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(57)【要約】
【課題】複数の放送の同時受信及び選択的受信に適切に
対応できるＡＧＣ制御機能を備えた受信装置及び半導体
集積装置を提供する。
【解決手段】ＢＳ用チューナ２Ａ、地上波用チューナの
各出力信号は、ＴＣ－８ＰＳＫ復調回路１１Ａ、ＯＦＤ
Ｍ復調回路１１Ｂにそれぞれ入力されると共に、ＡＧＣ
制御回路１３Ａ、１３Ｂにそれぞれ入力されてＡＧＣ制
御信号が生成される。制御部６は、放送チャンネルの受
信に使用されるチューナに対しては、そのチューナのＡ
ＧＣ増幅器にＡＧＣ制御信号が印加されるように制御し
、受信に使用されないチューナのＡＧＣ増幅器には、そ
のゲインを抑圧する所定電圧が印加されるように制御す
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送チャンネルを選局する第１のチューナと、
　前記第１のチューナからの出力信号に基づいて、該第１のチューナに設けられた第１の
ＡＧＣ増幅器のゲインを制御する第１のＡＧＣ制御信号を生成する第１のＡＧＣ制御回路
と、
　前記第１のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する第１の所定電圧を生成する第１の所
定電圧発生回路と、
　前記第１のチューナとは異なる放送チャンネルを選局する第２のチューナと、
　前記第２のチューナからの出力信号に基づいて、該第２のチューナに設けられた第２の
ＡＧＣ増幅器のゲインを制御する第２のＡＧＣ制御信号を生成する第２のＡＧＣ制御回路
と、
　前記第２のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する第２の所定電圧を生成する第２の所
定電圧発生回路と、
　前記第１のＡＧＣ制御信号と前記第１の所定電圧を前記第１のＡＧＣ増幅器に選択的に
印加する制御を行うと共に、
　前記第２のＡＧＣ制御信号と前記第２の所定電圧を前記第２のＡＧＣ増幅器に選択的に
印加する制御を行う制御部と、
　を備えたことを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　前記第１のチューナ及び前記第２のチューナがそれぞれ放送チャンネルの選局に使用さ
れる場合には、前記制御部は、前記第１のＡＧＣ制御信号及び前記第２のＡＧＣ制御信号
をそれぞれ前記第１のＡＧＣ増幅器及び前記第２のＡＧＣ増幅器に印加するように制御し
、
　前記第１のチューナ及び前記第２のチューナにおける一方のチューナが放送チャンネル
の選局に使用されない場合には、前記制御部は、前記一方のチューナに設けられた一方の
ＡＧＣ増幅器に、該一方のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する所定電圧を印加するよ
うに制御することを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記第１のチューナと前記第２のチューナとの少なくとも一方はデジタル放送を受信す
るデジタル放送用チューナであり、さらに前記デジタル放送用チューナからのデジタル変
調信号に対するデジタル復調を行うデジタル復調部を有することを特徴とする請求項１又
は２記載の受信装置。
【請求項４】
　前記受信装置の電源がＯＦＦにされた場合、前記制御部は、第１のチューナ及び前記第
２のチューナにおける一方のチューナに設けられた一方のＡＧＣ増幅器に、該一方のＡＧ
Ｃ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する所定電圧と、前記一方のチューナの出力信号から生成
したＡＧＣ制御信号とを周期的に印加する制御を行うことを特徴とする請求項１から３の
いずれかの請求項に記載の受信装置。
【請求項５】
　放送チャンネルを選局する第１のチューナからの第１のチューナ出力信号に基づいて、
該第１のチューナに設けられた第１のＡＧＣ増幅器のゲインを制御する第１のＡＧＣ制御
信号を生成する第１のＡＧＣ制御回路と、
　前記第１のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する第１の所定電圧を生成する第１の所
定電圧発生回路と、
　前記第１のチューナとは異なる放送チャンネルを選局する第２のチューナからの第２の
チューナ出力信号に基づいて、該第２のチューナに設けられた第２のＡＧＣ増幅器のゲイ
ンを制御する第２のＡＧＣ制御信号を生成する第２のＡＧＣ制御回路と、
　前記第２のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する第２の所定電圧を生成する第２の所
定電圧発生回路と、
