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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送信号を受信可能な複数のチューナを有し、当該複数のチューナで同時に複数のチャ
ンネルを受信し、当該受信したチャンネルの映像を表示部に表示または蓄積部に記録可能
な放送受信装置であって、
　当該放送受信装置の設置地域情報を格納する格納手段と、
　地域を特定する地域情報と番組放送チャンネルを指定するチャンネル指定情報とを含む
、放送局から送信される放送受信装置制御信号を前記複数のチューナでそれぞれ受信し、
当該放送受信装置制御信号を取得する取得手段と、
　前記複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定手段と、
　前記取得手段で取得した放送受信装置制御信号と、前記判定手段による判定結果とに基
づいて、前記複数のチューナに対する選局動作並びに前記表示部への表示処理または前記
蓄積部への記録処理を制御する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記地域情報が前記設置地域情報と合致している場合、前記チャンネ
ル指定情報で指定されているチャンネルが、前記複数のチューナのうち第１のチューナで
受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと異なり、かつ前記第１のチューナ
とは異なる第２のチューナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと同じ
ならば、前記第１のチューナで受信しているチャンネルの映像を前記蓄積部に記録する処
理を実行することを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
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　放送信号を受信可能な複数のチューナを有し、当該複数のチューナで同時に複数のチャ
ンネルを受信し、当該受信したチャンネルの映像を表示部に表示または蓄積部に記録可能
な放送受信装置であって、
　当該放送受信装置の設置地域情報を格納する格納手段と、
　地域を特定する地域情報と番組放送チャンネルを指定するチャンネル指定情報とを含む
、放送局から送信される放送受信装置制御信号を前記複数のチューナでそれぞれ受信し、
当該放送受信装置制御信号を取得する取得手段と、
　前記複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定手段と、
　前記取得手段で取得した放送受信装置制御信号と、前記判定手段による判定結果とに基
づいて、前記複数のチューナに対する選局動作並びに前記表示部への表示処理または前記
蓄積部への記録処理を制御する制御手段と、を有し、
　前記制御手段は、前記地域情報が前記設置地域情報と合致している場合、前記チャンネ
ル指定情報で指定されているチャンネルが、前記複数のチューナのうち第１のチューナで
受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと異なり、かつ前記第１のチューナ
とは異なる第２のチューナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルとも異
なるならば、前記第２のチューナを前記チャンネル指定情報で指定されたチャンネルに選
局して、前記チャンネル指定情報で指定されたチャンネルの映像を前記表示部に表示する
制御をするとともに、前記第１のチューナで受信しているチャンネルの映像を前記蓄積部
に記録する処理を実行することを特徴とする放送受信装置。
【請求項３】
　放送信号を受信可能な複数のチューナを有し、当該複数のチューナで同時に複数のチャ
ンネルを受信し、当該受信したチャンネルの映像を表示部に表示または蓄積部に記録可能
な放送受信装置であって、
　当該放送受信装置の設置地域情報を格納する格納手段と、
　地域を特定する地域情報と番組放送チャンネルを指定するチャンネル指定情報とを含む
、放送局から送信される放送受信装置制御信号を前記複数のチューナでそれぞれ受信し、
当該放送受信装置制御信号を取得する取得手段と、
　前記複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定手段と、
　前記複数のチューナ夫々の使用状態を確認する確認手段と、
　前記取得手段で取得した放送受信装置制御信号と、前記判定手段による判定結果と、前
記確認手段の確認結果とに基づいて、前記複数のチューナのいずれか１つを用いて前記チ
ャンネル指定情報で指定された番組放送を前記表示部に表示する制御を行う制御手段と、
を有し、
　前記制御手段は、前記チャンネル指定情報で指定されたチャンネルが、前記複数のチュ
ーナのうち、第１のチューナ及び第２のチューナでそれぞれ受信しているチャンネルとは
異なる場合、前記第１のチューナ及び／又は前記第２のチューナの使用状態に基づいて、
前記チャンネル指定情報で指定されたチャンネルを選局するチューナを選択することを特
徴とする放送受信装置。
【請求項４】
　前記確認手段が、前記第２のチューナが現在から一定期間使用されないことを確認した
場合、前記制御手段は前記第２のチューナを前記チャンネル指定情報で指定されたチャン
ネルに選局する制御を実行することを特徴とする請求項３に記載の放送受信装置。
【請求項５】
　前記確認手段が、前記第２のチューナが現在使用中または一定期間内に使用予定である
ことを確認した場合は、さらに、前記確認手段が前記第１のチューナの使用状態を確認す
ることを特徴とする請求項３に記載の放送受信装置。
【請求項６】
　前記確認手段が、前記第１のチューナが現在使用中または一定期間内に使用予定である
ことを確認した場合、前記制御手段は前記第２のチューナを前記チャンネル指定情報で指
定されたチャンネルに選局する制御を実行することを特徴とする請求項５に記載の放送受
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信装置。
【請求項７】
　前記確認手段が、前記第１のチューナが現在使用中でかつ、受信しているチャンネルを
視聴中であることを確認した場合、前記制御手段は前記第１のチューナで受信しているチ
ャンネルの映像を前記蓄積部に記録する処理を実行することを特徴とする請求項６に記載
の放送受信装置。
【請求項８】
　前記確認手段が、前記第１のチューナが現在から一定期間使用されないことを確認した
場合、前記制御手段は前記第１のチューナを前記チャンネル指定情報で指定されたチャン
ネルに選局する制御を実行することを特徴とする請求項５に記載の放送受信装置。
【請求項９】
　放送受信装置の設置地域情報を保持するとともに、放送信号を受信可能な複数のチュー
ナを有し、当該複数のチューナで同時に複数のチャンネルを受信し、当該受信したチャン
ネルの映像を表示部に表示または蓄積部に記録可能な放送受信装置の制御方法であって、
地域を特定する地域情報と番組放送チャンネルを指定するチャンネル指定情報とを含む、
放送局から送信される放送受信装置制御信号を前記複数のチューナでそれぞれ受信し、当
該放送受信装置制御信号を取得する取得ステップと、
　前記複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定ステップと、
　前記取得ステップで取得した放送受信装置制御信号と、前記判定ステップによる判定結
果とに基づいて、前記複数のチューナに対する選局動作並びに前記表示部への表示処理ま
たは前記蓄積部への記録処理を制御する制御ステップと、を有し、
　前記制御ステップは、前記地域情報が前記設置地域情報と合致している場合、前記チャ
ンネル指定情報で指定されているチャンネルが、前記複数のチューナのうち第１のチュー
ナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと異なり、かつ前記第１のチュ
ーナとは異なる第２のチューナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと
同じならば、前記第１のチューナで受信しているチャンネルの映像を前記蓄積部に記録す
る処理を実行することを特徴とする放送受信装置の制御方法。
【請求項１０】
　放送受信装置の設置地域情報を保持するとともに、放送信号を受信可能な複数のチュー
ナを有し、当該複数のチューナで同時に複数のチャンネルを受信し、当該受信したチャン
ネルの映像を表示部に表示または蓄積部に記録可能な放送受信装置の制御方法であって、
地域を特定する地域情報と番組放送チャンネルを指定するチャンネル指定情報とを含む、
放送局から送信される放送受信装置制御信号を前記複数のチューナでそれぞれ受信し、当
該放送受信装置制御信号を取得する取得ステップと、
　前記複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定する判定ステップと、
　前記取得ステップで取得した放送受信装置制御信号と、前記判定ステップによる判定結
果とに基づいて、前記複数のチューナに対する選局動作並びに前記表示部への表示処理ま
たは前記蓄積部への記録処理を制御する制御ステップと、を有し、
　前記制御ステップは、前記地域情報が前記設置地域情報と合致している場合、前記チャ
ンネル指定情報で指定されているチャンネルが、前記複数のチューナのうち第１のチュー
ナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと異なり、かつ前記第１のチュ
