＯＳＤ表示させ、その際に、復号信号から解析したチャンネ
ル情報と記憶手段に記憶させているチャンネル情報とを比較して、放送を受信できなくな
ったチャンネルと新たに受信可能となったチャンネルとを判別し、受信できなくなったチ
ャンネルに２本線を重ねてＯＳＤ表示させ、新たに受信可能となったチャンネルを枠で囲
んでＯＳＤ表示させるものであり、さらに、表示手段にＯＳＤ表示された一覧の中から、
放送を受信できなくなったチャンネルについて削除を指定するユーザの操作指示に応じて
記憶手段の記憶データを削除するデータ削除手段と、新たに受信可能となったチャンネル
について追加を指定するユーザの操作指示に応じて記憶手段の記憶データとして追加する
データ追加手段とを備えたことを特徴とするチャンネル情報のオンスクリーン表示機能を
有するものである。
【００１１】
この構成においては、アナログの放送信号は従前のチャンネルで発信され、デジタル放送
信号はアナログ放送信号とは異なるチャンネル、すなわち、周波数帯域の搬送波によって
発信される。従って、デジタル／アナログ放送信号は、同一又は同一系統の放送局から発
信される場合であっても、互いに異なるチャンネルで発信される。また、デジタル放送信
号には１つのチャンネルにつき１又は複数のコンテンツを発信するサブチャンネルを含む
。これらのサブチャンネルには、アナログ放送のチャンネル番号と同一の番号を含む仮想
チャンネルが割り当てられているので、アナログ放送に慣れているユーザが違和感を覚え
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ることなく選局することができる。
【００１２】
そして、ユーザが受信チャンネル情報の追加／削除の指示又はチャンネル変更の指示を入
力すると、制御手段は、受信手段に符号化された放送信号を受信させ、この放送信号をデ
ジタル復号手段によって復号化させ、この復号信号を解析することによりチャンネル情報
を得る。ここで得られるチャンネル情報には、デジタル放送の仮想チャンネル番号やアナ
ログ放送のチャンネル情報も含まれる。従って、同一又は同一系統の放送局から発信され
るデジタル／アナログのチャンネル情報を一括して取得することができる。よって、制御
手段は、これらのチャンネル情報を一括して記憶手段に記憶させると共に、チャンネル情
報の一覧をデジタル／アナログが混在した状態で表示手段にＯＳＤ表示させることができ
る。
【００１３】
　この際に、制御手段は、得られたチャンネル情報と記憶手段から読み出したチャンネル
情報とを比較して、受信できなくなったチャンネルと、新たに受信可能となったチャンネ
ルとを判別し、それぞれについて、その旨をＯＳＤ表示させ、チャンネル情報の変更点を
明示する。このＯＳＤ表示としては、例えば、受信できなくなったチャンネルに対しては
２重線を重ねた表示を行い、新たに受信可能となったチャンネルに対しては枠で囲んだ表
示を行う等がある。このような表示によってチャンネル情報の変更点を視覚的に把握でき
るようになる。
【００１４】
このように、チャンネル情報の変更点がＯＳＤ表示されるので、ユーザは、データ削除手
段又はデータ追加手段を用いて、記憶データを削除し、又は、追加記憶データを記憶させ
ることができる。これにより、表示手段にＯＳＤ表示されるチャンネル情報は、逐次、最
新のデータに更新されたものとなる。
【００１５】
　また、請求項２の発明は、装置本体に動作指示を入力するための入力手段と、放送局か
ら発信される符号化されたデジタル放送信号を受信する受信手段と、受信手段により受信
したデジタル放送信号を復号して本装置に接続された映像を表示する表示手段に出力する
デジタル復号手段と、デジタル復号手段によって復号された放送信号に含まれるチャンネ
ル情報を記憶する記憶手段と、表示手段に所定のオンスクリーンディスプレイ（以下、Ｏ
ＳＤと記す）表示をさせるＯＳＤ出力手段と、上記各手段を制御する制御手段とを備え、