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　前記第１のＡＧＣ制御信号と前記第１の所定電圧を前記第１のＡＧＣ増幅器に選択的に
印加する制御を行うと共に、
　前記第２のＡＧＣ制御信号と前記第２の所定電圧を前記第２のＡＧＣ増幅器に選択的に
印加する制御を行う制御部と、
　が半導体集積回路で形成されることを特徴とする半導体集積装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のチューナを備えた場合におけるスプリアス妨害やノイズの発生を抑制
する受信装置及び半導体集積装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル放送とアナログ放送が混在する状況の中でデジタル放送とアナログ放送
の両方を受信することができるような複数のチューナを搭載した受信装置が増えている。
また、裏番組の録画を目的として複数のチャンネルを受信することのできる受信装置もあ
る。さらにデジタル放送受信装置では放送波に重畳されて送信される緊急起動信号を監視
して緊急起動信号に応じて起動するものもある。　
　従来の受信装置においては、チューナにより所望とする周波数の放送チャンネルが選局
され、そのチューナの出力信号は、ＡＧＣ（Automatic Gain Control）増幅器のゲイン制
御を行うＡＧＣ制御回路に入力される。　
　ＡＧＣ制御回路は、入力信号の振幅に応じてチューナ内のＡＧＣ増幅器のゲインを制御
するＡＧＣ制御信号を生成し、ＡＧＣ増幅器は、このＡＧＣ制御信号によってチューナの
出力信号が所定の振幅レベルとなるようにＡＧＣの動作を行う。
【０００３】
　このようにしてチューナの出力信号が所定の振幅レベルとなるようにＡＧＣ制御ループ
が形成される。　
　しかし、例えば２つのチューナが搭載された受信装置においては、ユーザにより両方の
チューナが放送の受信に使用されていない場合がある。そして、使用されていないチュー
ナ側においては、ＡＧＣ制御ループが切断された状態となり、ＡＧＣ制御信号が不定とな
る。　
　不定となったＡＧＣ制御信号がチューナ内のＡＧＣ増幅器の利得を異常に大きくして他
の周辺回路に対してスプリアス妨害やノイズ発生の要因となる。　
　一方、特許文献１の従来例には単一のチューナを搭載したものであるが、受信周波数を
３つの周波数帯域に区分し、それぞれの周波数帯域に適する３つのＡＧＣ増幅器を設けた
ＴＶチューナ回路が開示されている。
【０００４】
　また、この従来例においては、入力信号に基づいてＡＧＣ制御回路は、１つのＡＧＣ増
幅器に対してはＡＧＣ電圧を出力し、他の２つには動作停止状態にするために所定の電圧
又は最小とする電圧をＡＧＣ増幅器に出力する構成にしている。　
　この従来例においては、ＡＧＣ制御回路は、これに入力される１つのＡＧＣ電圧入力を
、選択された周波数帯域の１つのＡＧＣ増幅器に印加し、他のＡＧＣ増幅器にはその動作
停止状態にする電圧（例えば０Ｖ）を印加する。　
　つまり、この従来例は、１つの放送を選択することを目的とするものであり、複数の放
送を同時に受信することは適切にできない。具体的には、ＡＧＣ制御回路には１つの入力
信号となるＡＧＣ電圧入力が共通に入力される構成であるため、仮に２つのＡＧＣ増幅器
にそれをＡＧＣ電圧として出力しても、同じＡＧＣ電圧となるため適切なＡＧＣ制御がで
きない。　
　このように特許文献１は、ＡＧＣ制御機能を考慮した場合、複数の放送の同時受信に適
切に対応できない。
【特許文献１】特開２０００－２９５０５３号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、複数の放送の同時受信及び選択的受信に
適切に対応できるＡＧＣ制御機能を備えた受信装置及び半導体集積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】
【０００６】
　本発明の一実施形態に係る受信装置は、放送チャンネルを選局する第１のチューナと、
前記第１のチューナからの出力信号に基づいて、該第１のチューナに設けられた第１のＡ
ＧＣ増幅器のゲインを制御する第１のＡＧＣ制御信号を生成する第１のＡＧＣ制御回路と
、前記第１のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する第１の所定電圧を生成する第１の所
定電圧発生回路と、前記第１のチューナとは異なる放送チャンネルを選局する第２のチュ
ーナと、前記第２のチューナからの出力信号に基づいて、該第２のチューナに設けられた
第２のＡＧＣ増幅器のゲインを制御する第２のＡＧＣ制御信号を生成する第２のＡＧＣ制
御回路と、前記第２のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する第２の所定電圧を生成する