ーナとは異なる第２のチューナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと
も異なるならば、前記第２のチューナを前記チャンネル指定情報で指定されたチャンネル
に選局して、前記チャンネル指定情報で指定されたチャンネルの映像を前記表示部に表示
する制御をし、前記第１のチューナで受信しているチャンネルの映像を前記蓄積部に記録
する処理を実行することを特徴とする放送受信装置の制御方法。
【請求項１１】
　放送受信装置の設置地域情報を保持するとともに、放送信号を受信可能な複数のチュー
ナを有し、当該複数のチューナで同時に複数のチャンネルを受信し、当該受信したチャン
ネルの映像を表示部に表示または蓄積部に記録可能な放送受信装置の制御方法であって、
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地域を特定する地域情報と番組放送チャンネルを指定するチャンネル指定情報とを含む、
放送局から送信される放送受信装置制御信号を前記複数のチューナでそれぞれ受信し、当
該放送受信装置制御信号を取得する取得ステップと、
　前記複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定ステップと、
　前記複数のチューナ夫々の使用状態を確認する確認ステップと、
　前記取得ステップで取得した放送受信装置制御信号と、前記判定ステップによる判定結
果と、前記確認ステップの確認結果とに基づいて、前記複数のチューナのいずれか１つを
用いて前記チャンネル指定情報で指定された番組放送を前記表示部に表示する制御を行う
制御ステップと、を有し、
　前記制御ステップは、前記チャンネル指定情報で指定されたチャンネルが、前記複数の
チューナのうち、第１のチューナ及び第２のチューナでそれぞれ受信しているチャンネル
とは異なる場合、前記第１のチューナ及び／又は前記第２のチューナの使用状態に基づい
て、前記チャンネル指定情報で指定されたチャンネルを選局するチューナを選択すること
を特徴とする放送受信装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記確認ステップで前記第２のチューナが現在から一定期間使用されないことを確認し
た場合、前記制御ステップでは前記第２のチューナを前記チャンネル指定情報で指定され
たチャンネルに選局する制御を実行することを特徴とする請求項１１に記載の放送受信装
置の制御方法。
【請求項１３】
　前記確認ステップで前記第２のチューナが現在使用中または一定期間内に使用予定であ
ることを確認した場合は、さらに前記確認ステップで前記第１のチューナの使用状態を確
認することを特徴とする請求項１１に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項１４】
　前記確認ステップで前記第１のチューナが現在使用中または一定期間内に使用予定であ
ることを確認した場合、前記制御ステップでは前記第２のチューナを前記チャンネル指定
情報で指定されたチャンネルに選局する制御を実行することを特徴とする請求項１３に記
載の放送受信装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記確認ステップで前記第１のチューナが現在使用中でかつ、受信しているチャンネル
を視聴中であることを確認した場合、前記制御ステップでは前記第１のチューナで受信し
ているチャンネルの映像を前記蓄積部に記録する処理を実行することを特徴とする請求項
１４に記載の放送受信装置の制御方法。
【請求項１６】
　前記確認ステップで前記第１のチューナが現在から一定期間使用されないことを確認し
た場合、前記制御ステップでは前記第１のチューナを前記チャンネル指定情報で指定され
たチャンネルに選局する制御を実行することを特徴とする請求項１３に記載の放送受信装
置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルテレビ放送や衛星放送などの放送波を受信する放送受信装置及びそ
の制御方法に関するものである。特に、複数のチューナを有し、同時に複数の番組を受信
可能な放送受信装置において、緊急警報放送のような特殊な放送が生じても当該放送の情
報を確実に視聴者に通知するとともに、必要以上に視聴及び録画を妨げられることを防止
する放送受信装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、日本または外国におけるテレビを中心とした放送形態は地上波アナログ放送や衛
星放送、ケーブル放送が主流であった。しかしながら、昨今のデジタル化に伴い、地上波
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アナログ放送に代わってデジタル放送が本格的に運用開始されている。また、衛星放送も
デジタル化され、ＢＳデジタル放送やＣＳデジタル放送が運用されている。
【０００３】
　こうした複数の放送形態に対応するために、ユーザに提供されるテレビ受像機、ＳＴＢ
（Ｓｅｔ　Ｔｏｐ　Ｂｏｘ）、ＤＶＲ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｅｒ
）は複数種類の放送を受信可能することが可能となっている。即ち、複数の放送夫々に対
応したチューナを備えるようになっている。これにより、例えば地上波デジタル放送を視
聴しながら、ＣＳ放送の番組を録画することが可能となっている。また、地上波デジタル
放送のチューナを２つ以上備えることで、同時間帯に放送される、異なる２番組を同時録
画するといったことが可能となっている。
【０００４】
　さて、日本では１９８５年より、テレビ放送やラジオ放送を通じて、重大な災害や地震
の発生などを通知するための緊急警報放送（ＥＷＳ：Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ｗａｒｎｉｎ
ｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）が運用されている。緊急警報放送の運用にあたり、緊急警報放送に対
応する受信機は放送局が送信する緊急警報放送信号を受信した場合、ユーザがテレビやラ
ジオにおいて緊急警報が認識可能となるように動作することが取り決められている。この
緊急警報放送は公共放送である日本放送協会（ＮＨＫ）はもとより、多くの民間放送会社
でも採用されている。特に、ＮＨＫでは地上デジタル放送、地上アナログ放送、ＢＳデジ
タル放送など、全ての放送メディアを利用して緊急警報放送を行う。よって、受信機が電
源ＯＮ状態のときに緊急警報放送を受信することができる。
【０００５】
　しかしながら、受信機の電源がＯＦＦの場合または待機状態の場合には、当然ながら緊
急警報放送を受信することができない。そのため、緊急時に情報が行き届かないという問
題があった。こうした課題を解決するために、テレビ放送受信装置（チューナ）からの制
御信号をテレビ等の表示装置が受信不可能な主電源ＯＦＦの状態でも、緊急放送の際には
表示装置を起動し緊急放送を確実に視聴者に通知可能とする技術が存在している（特許文
献１参照）。
【特許文献１】特開２００４－０２３５９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の特許文献１では、放送信号や緊急警報放送を受信するテレビ放送受信装置に、テ
レビなどの表示装置へ電力を供給するための電源部を備えるという構成を有している。そ
して、この電源部からの電力供給を制御することで、主電源がＯＦＦになっている表示装
置を起動させる技術が開示されている。
【０００７】
　また、特許文献１には、放送受信機の設置場所情報と緊急情報情報に含まれる地域識別
情報とを照らし合わせることで、当該放送受信機の設置場所が緊急放送の対象地域にある
か否かを判定している。放送受信機が対象地域内にあると判断した場合は主電源をＯＮに
する処理を行う。また、放送受信機が対象地域外になると判断した場合は緊急放送を表示
しない。
【０００８】
　しかしながら、上述した通り、昨今のテレビ受像機やＳＴＢ、ＤＶＲは複数のチューナ
を備えることが一般的となりつつある。単一のチューナであれば、上述した特許文献１に
開示の技術を適用することは簡単である。しかし、複数のチューナを備えた放送受信装置
の場合、特許文献１の技術を単純に適用することはできない。どちらのチューナでも緊急
警報放送は受信されるので、それぞれのチューナが個別に緊急警報放送を受信するように
制御すると、当然ながらユーザには複数の緊急警報放送が通知されることになる。緊急警
報放送の内容はデジタル放送やアナログ放送などの放送形態によらず基本的に同一内容で
ある。にもかかわらず複数の表示がなされることでユーザは適切に情報を取得・判断する
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ことが困難となる。
【０００９】
　また、複数のチューナを備えているにも関わらず、緊急警報放送によって全チューナが
緊急警報放送を受信するように動作すると、視聴中の番組や録画中の番組も途中で遮断さ
れる恐れがある。この場合、ユーザには所望の番組が適切に視聴・録画することができな
いという不利益が生じてしまう。上述した特許文献に開示の内容では、こうした課題に対
する解決策が提示されていない。
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、複数のチューナを有する放送受
信装置が緊急警報放送のような特殊な放送を受信した場合であっても、ユーザに対して確
実にその放送の情報を通知することを可能とする放送受信装置及びその制御方法を提供す
る。また、当該放送情報の表示によってユーザの利便性を必要以上に妨げることの無い放
