
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタル放送を受信して受信映像を画面表示する受信映像表示手段と、前記受信映像
とは異なる表示映像を作成して画面表示する情報表示手段と、を備えたディジタル 受
信装置において、前記受信映像とは異なる表示映像の作成開始の判断を行ったとき、また
は、前記情報表示手段による情報画面表示が行われている状態で絵文字化表示の判断を行
ったときには受信映像の画面表示を行わせつつ画面 央部分に絵文字表示を行わせ、当
該絵文字表示が行われている状態で絵文字化解除の判断を行ったときには、前記情報表示
手段による情報画面表示を行わせる制御手段を備えたことを特徴とするディジタル放送受
信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のディジタル放送受信装置において、ディジタル放送に含まれる番組情
報を取得する番組情報取得手段を備え、前記制御手段は、前記番組情報取得手段の起動指
示がなされたときには番組情報取得の処理を実行させる一方で受信映像の画面表示を行わ
せつつ画面非中央部分に絵文字表示を行わせ、当該絵文字表示が行われている状態で絵文
字化解除の判断を行ったときには、前記情報表示手段による番組情報画面表示を行わせる
ように構成されたことを特徴とするディジタル放送受信装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のディジタル放送受信装置において、番組情報の取得状況を画面表示す
るように構成されたことを特徴とするディジタル放送受信装置。
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【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載のディジタル放送受信装置において、前記絵文
字表示に対して操作が行われたときに絵文字化解除の判断を行うことを特徴とするディジ
タル放送受信装置。
【請求項５】
　請求項２乃至請求項４のいずれかに記載のディジタル放送受信装置において、予め定め
られた数の番組情報を取得したときに絵文字化解除の判断を行うことを特徴とするディジ
タル放送受信装置。
【請求項６】
　請求項２乃至請求項５のいずれかに記載のディジタル放送受信装置において、番組情報
取得手段の起動指示がなされたときから予め定められた時間が経過したときに絵文字化解
除の判断を行うことを特徴とするディジタル放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、ディジタル放送を受信するディジタル放送受信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ディジタル信号圧縮技術を用いて映像・音声信号を圧縮するとともに、複数番組の映像・
音声ディジタル信号を時分割多重したストリーム（トランスポート・ストリーム）をトラ
ンスポンダ（衛星中継器）を経由して放送するディジタル放送がある。前記トランスポン
ダは複数存在しており、しかも各トランスポンダには複数チャンネルが多重されるため、
チャンネル数は百以上にもおよぶ膨大な数になっている。一方、このようなディジタル多
チャンネル放送を受信する放送受信装置は、専用のアンテナを通して受け取ったディジタ
ル放送の複数のトランスポンダのなかから一つをチューナによって選択し、この一つのト
ランスポンダに含まれる複数のチャンネルのうち一つをデマルチプレクス処理によって選
択し、この選択したチャンネルのディジタル信号をデコードすることによって映像・音声
信号を出力するようになっている。
【０００３】
ところで、このようなディジタルテレビ放送では、従来のアナログ放送と同様に映像や音
声を送信することに加え、サービス情報（番組名、番組内容、番組開始時刻、番組終了時
刻、番組ジャンルコード等）も送信しており、受信機側ではＯＳＤ（オンスクリーンディ
スプレイ）機能を用いたＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）
画面表示機能によって、多チャンネル放送のなかからユーザが望む番組を効率良く選択す
ることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、ユーザによって番組表の表示指令がなされてから番組情報を取得してその
表示を行うにはかなりの時間を必要としているのが実情である。特に、ジャンル検索を行
う場合は全てのサービス情報を検索する必要があり、一層時間がかかることになる。従来
は、番組表の表示指令がなされると受信映像の画面出力を停止し、ＯＳＤによるＥＰＧ表
示に切り換わるため、かなりの時間は受信映像を見ることができない。一方、このような