第２の所定電圧発生回路と、前記第１のＡＧＣ制御信号と前記第１の所定電圧を前記第１
のＡＧＣ増幅器に選択的に印加する制御を行うと共に、前記第２のＡＧＣ制御信号と前記
第２の所定電圧を前記第２のＡＧＣ増幅器に選択的に印加する制御を行う制御部と、を備
えたことを特徴とする。
【０００７】
　本発明の一実施形態に係る半導体集積装置は、放送チャンネルを選局する第１のチュー
ナからの第１のチューナ出力信号に基づいて、該第１のチューナに設けられた第１のＡＧ
Ｃ増幅器のゲインを制御する第１のＡＧＣ制御信号を生成する第１のＡＧＣ制御回路と、
　前記第１のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する第１の所定電圧を生成する第１の所
定電圧発生回路と、前記第１のチューナとは異なる放送チャンネルを選局する第２のチュ
ーナからの第２のチューナ出力信号に基づいて、該第２のチューナに設けられた第２のＡ
ＧＣ増幅器のゲインを制御する第２のＡＧＣ制御信号を生成する第２のＡＧＣ制御回路と
、前記第２のＡＧＣ増幅器のＡＧＣゲインを抑圧する第２の所定電圧を生成する第２の所
定電圧発生回路と、前記第１のＡＧＣ制御信号と前記第１の所定電圧を前記第１のＡＧＣ
増幅器に選択的に印加する制御を行うと共に、前記第２のＡＧＣ制御信号と前記第２の所
定電圧を前記第２のＡＧＣ増幅器に選択的に印加する制御を行う制御部と、が半導体集積
回路で形成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、複数の放送の同時受信及び選択的受信に適切に対応できるＡＧＣ制御
機能を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。図１は本発明の第１の実施形態に
係る受信装置１の構成を示す。　
　この受信装置１は、複数のチューナとして、例えば衛星（ＢＳと略記）デジタル放送を
受信するＢＳ用チューナ２Ａと、地上波デジタル放送を受信する地上波デジタル用チュー
ナ（以下、地上波用チューナと略記）２Ｂと、両チューナ２Ａ、２Ｂからの出力信号に対
する復調を行う復調部としての半導体集積回路部（以下、ＩＣ部と略記）３と、を備えて
いる。　
　ＢＳ用チューナ２Ａは、ＢＳ用アンテナ４Ａに接続され、このＢＳ用アンテナ４Ａにて
受信した電波から所望の周波数のＴＣ－８ＰＳＫ（トレリス符号化８相位相変調）等でデ
ジタル変調された変調信号を抽出する。
【００１０】



(5) JP 2008-294670 A 2008.12.4

10

20

30

40

50

　また、地上波用チューナ２Ｂは、地上波用アンテナ４Ｂに接続され、この地上波用アン
テナ４Ｂで受信した電波から所望の周波数でＯＦＤＭ（直交周波数分割多重）でデジタル
変調された変調信号を抽出する。　
　また、ＩＣ部３は、ＢＳ用チューナ２Ａから出力されるデジタル変調信号に対するデジ
タル復調を行うＢＳ用復調部５Ａと、地上波用チューナ２Ｂから出力されるデジタル変調
信号に対するデジタル復調および誤り訂正を行う地上波用復調部５Ｂと、これらの制御を
行う制御部６とを有する。このＩＣ部３を構成するＢＳ用復調部５Ａ、地上波用復調部５
Ｂ及び制御部６は、ＩＣにより形成された半導体集積装置を形成する。　
　また、ＢＳ用復調部５Ａと地上波用復調部５Ｂとからそれぞれ出力される復調信号であ
るトランスポートストリーム信号（以下、ＴＳ信号と略記）は、制御部６により選択され
る選択スイッチ７を経てそのＴＳ信号におけるＭＰＥＧの圧縮符号化に対する復号（デコ
ード）を行うデコーダとしての例えばＭＰＥＧデコーダ８に入力される。
【００１１】
　制御部６には、ユーザによる例えばリモートコントローラ（以下、リモコンと略記）等
を介してのチューナの選択使用／不使用に対応した選択信号が入力される。そして、この
制御部６は、選択信号に応じて、放送チャンネルの受信に使用されるチューナの出力信号
を選択するように選択スイッチ７の選択を制御する。　
　ユーザが例えばＢＳ用復調部５Ａと地上波用復調部５Ｂとの一方を選択した場合には、
図１の選択スイッチ７の出力である実線で示すように一方のＴＳ信号が選択されてＭＰＥ
Ｇデコーダ８に入力される。そして、このＭＰＥＧデコーダ８にて音声信号および映像信
号に復号され、音声信号および映像信号等が出力される。　
　この音声信号と映像信号は図示しない後段の音声信号処理部及び映像信号処理部により
それぞれ信号処理され、それぞれスピーカ及びディスプレイ（表示パネル）にて再生され
る。
【００１２】
　また、ユーザがさらに、映像及び音声の再生に使用しないチューナを用いて放送チャン
ネルを受信し、受信した放送チャンネルのコンテンツ等をハードディスク装置等に録画す