送受信装置及びその制御方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明の放送受信装置は、放送信号を受信可能な複数のチ
ューナを有し、当該複数のチューナで同時に複数のチャンネルを受信し、当該受信したチ
ャンネルの映像を表示部に表示または蓄積部に記録可能な放送受信装置であって、当該放
送受信装置の設置地域情報を格納する格納手段と、地域を特定する地域情報と番組放送チ
ャンネルを指定するチャンネル指定情報とを含む、放送局から送信される放送受信装置制
御信号を前記複数のチューナでそれぞれ受信し、当該放送受信装置制御信号を取得する取
得手段と、前記複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定手段と、前記取得手段で取
得した放送受信装置制御信号と、前記判定手段による判定結果とに基づいて、前記複数の
チューナに対する選局動作並びに前記表示部への表示処理または前記蓄積部への記録処理
を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記地域情報が前記設置地域情報と合
致している場合、前記チャンネル指定情報で指定されているチャンネルが、前記複数のチ
ューナのうち第１のチューナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと異
なり、かつ前記第１のチューナとは異なる第２のチューナで受信して前記表示部に表示し
ている映像のチャンネルと同じならば、前記第１のチューナで受信しているチャンネルの
映像を前記蓄積部に記録する処理を実行することを特徴とする。
【００１２】
　また、上記目的を達成するために、本発明の放送受信装置の制御方法は、放送受信装置
の設置地域情報を保持するとともに、放送信号を受信可能な複数のチューナを有し、当該
複数のチューナで同時に複数のチャンネルを受信し、当該受信したチャンネルの映像を表
示部に表示または蓄積部に記録可能な放送受信装置の制御方法であって、
　地域を特定する地域情報と番組放送チャンネルを指定するチャンネル指定情報とを含む
、放送局から送信される放送受信装置制御信号を前記複数のチューナでそれぞれ受信し、
当該放送受信装置制御信号を取得する取得ステップと、
　前記複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定ステップと、
　前記取得ステップで取得した放送受信装置制御信号と、前記判定ステップによる判定結
果とに基づいて、前記複数のチューナに対する選局動作並びに前記表示部への表示処理ま
たは前記蓄積部への記録処理を制御する制御ステップと、を有し、
　前記制御ステップは、前記地域情報が前記設置地域情報と合致している場合、前記チャ
ンネル指定情報で指定されているチャンネルが、前記複数のチューナのうち第１のチュー
ナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと異なり、かつ前記第１のチュ
ーナとは異なる第２のチューナで受信して前記表示部に表示している映像のチャンネルと
同じならば、前記第１のチューナで受信しているチャンネルの映像を前記蓄積部に記録す
る処理を実行することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
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　以上説明したように、複数のチューナを備える放送受信装置において緊急警報放送のよ
うな特殊な放送を受信した場合にも、ユーザに対して確実に当該放送の情報を通知すると
ともに、視聴や録画といったユーザ所望の動作を必要以上に妨げることを防止することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（実施例１）
　本発明を実施する形態を図面を用いて説明する。図１はデジタル放送受信におけるシス
テム構成例を示す図である。なお、本発明の各実施例ではデジタル放送を前提に説明を行
うが、デジタル放送に限定されるものではない。また、本実施例含め、本発明を実施する
ための最良の形態においては、通常放送とは異なる特殊な放送の一例として上述した緊急
警報放送を用いる。しかしながら、本発明は緊急警報放送のみに限定されるものではない
。現状の緊急警報放送に適用するのが好適ではあるが、以下に説明する緊急警報放送と同
様の放送形態を採用することが可能な、他の放送にも当然利用可能である。
【００１５】
　１０１はデジタル放送を受信し、受信した放送データをデコードして映像データや音声
データを出力するＩＲＤ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ／Ｄｅｃｏｄｅｒ）
である。１０２はＩＲＤ１０１で生成された映像データや音声データを表示・出力するモ
ニタである。１０３はＩＲＤ１０１、モニタ１０２間で映像データや音声データを伝送す
るためのＡＶケーブルである。１０４はＩＲＤ１０１またはモニタ１０２に指示命令を送
信するためのリモートコントローラ（以後、リモコンと称する）である。１０５は地上デ
ジタル放送信号を受信するためのアンテナＡである。１０６はアンテナＡ１０５とは異な
る衛星デジタル放送信号を受信するためのアンテナＢである。１０７は各アンテナとＩＲ
Ｄ１０１を接続するためのアンテナケーブルである。１０８はＤＶＤなどの光ディスクや
、ハードディスクなどの磁気ディスクなどの記録メディアにＩＲＤ１０１で生成した映像
データや音声データを記録・蓄積するＤＶＲ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒ
ｄｅｒ）である。ＤＶＲ１０８によって記録・蓄積された映像データや音声データはモニ
タ１０２によって再生することができる。１０９はＩＲＤ１０１とＤＶＲ１０８を接続す
るためのデジタルケーブルである。このデジタルケーブルはＩＥＥＥ１３９４形式や、Ｌ
ＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、ＨＤＭＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｅｉａ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）などが考えられる。特に伝送形
式は問わない。
【００１６】
　なお、図１ではＩＲＤ１０１、モニタ１０２、ＤＶＲ１０８をそれぞれ別の筐体として
示しているが、本発明はシステム構成によって限定されるものではない。例えば、ＩＲＤ
１０１とＤＶＲ１０８は同一の筐体に納められていてもよい。
【００１７】
　また、アンテナＡ１０５及びアンテナＢ１０６としてそれぞれ異なる放送形態のデジタ
ル放送を受信する構成を示したが、アンテナの代わりにケーブルを用いてテレビジョン放
送データを受信する構成にも本発明は適用できる。
【００１８】
　続いて、ＩＲＤ１０１の機能ブロック構成を図２に示す。２０１は、アンテナＡ１０５
からのデジタル放送信号を受信するチューナ部Ａである。チューナ部Ａでは受信した信号
に対して復調、誤り訂正等の処理を施す。その後、トランスポートストリーム（ＴＳ）と
呼ばれる形式のデジタルデータを生成する。なお、選局指示を受けた場合にデジタル放送
信号から所定のチャンネルのＴＳデータを生成するのがチューナ部Ａである。また、ＴＳ
データとともにＴＳデータに重畳されたＴＭＣＣ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　
Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）信号を復調
し出力する。ＴＭＣＣ信号は伝送路上での信号単位（スロット）毎に、変調方式や誤り訂
正方式を指定可能な階層変調方式を実現するための伝送多重制御信号を指す。また、ＴＭ
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ＣＣ信号は緊急警報放送が発信されたことを知る仕組みとしても用いられている。
【００１９】
　なお、２１２は、アンテナＢ１０６からのデジタル放送信号を受信するチューナ部Ｂで
ある。チューナ部Ｂ２１２の機能はチューナ部Ａ２０１と同様であるため説明を省略する
。但し、本発明の各実施例を説明するにあたり、チューナ部Ａ２０１をメインのチューナ
とし、チューナ部Ｂ２１２をサブのチューナと位置づける。
【００２０】
　２０２は、チューナ部Ａ２０１およびＴＳ入出力部２１６から出力されるＴＳデータを
パケット識別子（ＰＩＤ）でフィルタリングして各種データに分別するデマルチプレクサ
Ａである。デマルチプレクサＡ２０２はデスクランブル処理を行うために暗号解読キーを
格納したＣＡＭ（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｏｄｕｌｅ）２０８からキ
ーを読み出し、暗号化されたＴＳデータを解読する。
【００２１】
　なお、チューナ部Ａ２０１及びチューナ部Ｂ２１２は、地上波デジタル放送、ＢＳデジ
タル放送、ＣＳデジタル放送を受信し、ＴＳデータを生成することが可能なチューナであ
る。
【００２２】
　同様に、２１３は、チューナ部Ｂ２１２およびＴＳ入出力部２１６から出力されるＴＳ
データをパケット識別し（ＰＩＤ）でフィルタリングして各種データに分別するデマルチ
プレクサＢである。
【００２３】
　２０３は、デマルチプレクサＡ２０２によって分別されたＭＰＥＧ２画像データを復号
するＭＰＥＧ２ビデオデコーダＡである。また、２１４は、デマルチプレクサＢ２１３に
よって分別されたＭＰＥＧ２画像データを復号するＭＰＥＧ２ビデオデコーダＢである。