チャンネル情報を表示手段よりＯＳＤ表示する機能を有する放送受信装置において、同一
又は同一系統の放送局からデジタル放送信号とアナログ放送信号とが互いに異なるチャン
ネルにより発信され、デジタル放送信号は、１つのチャンネルにつき１又は複数のコンテ
ンツを発信するためのサブチャンネルを含み、かつ、これらのサブチャンネルにアナログ
放送のチャンネル番号と同一の番号とサブチャンネル番号とからなる仮想チャンネルが付
与されており、制御手段は、入力手段により入力されたチャンネル情報表示の指示又はチ
ャンネル変更の指示に応じて、受信可能なチャンネルの放送信号を受信手段に受信させ、
この放送信号をデジタル復号手段によって復号させ、この復号信号からチャンネル情報を
解析し、アナログ放送のチャンネル情報及びデジタル放送の仮想チャンネル情報の一覧を
デジタル／アナログが混在した状態で表示手段にＯＳＤ表示させ、その際に、復号信号か
ら解析したチャンネル情報と記憶手段に記憶させているチャンネル情報とを比較して、放
送を受信できなくなったチャンネルと新たに受信可能となったチャンネルとを判別し、受
信できなくなったチャンネルに２本線を重ねてＯＳＤ表示させ、新たに受信可能となった
チャンネルを枠で囲んでＯＳＤ表示させるものである。
【００１６】
　この構成においては、請求項１の発明と同様に、デジタル／アナログ放送信号は、同一
又は同一系統の放送局から発信される場合であっても、互いに異なるチャンネルで発信さ
れ、デジタル放送信号には１つのチャンネルにつき１又は複数のコンテンツを発信するサ
ブチャンネルを含み、これらのサブチャンネルには、アナログ放送と同一番号を含む仮想
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チャンネルが割り当てられている。従って、ユーザからのチャンネル情報表示の指示又は
チャンネル変更の指示に応じて、同一又は同一系統の放送局から発信されるデジタル／ア
ナログのチャンネル情報が一括して取得され、記憶手段に記憶され、また、デジタル／ア
ナログが混在した状態でＯＳＤ表示される。また、受信できなくなったチャンネルと、新
たに受信可能となったチャンネルとが判別され、チャンネル情報の変更点が２本線と枠を
用いて表示手段にＯＳＤ表示される。
【００１９】
　また、請求項３の発明は、請求項２に記載のチャンネル情報のオンスクリーン表示機能
を有する放送受信装置において、制御手段は、表示手段にＯＳＤ表示された一覧の中から
、削除を指定するユーザの操作指示に応じて記憶手段の記憶データを削除するデータ削除
手段と、新たに受信可能となったサブチャンネルについて追加を指定するユーザの操作指
示に応じて記憶手段の記憶データとして追加するデータ追加手段とを備えたものである。
【００２０】
この構成においては、ユーザは、データ削除手段又はデータ追加手段を用いて、記憶デー
タを削除し、又は、新たに受信が可能となったサブチャンネルを記憶データとして追加す
ることができる。これにより、表示手段にＯＳＤ表示されるチャンネル情報は逐次、最新
のデータに更新されたものとなる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した一実施形態に係るデジタル／アナログ放送受信装置について図
面を参照して説明する。図１はデジタル／アナログ放送受信装置（本装置という）のブロ
ック構成を示す。本装置１は、テレビジョン放送局から発信される高周波（ＲＦ）の符号
化されたデジタル／アナログ放送信号をアンテナ１０により受信し、本体ボタン又は後述
の図２に示したようなリモコン３０等の入力装置１１（入力手段）を用いたユーザからの
チャンネル情報表示の操作入力に応じて、放送信号に含まれる映像信号を画面表示する表
示装置１２（表示手段）に受信可能なチャンネル情報を一覧表示するセットトップボック
ス（ＳＴＢ）である。
【００２２】