不具合を解決するために、受信映像に重ねてＥＰＧ表示を行ったり、或いは受信映像を縮
小表示して受信映像全体が見れるようにしているが、受信映像は見にくいものとなる。
【０００５】
この発明は、上記の事情に鑑み、受信映像を画面略全体に表示しつつ絵文字を前記受信映
像に対して邪魔にならない位置に表示して受信映像の見にくさを回避する一方、所定の条
件の下でＯＳＤによる情報表示画面に切り換わることができるディジタル放送受信装置を
提供することを目的とする。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
　この発明のディジタル放送受信装置は、上記の課題を解決するために、ディジタル放送
を受信して受信映像を画面表示する受信映像表示手段と、前記受信映像とは異なる表示映
像を作成して画面表示する情報表示手段と、を備えたディジタル放送受信装置において、

受信
映像の画面表示を行わせつつ画面非中央部分に絵文字表示を行わせ、当該絵文字表示が行
われている状態で絵文字化解除の判断を行ったときには 記情報表示手段による情報画
面表示を行わせる制御手段を備えたことを特徴とする。
【０００７】
上記の構成であれば、受信映像の画面表示が行われている状態で画面非中央部分に絵文字
表示が行われるから、受信映像が見にくくなることはなく、且つ前記絵文字表示が表す内
容の処理が画面には現れないが同時実行されていることをユーザは知ることが可能になる
。そして、絵文字化解除の判断がなされたときには同時実行されていた処理に基づく情報
表示画面を見ることができる。
【０００８】
　　　ディジタル放送に含まれる番組情報を取得する番組情報取得手段を備え、前記制御
手段は、前記番組情報取得手段の起動指示がなされたときには番組情報取得の処理を実行
させる一方で受信映像の画面表示を行わせつつ画面非中央部分に絵文字表示を行わせ、当
該絵文字表示が行われている状態で絵文字化解除の判断を行ったときには 記情報表示
手段による番組情報画面表示を行わせるように構成されているのがよい。
【０００９】
上記の構成であれば、ユーザによって番組表やジャンル検索の指令がなされたとき、絵文
字化解除の判断がなされるまでは、画面には受信映像が表示され、絵文字は画面非中央部
分に表示されるから、受信映像の見にくさが回避されるとともに番組情報取得の動作が行
われていることをユーザは知ることができる。絵文字化解除の判断がなされると、画面に
は番組表やジャンル検索結果画面が表示されることになる。
【００１０】
番組情報の取得状況を画面表示するように構成されているのがよい。これによれば、番組
情報の取得状況をユーザは知ることができるので、番組表示までどれくらい待てばよいの
か分からない場合の不満が解消される。
【００１１】
絵文字化解除の判断は、前記絵文字表示に対して操作が行われたときに行うようにしても
よい。或いは、予め定められた数の番組情報を取得したたときや、番組情報取得手段の起
動指示がなされたときから予め定められた時間が経過したときに自動的に行うようにして
もよい。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図１乃至図３に基づいて説明するが、ここではユーザがＢＳ
（Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ　ｖｉａ　Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）ディジタル放送を視聴する
場合を例示している。図１はＢＳディジタル放送を受信するこの実施形態のディジタル放
送受信装置３０を示したブロック図であり、図２は番組情報表示に関する画面表示例を示
した説明図である。
【００１３】
図１に示すアンテナ１は、屋外において所定の方向に向けて配置されており、ＢＳから送
られてくるディジタル放送信号を受信する。このアンテナ１は、一般に周波数変換器を備
え、受信／周波数変換した信号をチューナ２に与える。
【００１４】
チューナ２は、受信した高周波ディジタル変調信号のうちから特定周波数の信号を取り出
す。すなわち、ディジタル放送の複数のトランスポンダのなかから一つを選択する処理を
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行う。また、チューナ２は、復調回路、逆インタリーブ回路、誤り訂正回路などを備える
ことにより、選択したディジタル変調信号を復調してトランスポート・ストリームを出力
する。
【００１５】
デマルチプレクサ（ＤＥＭＵＸ）３は、チューナ２から受け取ったトランスポート・スト
リームを、ＭＰＥＧ２（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ２
）のビデオトランスポートパケット、オーディオトランスポートパケット、およびＰＳＩ