ることを選択した場合には、そのチューナの復調信号は、図１の選択スイッチ７の出力で
ある点線で示すようにＭＰＥＧデコーダ８に入力される。　
　そして、このＭＰＥＧデコーダ８により録画に用いられる音声信号および映像信号が生
成され、図示しないＭＰＥＧエンコーダによりＭＰＥＧによる圧縮符号化されてハードデ
ィスク装置等に録画することもできる。　
　上記ＢＳ用復調部５Ａは、ＢＳ用チューナ２Ａから出力されるデジタル変調信号に対す
るデジタル復調、具体的には例えばＴＣ－８ＰＳＫ復調を行うＴＣ－８ＰＳＫ復調回路１
１Ａを備えている。　
　また、このＢＳ用復調部５Ａは、ＢＳ用チューナ２Ａからの出力信号によりＢＳ用チュ
ーナ２Ａ内に設けられたＡＧＣ増幅器（図面中では単にＡＧＣと略記）１２ＡのＡＧＣ制
御を行うＡＧＣ制御回路１３Ａを有する。
【００１３】
　このＡＧＣ制御回路１３Ａにより生成されたＡＧＣ制御信号は、切替スイッチ１４Ａを
介してＡＧＣ増幅器１２ＡのＡＧＣゲインを制御するＡＧＣ制御端子に印加される。　
　なお、ＡＧＣ制御回路１３Ａは、ＢＳ用チューナ２Ａからの出力信号を入力信号として
、基準の振幅値からの誤差を検出するＡＧＣ誤差検出回路（図面中では単に誤差検出と略
記）１６Ａと、このＡＧＣ誤差検出回路１６Ａの出力信号を平滑化してＡＧＣ制御信号と
して出力する平滑化回路１７Ａとを有する。　
　また、ＢＳ用復調部５Ａには、所定電圧発生回路１５Ａが設けてあり、この所定電圧発
生回路１５Ａにより発生される所定電圧は、切替スイッチ１４Ａを介してＡＧＣ増幅器１
２ＡのＡＧＣ制御端子に印加される。
【００１４】
　なお、この所定電圧は、ＢＳ用チューナ２Ａに用いられているＡＧＣ増幅器１２Ａによ
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るＡＧＣゲインを最小ないしは十分に抑圧する所定電圧である。実際に使用されるＢＳ用
チューナ２Ａとしては、ＡＧＣ増幅器１２ＡがＡＧＣ制御電圧を大きくした場合に、その
ＡＧＣゲインが増大するタイプや、これとは逆にＡＧＣ制御電圧を大きくした場合に、そ
のＡＧＣゲインが減少するタイプがある。　
　このため、本実施形態においては、ＢＳ用チューナ２Ａに搭載されているＡＧＣ増幅器
１２Ａの特性に応じて、そのＡＧＣゲインを十分に抑圧する所定電圧を発生する所定電圧
発生回路１５Ａを有する。　
　また、ＡＧＣ制御信号を発生するＡＧＣ制御回路１３Ａも、ＡＧＣ増幅器１２Ａの特性
に対応してＡＧＣ制御回路１３Ａに入力される入力信号の振幅が大きい程、ＡＧＣ増幅器
１２Ａのゲインを抑制する特性のＡＧＣ制御信号を出力することができるものが採用され
ている。
【００１５】
　制御部６は、入力される選択信号に応じて、切替スイッチ１４Ａの切替を選択的に制御
する。例えばユーザにより、ＢＳ用チューナ２Ａを用いて再生若しくは録画を行う選択指
示がされた場合には、制御部６はＡＧＣ制御回路１３ＡからのＡＧＣ制御信号がＡＧＣ増
幅器１２Ａに印加されるように切替スイッチ１４Ａの切替を制御する。　
　これに対して、ＢＳ用チューナ２Ａを用いて再生及び録画のいずれも行わない選択指示
がされた場合には、制御部６は所定電圧発生回路１５Ａからの所定電圧がＡＧＣ増幅器１
２Ａに印加されるように切替スイッチ１４Ａの切替を制御する。　
　また、この場合には、制御部６は、ＴＣ－８ＰＳＫ復調回路１１Ａ及びＡＧＣ制御回路
１３Ａへの電源供給を停止若しくは抑制し、実際に使用されていない場合における回路の
電力消費を低減する。そして、この場合には通常のＡＧＣ制御ループが断になるが、上記
のようにＡＧＣ増幅器１２Ａに所定電圧が印加されるように制御されるため、ＡＧＣ増幅
器１２Ａのゲインは十分に抑圧された状態になる。
【００１６】
　また、上記地上波用復調部５Ｂも、以下のようにＢＳ用復調部５Ａと類似した構成であ
る。　
　地上波用復調部５Ｂは、地上波用チューナ２Ｂから出力されるデジタル変調信号に対す
るデジタル復調、具体的には例えばＯＦＤＭ復調を行うＯＦＤＭ復調回路１１Ｂを備えて
いる。　
　また、この地上波用復調部５Ｂは、地上波用チューナ２Ｂからの出力信号により地上波
用チューナ２Ｂ内に設けられたＡＧＣ増幅器１２ＢのＡＧＣ制御を行うＡＧＣ制御回路１
３Ｂを有する。このＡＧＣ制御回路１３Ｂにより生成されたＡＧＣ制御信号は、切替スイ
ッチ１４Ｂを介してＡＧＣ増幅器１２ＢのＡＧＣ制御端子に印加される。　
　また、地上波用復調部５Ｂには、所定電圧発生回路１５Ｂが設けてあり、この所定電圧
発生回路１５Ｂにより発生される所定電圧は切替スイッチ１４Ｂを介してＡＧＣ増幅器１
２ＢのＡＧＣ制御端子に印加される。
【００１７】
　なお、この所定電圧は、地上波用チューナ２Ｂに用いられているＡＧＣ増幅器１２Ｂに