本装置１は、所望のチャンネルに対応する周波数帯域に存在するデジタル／アナログ放送
信号を受信するチューナ２（受信手段）と、チューナ２により受信したデジタル／アナロ
グ放送信号を復号するデジタルデコーダ３、アナログデコーダ４（デジタル／アナログ復
号手段）と、デジタルデコーダ３又はアナログデコーダ４によって復号された放送信号を
切り換えるスイッチ５と、表示装置１２に所定のオンスクリーンディスプレイ（以下、Ｏ
ＳＤと記す）表示をさせるＯＳＤ回路６（ＯＳＤ出力手段）と、デジタル放送の各メイン
チャンネルの発信周波数やチャンネル構成情報を記憶するメモリ７と、本装置各部を制御
するＣＰＵからなる制御部８（制御手段）とを備えている。
【００２３】
チューナ２は、アンテナ１０により受信されたデジタル／アナログ放送信号の供給を受け
、ユーザが入力装置１１から制御部８に入力した指令に応じて選局動作を行ない、入力し
たチャンネルに対応する周波数帯域に存在するデジタル／アナログ放送信号を受信して、
中間周波数（ＩＦ）に変調してデジタルデコーダ３及びアナログデコーダ４に出力する。
デジタルデコーダ３及びアナログデコーダ４は、チューナ２で受信した放送信号を復号す
る。デジタル放送でのチャンネル構成は、各メインチャンネル毎に異なる周波数帯域が与
えられており、同一メインチャンネル内のサブチャンネルは同一の周波数で放送信号が発
信される。ただし、アナログ放送と同一番号を冠した仮想チャンネルを有するデジタル放
送であっても、物理チャンネルが異なるので、異なる周波数帯域の搬送波によって放送信
号が発信される。ユーザが選択したチャンネルがデジタル放送チャンネルであれば（サブ
チャンネルが”０”でない場合）、デジタルデコーダ３にて復号処理がなされる。ユーザ
が選択したチャンネルがアナログ放送チャンネルであれば（サブチャンネルが”０”であ
る場合）、アナログデコーダ４にて復号処理がなされる。
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【００２４】
スイッチ５は、制御部８からの指令を受け、デジタルデコーダ３又はアナログデコーダ４
のいずれかによって復号された放送信号をＯＳＤ回路６に出力する。
ＯＳＤ回路６は、制御部８からの指令により、表示装置１２に放送信号を出力すると共に
、受信可能なチャンネル情報に関する所定の一覧表示をさせるためのＯＳＤ表示信号を出
力する。メモリ７は、各チャンネルの周波数帯域に関する情報や、チャンネル構成情報を
記憶すると共に、本装置の工場出荷時にＯＳＤ表示に関する情報が記憶されている。
【００２５】
制御部８は、ユーザによる入力装置１１を用いた入力操作を受けて各部の制御をデータバ
ス（Data-Bus）を通して行い、各チャンネルの周波数帯域に関する情報や受信したチャン
ネル情報をメモリ７に記憶させ、これらの情報をチャンネル選局時等において、必要に応
じて参照する。
【００２６】
特に、制御部８は、ユーザからの「チャンネル追加／削除メニュー」の選択指示により、
チューナ２にチャンネル構成情報を含んだ放送信号を受信させ、この放送信号をデジタル
デコーダ３によって復号処理（デコード）することにより得られたチャンネル情報として
のＶＣＴ（Virtual Channel Table）を解析して、それに含まれるステータス信号を取得
する。このステータス信号には、通常、仮想のメインチャンネル内におけるデジタル／ア
ナログ全てのサブチャンネル情報が含まれている。従って、制御部８は、上記ＶＣＴを解
析することによって、上記デジタル／アナログ放送を発信する同一又は同一系統の放送局
に付与されている従前のチャンネル番号と同一の番号（メインチャンネル）とサブチャン
ネル番号からなる仮想チャンネル番号を得ることができる。すなわち、同一又は同一系統
の放送局から発信されるデジタル／アナログのチャンネル情報を一括して取得することが