（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）に分離する。デマルチ
プレクサ３は、ビデオトランスポートパケットとオーディオトランスポートパケットをＡ
Ｖデコーダ４に供給し、ＰＳＩに付加されているサービス情報（ＳＩ）などをＣＰＵ１３
に供給する。なお、前述のごとく、トランスポート・ストリームには複数のチャンネルが
多重化されており、このなかから任意のチャンネルを選択するための処理は、前記ＰＳＩ
から任意のチャンネルがトランスポート・ストリーム中でどのパケットＩＤで多重化され
ているかといったデータを取り出すことで可能となる。また、トランスポート・ストリー
ムの選定（トランスポンダの選定）もＰＳＩの情報に基づいて行うことができる。更に、
前記サービス情報（ＳＩ）には、番組情報（番組内容、番組開始時刻、番組終了時刻、ジ
ャンルコード等）が含まれている。
【００１６】
ＡＶデコーダ４は、ビデオトランスポートパケットに対してデコードを行うビデオデコー
ダ、及びオーディオトランスポートパケットに対してデコードを行うオーディオデコーダ
を備える。ビデオデコーダは、入力された可変長符号を復号して量子化係数や動きベクト
ルを求め、逆ＤＣＴ変換や動きベクトルに基づく動き補償制御などを行う。オーディオデ
コーダは、入力された符号化信号を復号して音声データを生成する。
【００１７】
ＯＳＤ（オンスクリーンディスプレイ）回路１２は、ＣＰＵ１３から出力指示された文字
情報や色情報に基づくビットマップデータを加算器２０に出力する。加算器２０は前記ビ
ットマップデータをＡＶデコーダ４から出力される映像データに組み込む処理を行う。上
記ＯＳＤ回路１２により、ＣＰＵ１３が受け取った前述のＰＳＩに含まれるサービス情報
（ＳＩ）に基づくＥＰＧ（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）画面表
示の他、後述するアイコン等の表示状態を実現することができる。
【００１８】
ＮＴＳＣ変換回路５は、前記の加算器２０から映像データを受け取ってＤ／Ａ変換を行い
、ＮＴＳＣフォーマットのコンポジット信号に変換する。音声信号処理回路６は、ＡＶデ
コーダ４から出力された音声データを受け取ってＤ／Ａ変換を行い、例えば右（Ｒ）音の
アナログ信号および左（Ｌ）音のアナログ信号を生成する。
【００１９】
映像出力回路７及び音声出力回路８は出力抵抗や増幅器等を備えて成る。ＡＶ出力端子９
には出力部（左右音声出力端子等や映像出力端子のセット）が設けられており、この出力
部には、映像／音声コード１７によって受像部１６ａ及びスピーカ１６ｂを備えるモニタ
１６が接続される。
【００２０】
リモコン送信機１０は、当該放送受信装置３０に指令を送出するための送信機である。こ
のリモコン送信機１０に設けられた図示しないキーを操作すると、そのキーに対応した指
令を意味する信号光（リモコン信号）が図示しない発光部から送出される。リモコン受光
器１１は、前記リモコン送信機１０のキーが操作されたときに出射される信号光を受光し
、これを電気信号に変換してＣＰＵ１３に与える。
【００２１】
この実施形態では、リモコン送信機１０には、ＯＳＤアイコン化及びその解除の機能を持
たせた図示しないキーが用意されている。画面にＯＳＤ表示が行われている状態で当該キ
ーを操作すると画面全体に受信映像が表示されるとともに、アイコンボタンＢが画面非中
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央部（図では画面左下）において表示される。この表示状態で再び当該キーを操作すると
、ＯＳＤによる情報画面が画面全体において表示される。更に、この実施形態では、リモ
コン送信機１０を操作し、画面に表示されているアイコンボタンＢ上にカーソルを乗せて
決定キーを押すことによっても上述と同じ操作が行えるようにしてある。
【００２２】
メモリ１４Ａには、番組表を構成することになるサービス情報（番組内容、番組開始時刻
、番組終了時刻、ジャンル情報等）が格納される。不揮発性メモリ（例えば、ＥＥＰＲＯ
Ｍなど）１４Ｂには、番組情報自動表示条件（どの位の数又は何日分の番組情報が揃った
、或いはどの位時間が経過したときに番組表やジャンル検索画面の全画面表示に自動切換
を行うかといった情報）等が格納される。不揮発性メモリ１４Ｂは書込可能なメモリであ
るから、ユーザ側で前記条件情報を変更することが可能であり、且つ電源非印加状態でも
記憶内容は保持されることになる。
【００２３】
ＣＰＵ１３は、この発明に係わる処理として以下の処理を行う。
【００２４】
▲１▼．ユーザがリモコン送信機等を用いて入力した前記条件情報を不揮発性メモリ１４
Ｂに格納する処理を行う。
【００２５】
▲２▼．番組表やジャンル検索の指令がなされたときには、番組表やジャンル検索表の構
成に必要なサービス情報（ＳＩ）を取得してメモリ１４Ａに格納していく。ここで、ジャ