よるＡＧＣゲインを最小ないしは十分に抑圧する所定電圧である。実際に使用される地上
波用チューナ２Ｂとしては、ＡＧＣ増幅器１２ＢがＡＧＣ制御電圧を大きくした場合に、
そのＡＧＣゲインが増大するタイプや、これとは逆にＡＧＣ制御電圧を大きくした場合に
、そのＡＧＣゲインが減少するタイプがある。　
　このため、本実施形態においては、地上波用チューナ２Ｂに搭載されているＡＧＣ増幅
器１２Ｂの特性に応じて、そのＡＧＣゲインを十分に抑圧する所定電圧を発生する所定電
圧発生回路１５Ｂを有する。　
　また、ＡＧＣ制御信号を発生するＡＧＣ制御回路１３Ｂも、ＡＧＣ増幅器１２Ｂの特性
に対応してＡＧＣ制御回路１３Ｂに入力される入力信号の振幅が大きい程、ＡＧＣ増幅器
１２Ｂのゲインを抑制する特性のＡＧＣ制御信号を出力することができるものが採用され
ている。
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【００１８】
　制御部６は、入力される選択信号に応じて、切替スイッチ１４Ｂの切替を選択的に制御
する。例えばユーザにより、地上波用チューナ２Ｂを用いて再生若しくは録画を行う選択
指示がされた場合には、制御部６はＡＧＣ制御回路１３ＢからのＡＧＣ制御信号がＡＧＣ
増幅器１２Ｂに印加されるように制御する。　
　これに対して、地上波用チューナ２Ｂを用いて再生及び録画のいずれも行わない選択指
示がされた場合には、制御部６は所定電圧発生回路１５Ｂからの所定電圧がＡＧＣ増幅器
１２Ｂに印加されるように制御する。　
　また、この場合には、制御部６は、ＯＦＤＭ復調回路１１Ｂ及びＡＧＣ制御回路１３Ｂ
への電源供給を停止若しくは抑制し、実際に使用されていない回路における電力消費を低
減する。
【００１９】
　このように本実施形態に係る受信装置１は、２つの異なる放送を同時に受信することが
選択された場合には、それぞれのチューナからの出力信号に基づいて生成したＡＧＣ制御
信号により、ＡＧＣ（制御）機能をそれぞれ発揮させて受信動作を行う。　
　また、受信装置１は、一方のチューナのみを用いて受信する選択がされた場合には、受
信に使用されない他方のチューナのＡＧＣ増幅手段のゲインを十分に抑圧することにより
、一方のチューナ側等にスプリアス妨害等を与えないようにＡＧＣ機能を適切に制御する
構成にしている。　
　そして、２つの復調部５Ａ、５ＢがＩＣ部３において集積化されて形成された場合にも
、それぞれがスプリアス妨害等の影響を受けることなく復調でき、ＩＣ部３やこれを含む
受信装置１を小型化や低コスト化することを可能にしている。　
　なお、図示しない記憶部には、受信装置１が例えば電源ＯＦＦにされる直前に両チュー
ナ２Ａ、２Ｂの選択情報が記憶されている。そして、受信装置１の電源がＯＮにされた場
合、制御部６は、記憶部に記憶された情報に基づいて初期設定を行う。
【００２０】
　次に本実施形態の動作を説明する。図２は本実施形態における代表的な動作内容例のフ
ローチャートを示す。　
　受信装置１の電源が投入されて受信装置１が動作状態に設定されると、ステップＳ１に
示すように制御部６は、起動時の初期設定を行うために例えば図示しない記憶部の情報を
読み出す。　
　この情報に基づく初期設定として、例えば、一方のチューナが選択された状態に設定す
る。　
　具体的には、例えば前回の電源ＯＦＦ時において再生に使用されたチューナの情報を記
憶部に記憶し、次回に電源がＯＮされた場合には、そのチューナが選択されたとして暫定
的な設定をする。或いは、ユーザは起動時に選択されるチューナの情報を記憶部に予め記
憶しておき、起動時にそのチューナが選択されるようにしても良い。　
　以下の説明では起動時に選択されるチューナを符号２Ｉで表し、他方のチューナを符号
２Ｊで表す。つまり、ＩはＡ或いはＢであり、例えばＩがＡの場合にはＪはＢとなり、Ｉ
がＢの場合にはＪはＡとなる。
【００２１】
　そして、この場合、制御部６は、ステップＳ２に示すように選択されたチューナ２Ｉの
ＡＧＣ増幅器１２Ｉに対してはＡＧＣ制御信号が印加されるように切替スイッチ１４Ｉの
切替を制御する。また、制御部６は、選択されていないチューナ２ＪのＡＧＣ増幅器１２
Ｊには、所定電圧が印加されるように切替スイッチ１４Ｊの切替を制御する。　
　そして、次のステップＳ３において制御部６は、選択信号の入力を待つ。ユーザは、前
回の使用状態で再生を望む場合には、起動時に短時間で所望とした設定状態で放送の受信
（再生）ができる。　
　一方、選択されたチューナ２Ｉとは異なるチューナ２Ｊを再生に使用したり、或いは他
方のチューナ２Ｊを録画に使用する（両方を使用する）ことを望むような場合には、ユー
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ザはリモコンなどで指示操作する。そして、選択信号が制御部６に入力されることになる