【００２４】
　２０４は、ＭＰＥＧ２ビデオデコーダＡ２０３により復号された画像信号とＭＰＥＧ２
ビデオデコーダＢ２１４により復号された画像信号とＣＰＵ２０７により作られた表示デ
ータを元に描画した画像を合成する表示データ生成部である。表示データ生成部２０４は
フレームメモリ２１１を用いて上記の画像を合成し、ハイビジョンやＮＴＳＣ等のモニタ
１０２の仕様に合った信号フォーマットに変換する。
【００２５】
　２０５は、デマルチプレクサＡ２０２によって分別されたＭＰＥＧ２音声データを復号
するＭＰＥＧ２オーディオデコーダＡである。また、２１５は、デマルチプレクサＢ２１
３によって分別されたＭＰＥＧ２音声データを復号するＭＰＥＧ２オーディオデコーダＢ
である。
【００２６】
　２０６は、ＭＰＥＧ２オーディオデコーダＡ２０５及びＭＰＥＧ２オーディオデコーダ
Ｂ２１５の復号結果をステレオ音声等の音声信号として外部に出力するためのＤ／Ａ変換
部である。
【００２７】
　２０７は、ＩＲＤ１０１が有する各機能を制御する制御手段としてのＣＰＵ（中央演算
処理装置）である。ＣＰＵ２０７はデマルチプレクサＡ２０２およびデマルチプレクサＢ
２１３により分別されたＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ）等のテーブルデ
ータやデータ放送データを解読する処理を行う。また、ＣＰＵ２０７は表示データ生成部
２０４に受け渡す表示情報を生成する処理を行う。より詳細には、ＣＰＵ２０７の制御に
より不図示の画像描画部によって表示情報が描画され、描画された表示情報が表示データ
生成部２０４に受け渡される。また、ＣＰＵ２０７は番組情報として記憶しておくものは
番組情報記憶部２０９に記憶させる処理を行う。また、ＣＰＵ２０７はチューナ部Ａ２０
１およびチューナ部Ｂ２１２からＴＭＣＣ信号を受け取り、緊急警報放送に係る各種の処
理を実行する。
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【００２８】
　２０９は、ＣＰＵ２０７により処理された各種テーブルデータを番組選択のための番組
情報として記憶、格納しておく番組情報記憶部である。２１０は、リモコン１０４等や不
図示の操作パネルの操作により放送受信に係る各種の操作が入力される操作入力部である
。
【００２９】
　２１１は、表示データ生成部２０４が画像を合成する際に、画像の一時蓄積用として使
用するフレームメモリである。２１６は、デマルチプレクサＡ２０２およびデマルチプレ
クサＢ２１３によって分別された蓄積用ＴＳデータをデジタルケーブル１０９で接続され
たＤＶＲ１０８に出力するＴＳ入出力部である。ＴＳ入出力部２１６はＴＳデータをＤＶ
Ｒ１０８に出力するだけでなく、ＤＶＲ１０８に蓄積されたＴＳデータの入力を受け付け
る機能を有する。
【００３０】
　上記の構成を用いて、デジタル放送のチャンネル選局に伴う処理を説明する。まず、ユ
ーザがリモコン１０４等を用いてチャンネルを指示する。この指示が操作入力部２１０を
経てチャンネル情報（サービスＩＤ）としてＣＰＵ２０７に入力される。ＣＰＵ２０７は
チャンネル情報に基づいて、周波数やＴＳＩＤ等の情報に変換する。なお、ＴＳＩＤとは
トランスポートストリームのＩＤ情報である。ＴＳＩＤは衛星放送の場合のトランスポン
ダに相当する。ＣＰＵ２０７は周波数及びＴＳＩＤをチューナ部Ａ２０１またはチューナ
部Ｂ２１２に設定する。チューナ部Ａ２０１またはチューナ部Ｂ２１２では設定されたチ
ャンネルのデータを受信するように動作し、受信した信号をＴＳデータに変換する。
【００３１】
　チューナ部で変換されたＴＳデータはデマルチプレクサＡ２０２またはデマルチプレク
サＢ２１３によって画像データ、音声データ、その他のデータに分別される。画像データ
はＭＰＥＧ２ビデオデコーダＡ２０３またはＭＰＥＧ２ビデオデコーダＢ２１４によって
デコードされる。また、音声データはＭＰＥＧ２オーディオデコーダＡ２０５またはＭＰ
ＥＧ２オーディオデコーダＢ２１５によってデコードされる。その他のデータはＣＰＵ２
０７によって所定の処理がなされる。なお、チューナ部から入力されたＴＳデータが暗号
化されたスクランブル信号である場合、デマルチプレクサではＣＡＭ２０８を用いて暗号
解読処理を行う。
【００３２】
　表示データ生成部２０４ではビデオデコーダでデコードされた画像データを表示用の映
像データに変換する。また、Ｄ／Ａ変換部２０６はオーディオデコーダでデコードされた
音声データに対してＤ／Ａ変換処理を実行する。変換処理によって、音声データは左チャ
ンネルと右チャンネルの信号として出力される。最終的に、映像データと音声データは接
続されたモニタ１０２からユーザが視聴可能な形態で出力される。
【００３３】
　続いて、上記の構成を用いて、デジタル放送の録画（蓄積）に伴う処理を説明する。デ
マルチプレクサＡ２０２またはデマルチプレクサＢ２１３までの処理は、上述した選局時
の処理と同様である。デマルチプレクサＡ２０２またはデマルチプレクサＢ２１３に入力
されるＴＳデータは蓄積用ＴＳデータに変換される。蓄積用ＴＳデータはＴＳ入出力部２
１６に入力される。ＴＳ入出力部２１６では、入力されたＴＳデータに対してＤＴＣＰ（
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）
等の著作権保護制御を行う。著作権保護処理がされたＴＳデータはデジタルケーブル１０
９で接続されたＤＶＲ１０８に出力され、ＤＶＲ１０８にて蓄積される。
【００３４】
　次に、ＤＶＲ１０８に蓄積されたＴＳデータの再生処理について説明する。所定の再生
実行処理によってＤＶＲ１０８から読み出されたＴＳデータはデジタルケーブル１０９を
介してＴＳ入出力部２１６に入力される。ＴＳデータはＴＳ入出力部２１６からデマルチ
プレクサＡ２０２またはデマルチプレクサＢ２１３に入力される。デマルチプレクサＡ２
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０２またはデマルチプレクサＢ２１３では、ＴＳデータを画像データ、音声データ、その
他のデータに分別する。分別された画像データはＭＰＥＧ２ビデオデコーダＡ２０３また
はＭＰＥＧ２ビデオデコーダＢ２１４によってデコードされる。また、音声データはＭＰ
ＥＧ２オーディオデコーダ２０５またはＭＰＥＧ２オーディオデコーダＢ２１５によって
デコードされる。その他のデータはＣＰＵ２０７によって所定の処理がなされる。デコー
ドされた各データに対する処理は、上述した選局時の処理と同様なので説明を省略する。
【００３５】
　番組の録画予約は、上述したＤＶＲ１０８への蓄積処理の実行タイミングをＣＰＵ２０
７が制御する。予めユーザによる手動設定または機器の自動設定によって指定された番組
の情報は番組情報記憶部２０９によって格納されている。また、ＣＰＵ２０７は時刻を常
時監視している。ＣＰＵ２０７は番組情報記憶部２０９に格納された番組録画開始の指定
時刻に、当該番組のチャンネルを受信するようチューナ部を制御する。以上の処理により
、チューナ部で受信した所定チャンネルのＴＳデータを上述した録画処理の手順でＤＶＲ
１０８へ蓄積する。
【００３６】
　なお、本発明は、図２で示したＩＲＤ１０１の各機能や上述した番組選局等の制御手順
や動作によって限定されるものではない。
【００３７】
　続いて、表示データ生成部２０４の内部機能及び動作を説明する。表示データ生成部２
０４の詳細を図３に示す。
【００３８】
　３０１はＭＰＥＧ２ビデオデコーダＡ２０３から出力される画像データを、指定された
表示サイズに変換するための解像度変換部Ａである。３０２はＭＰＥＧ２ビデオデコーダ
Ｂ２１４から出力される画像データを、指定された表示サイズに変換するための解像度変
換部Ｂである。解像度変換部Ａ３０１及び解像度変換部Ｂ３０２から出力された画像デー
タは画像合成部３０３に入力される。なお、画像合成部３０３には解像度変換部Ａ３０１
及び解像度変換部Ｂ３０２からの入力の他に、ＣＰＵ２０７の制御により生成された表示
情報が入力される。なお、解像度変換部Ａ３０１及び解像度変換部Ｂ３０２は、入力され
る画像データの解像度の変換が不要な場合には解像度変換を実行しない。もしくは、各解
像度変換部は変換率を１とすることで実質的にサイズの変更が生じないようにする。
【００３９】
　画像合成部３０３は、解像度変換部Ａ３０１から出力される画像データ、解像度変換部
Ｂ３０２から出力される画像データ、ＣＰＵ２０７の制御で入力される表示情報を所定の
領域に配置する処理を実行する。また、これらの画像データを所定のルールで合成するこ
とが可能である。この合成処理では、上述したフレームメモリ２１１が利用される。３０
４は画像合成部３０３で画像の配置・合成を実行するために、処理対象となる画像データ
を一時的に記憶するフレームメモリ２１１と画像データの入出力を制御するメモリコント
ローラである。
【００４０】
　３０５は画像合成部３０３で生成された画像データをモニタ１０２の仕様に合致する信
号フォーマットに変換するためのＤ／Ａ変換部である。Ｄ／Ａ変換部３０５で所定の信号
フォーマットに変換された画像データはモニタ１０２へ出力される。
【００４１】
　ここで、画像合成部３０３が２画面表示を実行する際の処理について説明する。ユーザ
がリモコン１０４等を用いて２画面表示切り替えの操作を行うと、その操作信号が操作入
力部２１０に入力される。ＣＰＵ２０７は操作入力部２１０に入力された２画面表示切り
替えの信号に基づいて、解像度変換部Ａ３０１及び解像度変換部Ｂ３０２に対して、２画
面表示用の画像データの生成を指示する。２画面表示のための画像データのサイズは予め
決定されており、２つの解像度変換部は、予め設定されているサイズの画像データを生成