ンル検索を例にして説明すると、ジャンル検索の指令がなされた当初において図２（ａ）
に示すジャンル検索表を表示しても、取得できたジャンル情報は少ないから、検索結果の
表示は殆どない状態である。この図２（ａ）に示すジャンル検索表の右上にある「アイコ
ン化」と表記したアイコンボタンＡの操作が行われたとき、或いは、リモコン送信機１０
に設けられたＯＳＤアイコン化及びその解除の機能を持たせた図示しないキーが操作され
たとき、図２（ｂ）に示す画面、すなわち画面全体に受信映像を表示するとともに、ＯＳ
Ｄ１２によって画面左下に「ジャンル検索」と表記したアイコンボタンＢを表示する。そ
して、このような受信映像表示を行いつつジャンル検索のための処理を続行する。なお、
ジャンル検索の指令がなされたときにその当初画面表示として図２（ｂ）の画面を表示す
るようにしても構わない。
【００２６】
▲３▼．図２（ｂ）の状態において、画面左下にある「ジャンル検索」と表記されたアイ
コンボタンＢが操作されたかどうか、或いはリモコン送信機１０に設けられた前記ＯＳＤ
アイコン化及びその解除の機能を持たせたキーが操作されたかどうかを判断する。「ジャ
ンル検索」と表記されたアイコンボタンＢ或いは前記キーが操作されたと判断したときに
は、図２（ａ）に示す画面に切り換え、ジャンル検索結果を表示する。
【００２７】
▲４▼．図２（ｂ）の状態において、番組情報の取得個数或いは経過時間をカウントし、
不揮発性メモリ１４Ｂに格納されている絵文字化解除条件（設定番組数、設定経過時間）
との比較処理を行い、番組情報の取得個数或いは経過時間が絵文字化解除条件を満たすと
、図２（ａ）に示す画面に自動的に切り換えてジャンル検索結果を表示する。この機能は
常に行われるものではなく、ユーザが当該機能を選択したときに実行される。なお、絵文
字化解除条件を満たしたときに、「ジャンル検索」と表記されたアイコンボタンＢの色を
変化させたり、明滅させたりすることにより、解除条件が満たされたことをユーザに通知
し、前記▲３▼のごとくユーザによる操作が行われたときに、図２（ａ）に示す画面に切
り換え、ジャンル検索結果を表示するようにすることも可能である。
【００２８】
▲５▼．図２（ｂ）の状態において、番組情報の取得個数をや経過時間をカウントし、不
揮発性メモリ１４Ｂに格納されている絵文字化解除条件（設定番組数、設定経過時間）と
の対比処理を行い、上記設定に対して取得個数或いは経過時間が何パーセントに相当する
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かを示す表示（文字表示或いはグラフ表示）を行うようにしている。
【００２９】
なお、上記の例では、とくに番組情報のＯＳＤ表示について説明してが、ＯＳＤを表示す
る場面全てに適用することができる。
【００３０】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、受信映像の画面表示が行われている状態で画面
非中央部分に絵文字表示が行われるから、受信映像が見にくくなることはなく、且つ前記
絵文字表示が表す内容の処理が画面には現れないが同時実行されていることをユーザは知
ることが可能になる。そして、絵文字化解除の判断がなされたときには同時実行されてい
た処理に基づく情報表示画面を見ることができる。特に、ユーザによって番組表やジャン
ル検索の指令がなされたとき、絵文字化解除の判断がなされるまでは、画面には受信映像
が表示され、絵文字は画面非中央部分に表示されるから、受信映像の見にくさが回避され
るとともに番組情報取得の動作が行われていることをユーザーは知ることができる。絵文
字化解除の判断がなされると、画面には番組表やジャンル検索結果画面が表示されること
になる。また、番組情報の取得状況を画面表示する構成であれば、番組情報の取得状況を
ユーザは知ることができるので、番組表示までどれくらい待てばよいのか分からない場合
の不満を解消できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態のディジタル放送受信装置を示すブロック図である。
【図２】同図（ａ）はジャンル検索画面の一例を示す説明図であり、同図（ｂ）は受信映
像を画面全体に表示し、「ジャンル検索」のアイコンボタンを画面左下に表示した状態を
示した説明図である。
【符号の説明】
１　　アンテナ
２　　チューナ
３　　デマルチプレクサ（ＤＥＭＵＸ）
４　　ＡＶデコーダ
５　　ＮＴＳＣ変換回路
６　　音声処理回路
１２　ＯＳＤ回路
１３　ＣＰＵ
１４Ｂ不揮発性メモリ
Ａ　　アイコンボタン
Ｂ　　アイコンボタン
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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