。
【００２２】
　ステップＳ４に示すように制御部６は、選択信号が入力されると、その選択信号が例え
ばＢＳ用チューナ２Ａを選択するものであるかの判定を行う。　
　これに該当すると判定した場合にはステップＳ５に示すように制御部６は、選択された
ＢＳ用チューナ２ＡのＡＧＣ増幅器１２Ａに対してはＡＧＣ制御信号が印加されるように
切替スイッチ１４Ａの切替を制御する。　
　一方、ステップＳ４の判定に該当しないと判定した場合にはステップＳ６に示すように
制御部６は、ＢＳ用チューナ２ＡのＡＧＣ増幅器１２Ａに対しては所定電圧が印加される
ように切替スイッチ１４Ａの切替を制御する。　
　ステップＳ５或いはＳ６の処理の後、ステップＳ７に移る。このステップＳ７において
制御部６は、ステップＳ３の選択信号が地上波用チューナ２Ｂを選択するものであるかの
判定を行う。
【００２３】
　これに該当すると判定した場合にはステップＳ８に示すように制御部６は、選択された
地上波用チューナ２ＢのＡＧＣ増幅器１２Ｂに対してはＡＧＣ制御信号が印加されるよう
に切替スイッチ１４Ｂの切替を制御する。　
　一方、ステップＳ７の判定に該当しないと判定した場合にはステップＳ９に示すように
制御部６は、地上波用チューナ２ＢのＡＧＣ増幅器１２Ｂに対しては所定電圧が印加され
るように切替スイッチ１４Ｂの切替を制御する。　
　ステップＳ８或いはＳ９の処理の後、図２の処理を終了或いはステップＳ３に戻る。　
　このように動作する本実施形態によれば、複数のチューナ２Ａ、２Ｂを備えた場合の復
調処理を行えるように異なる復調部５Ａ、５Ｂを集積化したＩＣ部３において、複数のチ
ューナ２Ａ、２Ｂを同時に使用することができる。
【００２４】
　また、本実施形態によれば、さらに一方のチューナのみを使用した場合には、使用され
ていないチューナ側から、使用されているチューナ側にスプリアス妨害やノイズ妨害を与
えることを有効に防止できる。　
　なお、第１の実施形態においては、複数のチューナの例としてＢＳ用チューナ２Ａと地
上波用チューナ（地上波デジタル用チューナ）２Ｂの場合で説明したが、この場合に限定
されるものでない、例えば地上波用チューナとして地上波アナログチューナを採用しても
良い。また、ＢＳ用チューナの代わりに地上波アナログチューナを採用しても良い。　
　また、図１の構成では２つのチューナで説明したが、さらに地上波アナログチューナを
追加した３つのチューナの場合にも同様に適用することができる。
【００２５】
　次に１つのチューナにおいて、選択されていない状態（スリープ動作モード）において
緊急警報放送のような不定期な放送を監視（モニタ）する機能を備えた受信装置を説明す
る。図３は本発明の第２の実施形態に係る受信装置１Ｂの構成を示す。　
　この受信装置１Ｂは、例えば図１における地上波用チューナ２Ｂ側の構成に類似した構
成である。このため、図１に示した構成要素と同じ構成要素には同一符号を付け、その説
明を省略する。なお、ＢＳ用チューナ２Ａを用いた場合でも、同様に適用できる。　
　この受信装置１Ｂは、第１の実施形態と同様に１つのＩＣ部３ＢとＭＰＥＧデコーダ８
Ｂとを有し、このＩＣ部３Ｂは、１つのデジタル復調部となる地上波用復調部５Ｂと、制
御を行う制御部６Ｂと、後述するＥＷＳ検出部２１とから構成される。
【００２６】
　また、この受信装置１Ｂにおいては、ＯＦＤＭ復調回路１１Ｂの出力信号は、ＭＰＥＧ
デコーダ８Ｂに出力されると共に、緊急警報信号（Emergency Warning Signal 以下、Ｅ
ＷＳと略記）を検出するＥＷＳ検出部２１を経て、制御部６Ｂに入力される。ＭＰＥＧデ
コーダ８Ｂは、１つの復調部となるＯＦＤＭ復調回路１１Ｂからの出力信号に対するＭＰ
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ＥＧ復号を行い、映像信号おより音声信号を出力する。　
　本実施形態における制御部６Ｂは、この受信装置１Ｂの電源がＯＮにされた場合には、
この受信装置１Ｂにより地上波デジタル放送を受信する動作（通常の動作モード）を行う
ように動作制御信号が入力される。　
　この動作制御信号が入力された場合には、制御部６Ｂは、第１の実施形態におけるチュ
ーナを選択する選択信号が入力された場合と同様にＡＧＣ制御信号が地上波用チューナ２
ＢのＡＧＣ増幅器１２Ｂに印加されるように制御する。
【００２７】
　これに対して、動作制御信号が入力されない場合、つまり電源がＯＦＦにされた場合に
は、制御部６ＢはＥＷＳの受信に対応したスリープ動作モードになる。　
　このスリープ動作モードにおいては、制御部６Ｂは、受信装置１Ｂの放送受信の機能を
完全にＯＦＦにするのでなく、緊急警報放送によるＥＷＳを周期的に検出する動作を行う
。　