する。２つの解像度変換部で生成された２画面表示用の画像データは画像合成部３０３に
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入力される。画像合成部３０３は夫々の解像度変換部から入力された画像データを、フレ
ームメモリ２１１を用いて１つの画像データとなるように予め定められた配置で合成する
。
【００４２】
　なお、２つの画像データの他に、ＣＰＵ２０７の制御で生成される表示情報も画像合成
部３０３にて合成される場合がある。
【００４３】
　図４は、上述した２画面表示状態を示す図である。図４（Ａ）はモニタ１０２の表示領
域内に２つの画面４０１、４０２を並べて配置した状態を示している。こうした配置形態
は「ピクチャ・アウト・ピクチャ」と称されることがある。メイン画面４０１は２画面表
示を実行する前に表示されていたチャンネルの画像データを所定のサイズに変換して配置
する領域を示す。また、サブ画面４０２は所定の操作により指定されたもう一方のチャン
ネルの画像データを所定のサイズに変換して配置する領域である。なお、メイン画面４０
１とサブ画面４０２の配置箇所は本図と同様である必要はない。例えば、サブ画面がモニ
タ１０２に向かって左側に配置されていてもよい。２つのチューナを備えた本実施例のＩ
ＲＤ１０１では、メイン画面とサブ画面に表示されるそれぞれのチャンネルは、通常、チ
ューナ部Ａ２０１とチューナ部Ｂ２１２で受信した放送データとなる。しかし、本発明は
画面とチューナの割り当てに限定されるものではない。例えば、一方の画面にはＤＶＲ１
０８に蓄積された録画画像データを表示するように制御することも可能である。
【００４４】
　図４（Ａ）の情報表示領域４０３は、ＣＰＵ２０７の制御で生成された表示情報を表示
可能な領域である。表示情報の表示領域はいずれの場所であってもよい。また、合成の方
法はどのような方法であってもよい。例えば、透過合成（アルファブレンディング）処理
などが合成方法として挙げられる。
【００４５】
　２画面表示時の音声データについては、通常はメイン画面４０１に表示される画像デー
タに対応した音声が出力されるが、当然ながら、サブ画面４０２に表示される画像データ
に対応した音声を出力することも可能である。
【００４６】
　図４（Ｂ）は、図４（Ａ）とは異なる２画面表示状態を示す図である。図４（Ｂ）はモ
ニタ１０２の表示領域内に２つの画面４０４、４０５を重ねて配置した状態を示している
。こうした配置形態は「ピクチャ・イン・ピクチャ」と称されることがある。メイン画面
４０４は通常の１画面表示と同様、モニタ１０２の表示可能領域を全て利用して表示され
る。また、メイン画面４０４には、２画面表示を実行する前に表示されていたチャンネル
の画像データを所定のサイズに変換して表示する。サブ画面４０５には、所定の操作によ
り指定されたもう一方のチャンネルの画像データを所定のサイズに変換して表示する。通
常、サブ画面４０５に表示される画像データは、メイン画面４０４に表示される画像デー
タに対して透過させずに合成する。なお、メイン画面４０４に表示する画像データとサブ
画面４０５に表示される画像データは適宜切り換えて表示することが可能である。また、
サブ画面４０５の配置箇所は本図と同様である必要はない。なお、４０６はＣＰＵ２０７
の制御で生成された表示情報を表示可能な領域である。図４（Ｂ）における音声データに
ついては、通常はメイン画面４０４に表示される画像データに対応した音声が出力される
。しかし、サブ画面４０５に表示される画像データに対応した音声を出力することも可能
である。
【００４７】
　続いて、緊急警報放送の受信処理について説明する。緊急警報放送は、人名や財産に重
大な影響を及ぼす可能性のある事件や事故、自然災害などが発生した場合や、発生する可
能性がある場合に次の３つの場合に限って、日本放送協会（ＮＨＫ）や民間放送局から放
送される。
（１）東海地震の警戒宣言が発せられた場合（第一種）
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（２）地方自治体の長から避難指示の発動があった場合（第一種）
（３）津波警報が発せられた場合（第二種）
　放送形態はアナログテレビジョン放送に限らず、デジタル放送やラジオ放送でも行われ
る。
【００４８】
　デジタル放送の場合、緊急警報放送に限らず、アンテナＡ１０５及びアンテナＢ１０６
で放送信号を受信すると、チューナ部Ａ２０１及びチューナ部Ｂ２１２ではＴＳ信号とＴ
ＭＣＣ信号が得られる。これは上述した通りである。ＴＭＣＣ信号の内容は次のようにな
っている。
【００４９】
【表１】

【００５０】
　緊急警報放送が放送局から送信されると、ＴＭＣＣ信号の変更指示情報が１増加する。
これにより、緊急警報放送があることを示す起動制御信号（送受信制御情報の５ビットの
先頭の１ビット）が「１」に変化する。受信装置は、これらの信号の変化をＣＰＵ２０７
で常時監視することで、緊急警報放送の有無を認識することができる。
【００５１】
　緊急警報放送が送信されたことをＣＰＵ２０７が認知した場合は、以下の処理が実行さ
れる。
【００５２】
　まず、デマルチプレクサにて、チューナ部から入力されたＴＳデータに含まれているＳ
Ｉ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）データのＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｍａ
ｐ　Ｔａｂｌｅ）に含まれる緊急情報記述子を分別する。ＳＩデータは電子番組表（ＥＰ
Ｇ）の元となる、番組情報などが含まれるデータである。また、ＰＭＴとはあるＴＳデー
タ内に含まれる画像や音声などのパケット識別子を格納したテーブルである。ＣＰＵ２０
７は分別された緊急情報識別子を解析する。そして、緊急情報識別子からＳｅｒｖｉｃｅ
＿ＩＤ、Ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ、Ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ、Ａｒｅａ＿ｃｏｄ
ｅを取得する。Ｓｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤは放送を行うチャンネルを指定する情報である。ま
た、Ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇは現在、緊急警報放送が行われているか否かを判定す
るための情報である。また、Ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌは緊急警報放送が第一種か第二種
かを判定するための情報である。また、Ａｒｅａ＿ｃｏｄｅは放送対象地域を特定するた
めの情報である。受信装置側では、受信装置を制御するためのこのような制御情報を用い
て緊急警報放送時の動作を決定し、実行する。
【００５３】
　次に、図５及び図６を用いて、本発明における緊急警報放送の受信時の処理について説
明を行う。図５及び図６は、ＩＲＤ１０１における緊急警報放送受信時の処理フローであ
る。以下の処理はＣＰＵ２０７が主体となって図２に示した各動作機能部を制御するもの
である。
【００５４】
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　また、以下の説明は、２つのチューナ部Ａ２０１とチューナ部Ｂ２１２を用いて、２つ
の放送を夫々２画面で表示している状況を想定したものである。そして、緊急警報放送の
特性上、緊急警報放送は全画面表示に切り換えて表示するものとする。
【００５５】
　図５において、ＩＲＤ１０１のチューナ部Ａ２０１は通常の放送を受信可能な状態とな
っている。ステップＳ５０１において、チューナ部Ａ２０１は放送データからＴＳ信号と
ＴＭＣＣ信号を生成する処理を実行する。
【００５６】
　図６はステップＳ５０１におけるチューナ部Ａ２０１及びチューナ部Ｂ２１２の動作の
詳細な処理を示すフローである。Ｓ５０１の詳細な処理を図６を用いて説明する。なお、
チューナ部Ａ２０１及びチューナ部Ｂ２１２も同様の処理を実行可能であるので、チュー
ナ部を特定せずに説明を行う。
【００５７】
　図６のＳ６０１で、チューナ部は放送データからＴＭＣＣ信号を分離するために、ＴＭ
ＣＣ復調処理を実行する。そして、ＣＰＵ２０７は復調処理によって分離されたＴＭＣＣ
信号の送受信制御情報の起動制御信号ビットが「１」であるか否かの判定を行う。起動制
御信号ビットが「１」である場合はステップＳ６０２へ移行する。また、起動制御信号ビ
ットが「０」である場合はステップＳ６１３へ移行する。
【００５８】
　ステップＳ６０２では、ＣＰＵ２０７はＩＲＤ１０１の現在の状態を確認する。ここで
は、通常放送の視聴及び録画を実行しているか否かを判定するものとする。通常放送の視
聴または録画を実行していると判定した場合にはステップＳ６０３へ移行する。それ以外
の状態であればステップＳ６０４へ移行する。
【００５９】
　ステップＳ６０３では、ＣＰＵ２０７はチューナ部が現在受信している通常放送の視聴
または録画中のチャンネル及び放送方式を所定の記憶部に記憶する。これは、緊急警報放
送からの復帰後に当該チャンネルの受信を再開可能とするためである。また、チューナ部
が視聴中であることを示すフラグである視聴ＦＬＡＧを「１」として、所定の記憶部に格
納する。そして、ステップＳ６０６へ移行する。
【００６０】
　ステップＳ６０４では、ＩＲＤ１０１が通常放送の視聴または録画を実行していなかっ
たため、ＩＲＤ１０１がパワーセーブ中であるかどうかを判断する。パワーセーブ中であ
ればステップＳ６０５へ移行する。また、パワーセーブ中でなければステップＳ６０６へ