できる。制御部８は、取得したステータス信号をメモリ７に記憶させることで、チャンネ
ル情報をメモリ７に記憶させる。
【００２７】
また、制御部８は、表示装置１２に後述の図３に示したような追加ボタン（データ追加手
段）５１及び削除ボタン（データ削除手段）５２を表示させると共に、ユーザ操作による
上記の追加ボタン５１及び削除ボタン５２からの指示に応じて、メモリ７内のチャンネル
情報を追加及び削除する。
【００２８】
さらに、制御部８は、ステータス信号に基づいて放送信号の有無を判定して、表示装置１
２に所定のＯＳＤ表示又は選局した放送の映像番組を映像出力させる。この表示装置１２
は、テレビジョン受像機の表示画面を用いてもよいし、また、ＣＲＴの他、ＬＣＤ（Liqu
id Crystal Display）やＰＤＰ（Plasma Display Panel）等のフラットパネルディスプレ
イ装置であってもよい。なお、図示はしないが、本装置１は、デジタル信号をアナログ信
号に変換するＤ／Ａ変換回路を備えており、上記ＯＳＤ表示及び映像表示のための信号は
このＤ／Ａ変換回路によりアナログ信号に変換された後、表示装置１２に出力される。ま
た、上記Ｄ／Ａ変換回路は、表示装置１２に内蔵する構成としてもよい。なお、上記のフ
ラットパネルディスプレイに表示する場合は、Ｄ／Ａ変換回路を介さずデジタル信号のま
ま出力する。
【００２９】
入力装置１１は、ユーザによる操作指示を制御部８に対して入力するための装置である。
この入力装置１１の例としては、本装置１の前面に設けた本体ボタンや、図２に示したよ
うなリモコン３０が挙げられる。このリモコン３０は、本装置１及びテレビジョン受像機
の動作を赤外線等を用いて指示できるように構成されている。すなわち、本装置１及びテ
レビジョン受像機の電源をオン／オフするパワーキー３１及び３２と、本装置１のチャン
ネル番号を入力するテンキー３３と、チャンネルの変更に用いるチャンネルアップ／ダウ
ンキー３４と、本装置１及びテレビジョン受像機のメニュー画面を呼び出すメニューキー
３５及び３６と、所望の方向にカーソルを移動させる方向キー３７（３７ａ～３７ｄ）と
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、入力を確定する入力（ＥＮＴＥＲ）キー３８と、テレビジョン受像機の音声ボリューム
を調整するボリュームアップ／ダウンキー３９と、テレビジョン受像機のチャンネルの変
更に用いるチャンネルアップ／ダウンキー４０とを備えている。
【００３０】
次に、表示装置１２に表示させるチャンネル情報の表示の一例を図３（ａ）に示す。この
チャンネル情報は、ユーザがリモコン３０のメニューキー３５を操作して、制御部８に指
令を与えることで、表示装置１２にメニュ一覧を表示させ、このメニューの中から「チャ
ンネルの追加／削除メニュー」を選択することにより、図３（ａ）に示したようにＯＳＤ
表示される。本装置１では、上述した通り、制御部８は、アナログ放送のチャンネル情報
及びこのアナログ放送のチャンネル番号と同一番号の仮想チャンネルが付与されたデジタ
ル放送のチャンネル情報を一括して取得することができるので、アナログ放送（チャンネ
ル”２－０”とチャンネル”４－０”）のチャンネル情報及びこのアナログ放送のチャン
ネル番号と同一番号の仮想チャンネルが付与されたデジタル放送（チャンネル”２－１”
，”２－２”，”２－３”とチャンネル”４－１”）のチャンネル情報を連続し、かつ混
在した状態で表示装置１２にＯＳＤ表示させることができる。
【００３１】
この「チャンネルの追加／削除メニュー」では、さらにチャンネル情報の追加ボタン５１
、及び削除ボタン５２が表示され、リモコン３０を用いたユーザからの操作指示に応じて
、メモリ７に記憶させるチャンネル情報の追加及び削除を行うことができる。まず、ユー
ザは、リモコン３０の上下の方向キー３７ａ，３７ｂを操作して、追加／削除したいチャ