　より具体的には、このスリープ動作モードにおいて、制御部６Ｂは、受信装置１Ｂを周
期的に通常の動作モード相当でＥＷＳの検出を行う第１のモード（受信モードともいう）
と、受信機能を殆ど停止した第２のモード（スリープモード）とに設定する。　
　そして、制御部６Ｂは、第１のモードとしての受信モードの期間には、地上波用チュー
ナ２ＢのＡＧＣ増幅器１２ＢにＡＧＣ制御信号を印加する。そして、この第１のモードの
動作期間にはＥＷＳの有無を検出する。
【００２８】
　ＥＷＳ検出部２１は、ＯＦＤＭ復調回路１１Ｂにおける図示しないＴＭＣＣ（Transmis
sion and Multiplexing Configuration Control）デコーダによりデコードされたＴＭＣ
Ｃ情報における緊急警報放送用フラグの有無によりＥＷＳを検出する。　
　そして、ＥＷＳ検出部２１は、緊急警報放送用フラグを検出すると、制御部６ＢにＥＷ
Ｓ検出の通知をする。　
　一方、制御部６Ｂは、第２のモードとしてのスリープモードの期間には、地上波用チュ
ーナ２ＢのＡＧＣ増幅器１２Ｂに所定電圧を印加する。つまり、受信装置１Ｂを低消費電
力状態にすると共に、周囲にスプリアス妨害等を与えないようにＡＧＣ増幅器１２Ｂのゲ
イン抑圧の制御をする。また、この場合、制御部６Ｂは、ＯＦＤＭ復調回路１１Ｂ等を非
動作状態、例えばＯＦＤＭ復調回路１１Ｂへの電源の供給を停止する等の低消費電力状態
に設定する。
【００２９】
　なお、制御部６Ｂは、このスリープ動作モードにおいては、ＭＰＥＧデコーダ８Ｂ以降
の処理ブロックに対しては、例えばＭＰＥＧデコーダ８Ｂへの電源を停止ないしは低減す
ると共に、ＴＳデコーダ、映像信号処理部や音声信号処理部などへの電源供給を停止ない
しは低減した制御を行う。この点が通常の受信装置１Ｂの電源ＯＮにされた場合と異なる
。　
　そして、制御部６Ｂは、スリープ動作モードにおける第１のモードにおいてＥＷＳ検出
部２１によりＥＷＳが検出された信号が入力されると、そのＥＷＳに対応した緊急警報放
送を再生する動作を行うように制御する。　
　本実施形態は、スリープ動作モードにおいて、ＥＷＳを例えば周期的に行うことにより
、低消費電力でＥＷＳを検出することができるメリットを有する。
【００３０】
　なお、スリープ動作モードにおける第１モードと第２モードとを交互に行う場合の周期
は、上述したＴＭＣＣ情報から緊急警報放送用フラグを検出する動作を安定して行えるよ
うに設定すれば良い。　
　例えば、常時第１のモードで動作させた場合に緊急警報放送用フラグを数回から１０回
程度検出できる場合、その数分の１程度で検出できるような周期に設定すれば良い。この
ようにすることにより、常時第１のモードで動作させた場合よりも電力消費を大幅に低減
できる。　
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　次に本実施形態の動作を図４のフローチャートを参照して説明する。　
　例えば最初のステップＳ１１においては、受信装置１Ｂの電源ＯＮにされた状態である
とし、この状態において受信装置１Ｂは通常の動作モードで地上波デジタル放送を受信す
る動作を行う。
【００３１】
　そして、次のステップＳ１２において制御部６Ｂは、受信装置１Ｂの電源ＯＦＦにされ
る動作待ちの状態となる。　
　そして、電源ＯＦＦにされると、ステップＳ１３に示すように制御部６Ｂは、受信装置
１Ｂをスリープ動作モードへの移行を開始する。　
　このスリープ動作モードへの移行を開始すると、ステップＳ１４に示すように制御部６
Ｂは、ＭＰＥＧデコーダ８Ｂ以降の回路ブロックの動作をスタンバイモード等、電源ＯＦ
Ｆ若しくは低消費電力の状態に設定する。　
　また、ステップＳ１４と殆ど同時に、ステップＳ１５において制御部６Ｂは、図示しな
いタイマを起動する。このタイマは第１のモードの期間（Ｔ１と記す）と、第２のモード
の期間（Ｔ２と記す）を順次計測する。そして、タイマは計測結果を制御部６Ｂに通知す
る。
【００３２】
　また、ステップＳ１５においてタイマが起動した時、ステップＳ１６に示すように制御
部６Ｂは、例えば受信装置１Ｂが第１のモードで動作するように設定（制御）する。　
　この状態の場合には、ステップＳ１１の通常の動作モードの場合と同様に地上波用チュ
ーナ２ＢのＡＧＣ増幅器１２ＢにはＡＧＣ制御信号が印加される。この動作状態を図５に
示す。　
　図５は、スリープ動作モード時における各期間Ｔ１，Ｔ２における第１モードと第２モ
ードでのＡＧＣ増幅器１２ＢのＡＧＣ制御状態を示す。第１のモードではＡＧＣ制御信号
でＡＧＣ制御が行われる。　
　そして、ステップＳ１７に示すように制御部６Ｂは、ＥＷＳ検出部２１からの信号によ
りＥＷＳが検出されたか否かの判定を行う。ＥＷＳが検出されない場合には次のステップ
Ｓ１８において制御部６Ｂは、期間Ｔ１が経過したかの判定を行う。期間Ｔ１が経過して