移行する。パワーセーブ状態とは、各チューナ部及びＣＰＵ２０７、操作入力部２１０以
外に電源が供給されていない状態のことである。ステップＳ６０５ではＣＰＵ２０７が各
デマルチプレクサや各デコーダなどに電源を供給するように処理を行う。
【００６１】
　ステップＳ６０６では、ＣＰＵ２０７がＰＭＴの緊急情報記述子の復号及び解析を行う
。その後、ステップＳ６０７へ移行する。ステップＳ６０７では、ＣＰＵ２０７が、ステ
ップＳ６０７で解析された緊急情報記述子のうち、Ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇの状態
を判定する。Ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇが「１」であれば緊急警報放送が行われてい
ると判断し、ステップＳ６０８へ移行する。Ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇが「０」であ
れば緊急警報放送が行われていないと判断し、ステップＳ６１２へ移行する。
【００６２】
　ステップＳ６０８では、ＣＰＵ２０７が、ステップＳ６０７で解析された緊急情報記述
子のうち、Ａｒｅａ＿ｃｏｄｅを用いて、事前にＩＲＤ１０１に設定された設置箇所を示
す情報とＡｒｅａ＿ｃｏｄｅが合致するか否かを判別する。ＣＰＵ２０７がＡｒｅａ＿ｃ
ｏｄｅとＩＲＤ１０１の設置箇所情報が合致したと判断した場合はステップＳ６０９へ移
行する。Ａｒｅａ＿ｃｏｄｅとＩＲＤ１０１の設置箇所情報が合致しないと判断した場合
はステップＳ６１２へ移行する。
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【００６３】
　ステップＳ６０９では、ＣＰＵ２０７が、緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤと現
在受信しているチャンネルのＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤが一致しているか否かを判定する。Ｃ
ＰＵ２０７がそれらが一致していると判断した場合はステップＳ６１０へ移行する。それ
らが一致していないと判断した場合はステップＳ６１１へ移行する。
【００６４】
　ステップＳ６０９において、緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤと現在受信してい
るチャンネルのＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤが一致していると判定された場合は、現在受信して
いるチャンネルでそのまま緊急警報放送が放送されることを意味する。よって、ＣＰＵ２
０７は現在視聴中または番組録画が中断されることを示すフラグである緊急警報受信ＦＬ
ＡＧ「１１」を所定の記憶部に格納する。
【００６５】
　ステップＳ６０９において、緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤと現在受信してい
るチャンネルのＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤが一致していないと判定された場合は、現在受信し
ているチャンネル以外で緊急警報放送が放送されることを意味する。よって、ＣＰＵ２０
７は、選局動作が発生し、番組視聴が中断されることを示すフラグである緊急警報受信Ｆ
ＬＡＧ「１０」を所定の記憶部に格納する。
【００６６】
　ステップＳ６１２では、ＣＰＵ２０７は緊急警報放送が試験放送であるか、またはＩＲ
Ｄ１０１の設置箇所とは無関係の地域の緊急警報放送であることを示すフラグである緊急
警報受信ＦＬＡＧ「０１」を所定の記憶部に格納する。
【００６７】
　ステップＳ６１３では、ＣＰＵ２０７は緊急警報放送ではないことを示すフラグである
緊急警報受信ＦＬＡＧ「００」を所定の記憶部に格納する。
【００６８】
　以上の処理後、図５のステップＳ５０２に戻る。
【００６９】
　ステップＳ５０２で、ＣＰＵ２０７は図６で説明した緊急警報受信ＦＬＡＧの状態を判
定する。ＦＬＡＧ「１１」ならばステップＳ５０３へ移行する。ＦＬＡＧ「１０」または
ＦＬＡＧ「０１」ならばステップＳ５０６へ移行する。ＦＬＡＧ「００」ならばステップ
Ｓ５０１に戻る。なお、本説明では上述したように２画面表示を実行中の処理を想定して
いるため、ステップＳ５０２の判断はチューナ部Ａ２０１で受信している放送に対して行
うものとする。
【００７０】
　ステップＳ５０３では、ＣＰＵ２０７は緊急警報放送を自動受信することを示す表示情
報を不図示の画像描画部で描画させる。そして、図４（Ａ）の４０３または図４（Ｂ）の
４０６に示した情報表示領域に描画した表示情報を表示する処理を実行する。モニタには
、図７（Ａ）で示した表示が行われる。但し、図７（Ａ）はピクチャ・アウト・ピクチャ
の２画面表示を想定している。ピクチャ・イン・ピクチャのケースでも所定の情報表示領
域に描画した表示情報を表示すればよい。また、緊急警報受信ＦＬＡＧがＦＬＡＧ「１１
」ということは、ＩＲＤ１０１の設置箇所に対応する緊急警報放送が存在することを意味
している。そのため、表示情報は「緊急警報放送受信中！」などのように、最も警告度の
高いメッセージを表示するのが好適である。
【００７１】
　その後、ステップＳ５０４に移行する。ステップＳ５０４では、ユーザへ緊急警報放送
の内容を確実に伝達するために、チューナ部Ａ２０１で受信する緊急警報放送を全画面に
表示するようにＣＰＵ２０７が制御を行う。全画面の表示状態は図７（Ｂ）に示す。そし
て、ステップＳ５０５でチューナ部Ａ２０１で緊急警報放送を受信し、モニタに表示する
。
【００７２】
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　なお、ステップＳ５０３とステップＳ５０４の間に、チューナ部Ｂ２１２で受信し、表
示していた番組をＤＶＲ１０８に録画するように構成してもよい。チューナ部Ｂ２１２で
受信し、ユーザが視聴していた番組が緊急警報放送の表示により視聴できなくなるケース
を防止することができる。
【００７３】
　ステップＳ５０２において、緊急警報受信ＦＬＡＧの状態がＦＬＡＧ「１０」または「
ＦＬＡＧ「０１」の場合にはステップＳ５０６へ移行する。ステップＳ５０６では、ＣＰ
Ｕ２０７は緊急警報放送を受信することを示す表示情報を不図示の画像描画部で描画させ
る。そして、図４（Ａ）の４０３または図４（Ｂ）の４０６に示した情報表示領域に描画
した表示情報を表示する処理を実行する。モニタには、図７（Ｃ）で示した表示が行われ
る。但し、図７（Ｃ）はピクチャ・アウト・ピクチャの２画面表示を想定している。ピク
チャ・イン・ピクチャのケースでも所定の情報表示領域に描画した表示情報を表示すれば
よい。また、緊急警報受信ＦＬＡＧがＦＬＡＧ「１０」またはＦＬＡＧ「０１」というこ
とは、緊急警報放送の受信に際して選局動作が実行されるか、またはＩＲＤ１０１の設置
箇所とは無関係の地域の緊急警報放送であることを意味している。そのため、表示情報は
「緊急警報放送を検知」などのように、警告度の低い表示を行うのが好適である。
【００７４】
　その後、ステップＳ５０７では、図６を用いて説明したような、チューナ部の処理フロ
ーを実行する。このとき実行するチューナ部はサブ画面に表示する放送を受信しているチ
ューナである。本説明では、メイン画面に対応するチューナとしてチューナ部Ａ２０１を
割り当てているため、ここではチューナ部Ｂ２１２に対して図６で説明した処理が実行さ
れる。
【００７５】
　ステップＳ５０８では、チューナ部Ｂ２１２における緊急警報受信ＦＬＡＧの状態を判
定する。チューナ部Ｂ２１２の緊急警報受信ＦＬＡＧがＦＬＡＧ「００」の場合はステッ
プＳ５１６に移行する。ステップＳ５１６ではチューナ部Ｂ２１２が現在受信している放
送方式及びチャンネルの情報を所定の記憶部に記憶する。その後、ステップＳ５１７に移
行し、チューナ部Ｂ２１２で受信しているチャンネルをチューナ部Ａ２０１で受信してい
るチャンネルに切り換える。
【００７６】
　ここで、チューナ部Ｂ２１２をチューナ部Ａ２０１で受信しているチャンネルに切り換
える理由を説明する。ステップＳ５１７に移行するのは、チューナ部Ａで受信した緊急警
報受信ＦＬＡＧが「１０」または「０１」であり、かつチューナ部Ｂで受信した緊急警報
受信ＦＬＡＧが「００」の場合である。チューナ部Ａ２０１で受信したＴＭＣＣ信号が結
果として試験放送である場合（ＦＬＡＧ「０１」の場合）には、後述するように、ユーザ
に対して「緊急警報放送の試験放送」または「緊急警報放送は他地域に対するもの」であ
る旨を表示するだけでよい。しかしながら、チューナ部Ａ２０１で受信したＴＭＣＣ信号
により、他のチャンネルで緊急警報放送が行われる場合（ＦＬＡＧ「１０」の場合）には
、チャンネルの選局を行って、ユーザに対して緊急警報放送を表示する必要がある。そこ
で、本実施形態では、チューナ部Ａ２０１で受信した緊急警報受信ＦＬＡＧがＦＬＡＧ「
１０」のケースでは、チューナ部Ｂ２１２が緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤに対
応するチャンネルに選局されるように構成する。ステップＳ５１７でチューナ部Ｂ２１２
がチューナ部Ａ２０１と同じチャンネルに選局されてステップＳ５０１に移行することに
より、結果としてステップＳ５０８の判断でステップＳ５０９へ処理が移行することにな
る。この処理により、チューナ部Ｂ２１２が緊急警報放送を受信することが可能となる。
【００７７】
　ステップＳ５０８において、チューナ部Ｂ２１２の緊急警報受信ＦＬＡＧがＦＬＡＧ「