ンネル情報を選択する。選択されたチャンネルは反転表示され、図３ではチャンネル２－
２が選択されている。次に、左右の方向キー３７ｃ，３７ｄを操作して、追加ボタン５１
又は削除ボタン５２を選択し、入力キー３８で確定すれば、チャンネル２－２がメモリ７
に追加又は削除される。
【００３２】
また、表示装置１２に表示させるチャンネル情報の一覧の別な例を図３（ｂ）に示す。こ
の一覧は、図３（ａ）で示した一覧に対して、チャンネル情報の一覧を表示する際に取得
したチャンネル情報と、メモリ７に記憶させたチャンネル情報とを比較することにより、
その時点で消えた（受信できなくなった）チャンネルと、増えた（新たに受信可能となっ
た）チャンネルを判別し、その旨のＯＳＤ表示を追加したものである。デジタル放送では
、図５に示したように時間帯によって頻繁にチャンネル構成が変動するので、チャンネル
情報は複雑で分りにくい。しかし、図３（ｂ）に示した一覧では、メモリ７内のチャンネ
ル情報と比較して消えたチャンネル（チャンネル”２－３”）については、２重線を重ね
てＯＳＤ表示し、増えたチャンネル（チャンネル”４－２”）については枠（ボックス）
で囲んでＯＳＤ表示しているので、チャンネル情報の変更点を視覚的に把握することがで
き、リモコン３０の方向キー３７の操作により、容易に、メモリ７に記憶させるチャンネ
ル情報の追加と削除を行うことができる。なお、ユーザが、この「チャンネルの追加／削
除メニュー」を終了したいときは、方向キー３７を操作して、キャンセルボタン５３を選
択して入力キー３８で確定すればよい。
【００３３】
次に、ユーザからチャンネル情報一覧表示の指示が入力されたときの本装置１の制御部８
による動作について図４を参照して説明する。まず、ユーザから「チャンネルの追加／削
除メニュー」の選択が入力されると（＃１）、チューナ２に受信させた放送信号をデジタ
ルデコーダ３によってデコードさせ、そのデコードにより得られるＶＣＴを解析して、デ
ジタル／アナログ放送のチャンネル情報を取得する（＃２）。次に、＃２において取得し
たチャンネル情報とメモリ７内に記憶されているチャンネル情報とを比較して、受信でき
なくなったチャンネル及び新たに受信可能となったチャンネルとを判定する（＃３）。次
に、チャンネル情報を表示装置１２に表示する（＃４）。より具体的には、図３（ｂ）に
示すように、＃３の判別で、放送が無くなったと判別されたチャンネル情報に２重線を重
ね、新たに受信が可能となったと判定されたチャンネル情報を枠で囲む。
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【００３４】
その後、ユーザからチャンネル追加の指示があれば（＃５においてＹＥＳ）、該当するチ
ャンネル情報をメモリ７に記憶させ（＃６）、該当するチャンネル情報の枠表示を消去す
る（＃７）。さらに、チャンネル削除指示が有る場合は（＃８においてＹＥＳ）、該当す
るチャンネル情報をメモリ７から削除し（＃９）、該当するチャンネル情報の表示を消去
する（＃１０）。また、チャンネル追加指示が無い場合（＃５においてＮＯ）、及び、チ
ャンネル削除指示が無い場合（＃８においてＮＯ）は、それぞれ＃８及び＃１１に移行す
る。＃５乃至＃１０の手順は、同上メニューがキャンセルされるまで（＃１１においてＹ
ＥＳ）、繰返される。このようにして、チャンネルの追加／削除を容易に行うことができ
る。
【００３５】
なお、本発明は上記実施形態の構成に限られることなく種々の変形が可能であり、例えば
、表示装置１２にＯＳＤ表示させるチャンネル情報は、受信可能なチャンネルについての
一覧に限られることなく、ユーザが指定する１つ又は複数のメインチャンネルについてＯ
ＳＤ表示することとしてもよい。このときはアナログ放送のチャンネル情報と、このアナ
ログ放送のチャンネル番号とは物理チャンネルが異なっていても仮想チャンネルが同一で
あるデジタル放送とを同じメインチャンネルのサブチャンネルとしてＯＳＤ表示すれば、