いない場合には、ステップＳ１７に戻る。
【００３３】
　一方、期間Ｔ１が経過すると、ステップＳ１９において制御部６Ｂは、受信装置１Ｂを
第２のモード（スリープモード）に設定する。　
　このスリープモードにおいて制御部６Ｂは地上波用チューナ２ＢのＡＧＣ増幅器１２Ｂ
には所定電圧が印加されるように制御する。この状態を図５に示す。この第２のモードで
は所定電圧でＡＧＣ増幅器１２Ｂのゲイン抑圧を行うＡＧＣ抑圧の制御が行われる。　
　また、制御部６Ｂは、ＯＦＤＭ復調部５Ｂ等もスタンバイモードのように低消費電力モ
ードに設定する。　
　次のステップＳ２０において制御部６Ｂは、期間Ｔ２が経過するのを待つ。そして、期
間Ｔ２が経過すると、ステップＳ１６に戻り、同様の動作を繰り返す。
【００３４】
　一方、ステップＳ１７においてＥＷＳが検出された場合にはステップＳ２１に移る。こ
のステップＳ２１において制御部６Ｂは、緊急警報放送を受信する状態に設定する制御を
行う。　
　図５の例では、ＥＷＳ検出時において、このＥＷＳ検出時以後は受信装置１ＢはＡＧＣ
制御信号で動作する状態を維持する（ＥＷＳ検出がされないと、２点鎖線のように周期的
動作を行う）。　
　また、ＥＷＳ検出を行うと制御部６Ｂは、スタンバイモード状態に設定したＭＰＥＧデ
コーダ８Ｂ等を動作モードの状態に設定して緊急警報放送の映像及び音声による再生を行
う状態になる。　
　このような動作を行った後、図４の処理動作を終了する。
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【００３５】
　このような動作を行う本実施形態によれば、受信装置１Ｂの電源をＯＦＦにした状態に
設定した場合にも、緊急警報放送が行われると、その緊急警報放送を受信することができ
る。この場合、常時、ＥＷＳをモニタするのでなく、周期的に行うようにしているので、
常時モニタする場合に比較して、電力消費を大幅に低減できる。　
　また、周期的にモニタする場合、図５に示すように期間Ｔ１を期間Ｔ２よりも小さく（
短く）設定することにより、さらに電力消費を大幅に低減できる。　
　また、本実施形態は、第２の動作モードにおいてＡＧＣ増幅器１２Ｂに印加される電圧
をそのＡＧＣゲインを十分に小さく設定するようにしているので、周囲にスプリアス妨害
やノイスを与える影響を低減できる。
【００３６】
　なお、本実施形態における変形例として、以下のようにしても良い。例えば図４に示す
処理動作においてスリープ動作モードの期間においては緊急警報放送を行う体制が整って
いる所定の放送局の放送（例えば公共放送）の放送周波数を選局する状態に設定して、Ｅ
ＷＳを検出するようにしても良い。　
　具体的には図４の処理動作の場合、受信装置１Ｂの電源がＯＦＦにされてステップＳ１
３に示すようにスリープ動作モードに移行開始した場合、制御部６Ｂは図６のステップＳ
２２に示すように所定の放送チャンネルを受信チャンネルとするように選局の制御を行う
。　
　このステップＳ２２の後、ステップＳ１４の処理を行うようにしても良い。本変形例に
よれば、緊急警報放送をより確実に受信することができる。その他、第２の実施形態と同
様の効果を有する。
【００３７】
　なお、第２の実施形態を複数のチューナを備えた第１の実施形態に適用しても良い。こ
の場合には、受信装置１の電源がＯＦＦにされた場合、２つのチューナにおける一方のチ
ューナにおいて、第２の実施形態のような動作を行えば良い。そして、他方のチューナ側
は完全に電源ＯＦＦか、これに近い状態に設定すれば良い。　
　なお、上述した各実施形態等を組み合わせて構成される実施形態等は、本発明に属する
。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る受信装置の構成を示すブロック図。
【図２】第１の実施形態に係る動作例を示すフローチャート。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る受信装置の構成を示すブロック図。
【図４】第２の実施形態に係る動作例を示すフローチャート。
【図５】第２の実施形態に係るスリープ動作モードにおける動作説明のタイミング図。
【図６】変形例における処理内容の一部を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００３９】
　１…受信装置
　２Ａ…ＢＳ用チューナ
　２Ｂ…地上波用チューナ
　３…ＩＣ部
　５Ａ…ＢＳ用復調部
　５Ｂ…地上波用復調部
　６…制御部
　１２Ａ、１２Ｂ…ＡＧＣ増幅器
　１３Ａ、１３Ｂ…ＡＧＣ制御回路
　１５Ａ、１５Ｂ…所定電圧発生回路
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