０１」の場合は、ステップＳ５１４に移行する。ステップＳ５１４では、緊急情報記述子
のＳｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇを解析する。Ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇが「１」な
らば緊急警報放送は有効であるが、該当地域以外の緊急警報放送であることになる。この
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場合はステップＳ５１５に移行する。ステップＳ５１５では、該当地域以外の緊急警報放
送であることを示す表示を行う。この表示状態の一例を図７（Ｄ）に示す。なお、緊急警
報放送を表示するか否かを問い合わせる画像を表示してもよい。他地域の緊急警報放送の
表示を行うことをユーザが指定した場合は、ステップＳ５０９へ移行する。
【００７８】
　ステップＳ５１４でＳｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇが「０」であるならば、受信してい
る緊急警報放送は試験放送であるので、ステップＳ５１９に移行し、図７（Ｅ）に示した
ような表示を行う。試験放送であるので、現在のユーザの視聴を妨げるべきではない。そ
のため、２画面表示は変更することなく、情報表示領域に試験放送を受信していることを
表示する制御を行う。
【００７９】
　ステップＳ５０８において、チューナ部Ｂ２１２の緊急警報受信ＦＬＡＧがＦＬＡＧ「
１０」の場合は、ステップＳ５０９へ移行する。ステップＳ５０９では、現在チューナ部
Ｂ２１２が選局しているチャンネルと緊急警報放送が行われるチャンネルが異なるために
、緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤで示されるチャンネルをチューナ部Ｂ２１２に
設定する。その後、ステップＳ５１０へ移行する。
【００８０】
　ステップＳ５１０では、チューナ部Ｂ２１２で選局した緊急警報放送の表示により、チ
ューナ部Ａ２０１で受信し表示している番組の視聴が中断されてしまうため、ＣＰＵ２０
７はチューナ部Ａ２０１で受信している番組をＤＶＲ１０８に録画するように制御する。
その後、ステップＳ５１１では、図７（Ａ）で示すように、緊急警報放送を受信する旨の
表示を行う。そして、ステップＳ５１２へ移行する。
【００８１】
　ステップＳ５１２では、ＣＰＵ２０７がチューナ部Ｂ２１２で緊急警報放送をモニタに
対して全画面で表示するよう、チューナ部Ｂ２１２からの映像データの表示サイズを決定
する。
【００８２】
　最後に、ステップＳ５１３では、チューナ部Ｂ２１２で緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃ
ｅ＿ＩＤに対応するチャンネルを受信し、モニタに表示する。
【００８３】
　ステップＳ５０８でチューナ部Ｂ２１２の緊急警報受信ＦＬＡＧがＦＬＡＧ「１１」の
場合は、チューナ部Ｂ２１２で現在受信し、視聴しているチャンネルにおいて緊急警報放
送が実施されることになるので、ステップＳ５１０へ移行する。
【００８４】
　以上説明したように、２つのチューナを用いて２画面表示による番組視聴を実施してい
る際に緊急警報放送が行われた場合、ユーザに通知すべき緊急警報放送である場合には全
画面表示として確実にユーザに通知するように構成する。さらに、視聴していた番組が緊
急警報放送の表示を目的とした選局によって視聴不可となるのを極力避けるため、番組を
録画する処理を自動的に実行する。このように構成することで、ユーザに対して確実に緊
急警報を通知するとともに、ユーザが視聴中の番組を録画することでユーザの利便性を必
要以上に妨げることを防止することができる。
【００８５】
　（実施例２）
　続いて、本発明の別の実施例を実施例２として説明する。本実施例は、上述した実施例
１で説明したシステム構成（図１及び図２）と同様であるので、ここではシステム構成の
説明を省略する。
【００８６】
　実施例１では、非該当地域の緊急警報放送であっても、ユーザが当該放送を表示するこ
とを要求した場合には、チューナ部Ｂ２１２を用いて非該当地域の緊急警報放送を全画面
表示していた。しかしながら、非該当地域の緊急警報放送であればメイン画面の視聴を中
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断させてまで表示する必要性は低い。そこで、本実施例では、２画面表示での番組視聴中
に非該当地域の緊急警報放送を受信した際の処理を実施例１と異ならせている。
【００８７】
　図８は本実施例を実施する場合の一例となる処理フローである。なお、図５を用いて説
明した実施例１の処理フローと同等のステップについては、図５と同様のステップ番号を
付し、説明を省略する。
【００８８】
　ステップＳ５１５において、チューナ部Ｂ２１２で受信した緊急警報放送が非該当地域
の緊急警報放送であった場合、モニタにその旨の表示を行う。この表示状態の一例を図７
（Ｄ）に示す。なお、緊急警報放送を表示するか否かを問い合わせる画像を表示してもよ
い。ステップＳ５１８において、他地域の緊急警報放送の表示を行うことをユーザが指定
した場合は、ステップＳ８０９へ移行する。
【００８９】
　ステップＳ８０１では、現在チューナ部Ｂ２１２が選局しているチャンネルと緊急警報
放送が行われるチャンネルが異なるために、緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤで示
されるチャンネルをチューナ部Ｂ２１２に設定する。その後、ステップＳ８０２へ移行す
る。
【００９０】
　ステップＳ８０２では、他地域の緊急警報放送を受信することをモニタ１０２の情報表
示エリアに表示する。その後、ステップＳ５１３に移行し、チューナ部Ｂ２１２で緊急情
報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤに対応するチャンネルを受信し、モニタに表示する。な
お、ステップＳ８０２及びステップＳ５１３でモニタ１０２に表示される画面表示の一例
を図７（Ｆ）に示す。図７（Ｆ）では、ピクチャ・イン・ピクチャ形式の２画面表示とし
ているが、必ずしもこの表示形式に限られるものではない。
【００９１】
　以上、説明したように実施例２では、２画面表示状態において緊急警報放送を受信した
場合に、受信した緊急警報放送が非該当地域の緊急警報放送である場合には、メイン画面
の表示を中断させることなく、サブ画面に緊急警報放送を表示する。これにより、視聴者
はメイン画面に表示されている番組や映像の視聴を継続しながら、直接関係の無い他地域
の緊急警報放送の内容を認識することができる。実施例１では他地域の緊急警報放送であ
ってもメイン画面（チューナ部Ａ２０１で受信している画面）の表示を中断して緊急警報
放送を表示していたが、実施例２では、メイン画面の表示を中断しないため、視聴者の利
便性を向上させることができる。
【００９２】
　（実施例３）
　続いて、本発明の別の実施例を実施例３として説明する。本実施例は、上述した実施例
１で説明したシステム構成（図１及び図２）と同様であるので、ここではシステム構成の
説明を省略する。
【００９３】
　上述した２つの実施例では、視聴者が２つのチューナを用いて２画面表示している状態
において、緊急警報放送を受信した場合を想定していた。それに対して、本実施例では、
チューナの使用状態を判定し、その判定結果に応じて緊急警報放送の受信処理を制御する
点を特徴としている。
【００９４】
　まず、図９を用いて、チューナの利用状況を把握するための各チューナ部の使用状態を
判定する処理フローを説明する。以下の処理はＣＰＵ２０７が主体となって図２に示した
各動作機能部を制御するものである。図９は図６に示したチューナ部の使用状態及び緊急
警報放送受信状態の把握処理に関連している。また、図９に示した処理フローは、各チュ
ーナ部に対してそれぞれ実行されるものである。ここでは、チューナ部Ａ２０１における
処理として説明するが、チューナ部Ｂ２１２における処理でも同様の処理手順となる。
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【００９５】
　ステップＳ９０１では、図６のステップＳ６０３によって設定された視聴ＦＬＡＧが「
１」、即ち、当該チューナ部を使用していると判定した場合には、ステップＳ９０４へ移
行する。チューナ部の使用とは、当該チューナ部で受信している放送番組をモニタ１０２
に表示しているケースや、放送番組を録画しているケースが考えられる。ステップＳ９０
４ではチューナ部が使用されていることを示す使用状態ＦＬＡＧ「０１」を設定して終了
する。なお、使用状態ＦＬＡＧは任意の記憶部に記憶すればよい。
【００９６】
　ステップＳ９０１において、視聴ＦＬＡＧが「０」、即ち、当該チューナ部を使用して
いないと判定した場合には、ステップＳ９０２へ移行する。ステップＳ９０２では、視聴
者が当該チューナ部を利用する番組録画予約設定がされているか否かを判定する。番組録
画予約設定がなされていないと判定した場合には、ステップＳ９０７へ移行する。
【００９７】
　ステップＳ９０７では、当該チューナ部が現在及び今後も利用されていないことを示す
使用状態ＦＬＡＧ「００」を設定して終了する。
【００９８】
　ステップＳ９０２において、当該チューナ部を利用する番組録画予約設定がされている
と判定した場合には、ステップＳ９０３へ移行する。ステップＳ９０３では、設定されて
いる番組録画が予め定められた設定時間内に実行されるか否かを判定する。設定時間は例
えば３０分としておけばよい。つまり、ステップＳ９０３では、現時点ではチューナ部を