ユーザは、容易にチャンネルの構成を把握することができる。
【００３６】
また、チャンネル情報の表示は、ユーザからの「チャンネル変更」の指示の入力時に行っ
てもよい。このとき制御部８は、ユーザが指示したメインチャンネルについて上記と同様
に表示装置よりＯＳＤ表示させればよい。さらに、本装置１をテレビジョン受像機やビデ
オ記録装置の本体に内蔵した構成としてもよい。
【００３７】
【発明の効果】
以上のように請求項１の発明によれば、ユーザが受信チャンネルの追加／削除する指示の
入力をしたとき、同一又は同一系統の放送局から発信されるデジタル／アナログ放送のサ
ブチャンネルの情報が連続し、かつ混在して表示されるので、ユーザが利用するチャンネ
ルを選択する時に、追加／削除するチャンネルの把握が容易となる。また、チャンネルの
変更時においても、変更するチャンネルの把握が容易に成される。そして、上記チャンネ
ル情報の表示の際に、受信できなくなったサブチャンネルと新たに受信可能になったサブ
チャンネルに対して、その旨のＯＳＤ表示、すなわち、チャンネル情報の変更点がＯＳＤ
表示されるので、ユーザはチャンネル構成の変動、例えば、あるサブチャンネルの放送が
無くなったこと等を視覚的に理解することができ、チャンネルの追加／削除を容易に行う
ことができる。さらに、ユーザからの指示に応じて記憶手段に記憶させるチャンネルの追
加／削除を容易に行うことができるので、ユーザは視聴意志の無いサブチャンネルの記憶
データを削除することにより、表示手段にはユーザが利用するサブチャンネル情報のみを
ＯＳＤ表示させ、かつ、記憶手段に記憶させることが可能となり、使い勝手の向上が図れ
る。
【００３８】
請求項２の発明によれば、ユーザがチャンネル情報表示の指示又はチャンネル変更の指示
を入力したとき、同一又は同一系統の放送局から発信されるデジタル／アナログ放送のチ
ャンネル情報が連続し、かつ混在して表示されるので、受信可能なチャンネルの把握が容
易となる。
【００３９】
請求項３の発明によれば、チャンネル情報の表示の際に、受信できなくなったサブチャン
ネルと新たに受信可能になったサブチャンネルに対してその旨のＯＳＤ表示がされるので
、ユーザはチャンネル構成の変動を視覚的に理解することができる。
【００４０】
請求項４の発明によれば、ユーザからの指示に応じて記憶手段に記憶させるチャンネルの
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追加／削除を容易に行うことができるので、ユーザは視聴意志の無いサブチャンネルの記
憶データを削除することにより、上記一覧にはユーザが利用するサブチャンネル情報のみ
をＯＳＤ表示させ、かつ、記憶手段に記憶させることが可能となり、使い勝手の向上を図
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態による放送受信装置のブロック構成図。
【図２】　同装置に用いられるリモコンの平面図。
【図３】　同装置によるチャンネル情報のＯＳＤ表示画面を示す図。
【図４】　同装置の制御部による動作のフローチャート。
【図５】　同装置により受信されるデジタル放送のチャンネル構成を示した図。
【符号の説明】
１　　放送受信装置
２　　チューナ（受信手段）
３　　デジタルデコーダ（デジタル復号手段）
４　　アナログデコーダ（アナログ復号手段）
６　　ＯＳＤ回路（ＯＳＤ出力手段）
８　　制御部（制御手段、データ追加手段、データ削除手段）
１１　入力装置（入力手段）
１２　表示装置（表示手段）
５１　追加ボタン（データ追加手段）
５２　削除ボタン（データ削除手段）

【図１】 【図２】
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【図５】
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