利用していないが、設定時間内に番組録画で利用するか否かを判定する処理が実行される
。ステップＳ９０３にて、番組録画が設定時間内に実行されると判定した場合にはステッ
プＳ９０５へ移行する。
【００９９】
　ステップＳ９０５では、当該チューナ部が近い将来番組録画で利用されるため、当該状
態を示す使用状態ＦＬＡＧ「１１」を設定して終了する。
【０１００】
　ステップＳ９０３にて、番組録画が設定時間内には実行されないと判定した場合には、
ステップＳ９０６へ移行する。ステップＳ９０６では、当該チューナ部を番組録画で利用
する予定があるが、設定時間内には利用されないとの状態を示す使用状態ＦＬＡＧ「１０
」を設定して終了する。
【０１０１】
　なお、上記処理フローは一定時間毎に繰り返し実行される。繰り返し実行することによ
り、視聴状態の変化や、番組録画の有無の変化、及び番組録画予約が設定時間内に変わる
ことを検出し、視聴状態ＦＬＡＧを設定し直すことが可能となる。
【０１０２】
　続いて、図１０を用いて緊急警報放送受信の全体の処理フローを説明する。なお、上述
した第１及び第２の実施例では、ユーザが２画面表示形態で視聴を行っていることを前提
として説明した。しかし、本実施例での視聴形態は特に問わない。
【０１０３】
　また、図１０において実施例１及び実施例２で説明した処理フローと同様のステップに
ついては説明を省略する。従って、以下ではステップＳ１００１から説明する。
【０１０４】
　ステップＳ１００１では、図９を用いて説明した処理フローに従って、チューナ部Ｂ２
１２の使用状態ＦＬＡＧの設定を行う。設定がなされたら、ステップＳ１００２へ移行す
る。ステップＳ１００２では、チューナ部Ｂ２１２の使用状態ＦＬＡＧが「１１」または
「０１」であるか、「１０」または「００」であるかを判定する。使用状態ＦＬＡＧが「
１１」または「０１」の場合、チューナ部Ｂ２１２は現在視聴や録画で使用されているか
、または近い将来（設定時間内）に使用される予定になっていることを示している。この
場合には、ステップＳ１００３へ移行する。また、使用状態ＦＬＡＧ「１０」または「０
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０」の場合には、チューナ部Ｂ２１２は録画予約が無い、または予約された録画時期が設
定時間内ではないことを示している。この場合には、ステップＳ５０９へ移行する。
【０１０５】
　まず、ステップＳ１００３から説明する。ステップＳ１００３ではチューナ部Ａ２０１
の使用状態を確認する処理を実行する。この確認処理は図９で示した処理と同様である。
チューナ部Ａ２０１の使用状態ＦＬＡＧが決定した後、ステップＳ１００４へ移行する。
ステップＳ１００４では、ステップＳ１００３で決定したチューナ部Ａ２０１の使用状態
ＦＬＡＧに応じて制御を切り替える。
【０１０６】
　まず、チューナ部Ａ２０１の使用状態ＦＬＡＧが「１１」または「０１」の場合、チュ
ーナ部Ａ２０１は現在視聴や録画で使用されているか、または近い将来（設定時間内）に
使用される予定になっていることを示している。上述したように、本発明の各実施例では
、チューナ部Ａ２０１がメイン使用のチューナ部であり、チューナ部Ｂ２１２がサブとし
てのチューナ部という位置づけにしている。そのため、チューナ部Ａ２０１が使用されて
いる又は直近に使用される場合には、チューナ部Ｂ２１２を用いて緊急警報放送を受信す
るのが好ましい。もちろん、ステップＳ５０２において、チューナ部Ａ２０１で受信した
緊急警報がチャンネルの選局を伴わない緊急警報受信ＦＬＡＧ「１１」の場合には優先的
にチューナ部Ａ２０１でそのまま緊急警報放送を受信する。しかしながら、上記のケース
はチューナ部Ａ２０１の緊急警報受信ＦＬＡＧが「１０」または「０１」のケースである
ので、仮にチューナ部Ｂ２１２が使用中または直近の使用予定があっても、チューナ部Ａ
２０１の使用状態を優先する制御を実行している。そのため、チューナ部Ａ２０１の使用
状態ＦＬＡＧが「１１」または「０１」の場合には、ステップＳ５０９へ移行する。
【０１０７】
　続いて、ステップＳ１００４にてチューナ部Ａ２０１の使用状態ＦＬＡＧが「１０」ま
たは「００」の場合、チューナ部Ａ２０１は録画予約が無い、または、予約された録画時
期が設定時間内ではないことを示している。即ち、チューナ部Ｂ２１２は現在使用中また
は直近に使用予定があり、チューナ部Ａ２０１は未使用であり、かつ直近の使用予定も無
いことを意味している。この場合は、メイン使用のチューナ部がチューナ部Ａ２０１であ
っても、使用してないチューナ部Ａ２０１を用いて緊急警報放送を受信するのが好適であ
る。なぜなら、視聴者はチューナ部Ｂ２１２を用いて所望の番組視聴や、番組録画を望ん
でいるためである。そこで、このケースではステップＳ１００５へ移行する。
【０１０８】
　ステップＳ１００５では、緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤで示されているチャ
ンネルを選局するよう、チューナ部Ａ２０１を制御する。その後、上述したステップＳ５
０３からステップＳ５０４を経由してステップＳ５０５へ移行し、処理を終了する。
【０１０９】
　また、ステップＳ１００４にてチューナ部Ａ２０１の使用状態ＦＬＡＧが「１１」また
は「０１」の場合、またはステップＳ１００２にてチューナ部Ｂ２１２の使用状態ＦＬＡ
Ｇが「１０」または「００」の場合には、ステップＳ５０９へ移行する。ステップＳ５０
９は上述した通り、緊急情報記述子のＳｅｒｖｉｃｅ＿ＩＤで示されているチャンネルを
選局するよう、チューナ部Ｂ２１２を制御する。その後、ステップＳ５１０へ移行する。
なお、ステップＳ５１０では、上述した実施例１及び実施例２では、チューナ部Ａ２０１
の番組を録画するための制御を実施していた。しかしながら、本実施例では、ステップＳ
５１０の処理は状況によって変わる。本制御を実施している際に、視聴者がチューナ部Ａ
２０１を使用して番組を試聴している場合には、ステップＳ５１０にて番組を録画すれば
よい。しかしながら、視聴者がチューナ部Ａ２０１を使用していないケースも考えられる
。この場合は、ステップＳ５１０の制御を省略することになる。ステップＳ５１０以後の
各ステップについては、上述した説明と同じであるため説明を省略する。
【０１１０】
　以上、実施例３では、未視聴状態（待機中）、１画面表示による視聴中、２画面表示に
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れた場合を想定した形態となっている。この形態では、番組の視聴及び録画を極力優先し
、緊急警報放送によって視聴または録画中だった番組自体が中止にならない限り、優先度
の高い番組はそのまま視聴または録画を可能としている。その代わり、優先度の低い番組
は緊急警報放送の受信のために利用する。この結果、緊急警報放送を確実に表示すること
ができるとともに、視聴や録画に関してユーザが不利益を被らないようにすることができ
る。
【０１１１】
　なお、実施例３ではチューナ部Ａ２０１をメインチューナとし、チューナ部Ｂ２１２を
サブチューナとしたが、これは説明を容易にするための便宜的措置である。当然のことな
がら、チューナ部Ｂ２１２をメインチューナとしても、本発明は同様の効果を得ることが
できる。
【０１１２】
　なお、上述した各実施例では、ＣＰＵ２０７がＰＭＴなどに含まれる放送受信装置制御
信号を取得する取得手段（取得工程）及び複数のチューナ夫々の選局状態を判定する判定
手段（判定工程）の機能を有している。また、放送受信装置制御信号とチューナの選局状
態とに基づいて、複数のチューナに対する選局動作並びにモニタ１０２への表示処理また
はＤＶＲ１０８への記録処理を制御する制御手段（制御工程）としても機能している。さ
らに、複数のチューナ夫々の使用状態を確認する確認手段（確認工程）の機能を有する。
しかしながら、本発明を実現するにあたって、ＣＰＵ２０７単体でこれらの各機能を実行
するのではなく、それぞれの機能を実行する別のＣＰＵやＡＳＩＣなどを用いることも可
能である。本発明は各機能を如何なるハードウェアで実現してもよい。また、ソフトウェ
アのみや、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせによって実現してもよい。
【０１１３】
　以上、３つの好適な実施例を用いて本発明を説明したが、いずれの方法であっても、上
述した課題を効果的に解決することが可能である。これにより、複数のチューナを備える
放送受信装置において緊急警報放送のような特殊な放送を受信した場合にも、ユーザに対
して確実に当該放送の情報を通知するとともに、視聴や録画といったユーザ所望の動作を
必要以上に妨げることを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】本発明を実施可能なデジタル放送受信システムの構成図である。
【図２】本発明を実施可能なＩＲＤの機能ブロック図である。
【図３】本発明を実施可能な表示データ生成部の機能ブロック図である。
【図４】複数表示画面の表示例を示す図である。
【図５】本発明の実施例１に係る処理手順を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施例１に係るＴＭＣＣ信号の解析手順を示すフローチャートである。
【図７】緊急警報放送受信時の画面表示例を示す図である。
【図８】本発明の実施例２に係る処理手順を示すフローチャートである。
【図９】本発明の実施例３に係るチューナ部の使用状況を特定する手順を示すフローチャ
ートである。
【図１０】本発明の実施例３に係る処理手順を示すフローチャートである。
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