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(57)【要約】
　映像音声処理装置において、信号処理ブロック（１１
，１２）は、命令メモリ（１１１，１２１）を有し、当
該命令メモリにロードされたプログラムに従って信号処
理を行う。主記憶部（２０）は、セルフリフレッシュ機
能を有し、信号処理ブロックからアクセス可能となって
いる。補助記憶部（３０）は、信号処理ブロックに信号
処理を実行させるためのプログラムを格納する。制御部
（１５）は、待機指令を受けたとき、補助記憶部から主
記憶部へのプログラムの転送及び主記憶部のセルフリフ
レッシュ設定の制御をし、復帰指令を受けたとき、主記
憶部のセルフリフレッシュ解除、主記憶部から信号処理
ブロックの命令メモリへのプログラムのロード及び信号
処理ブロックの起動の制御をする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
デジタルテレビジョン放送の映像及び音声信号を処理する装置であって、
　命令メモリを有し、当該命令メモリにロードされたプログラムに従って信号処理を行う
信号処理ブロックと、
　セルフリフレッシュ機能を有し、前記信号処理ブロックからアクセス可能な主記憶部と
、
　前記信号処理ブロックに前記信号処理を実行させるためのプログラムを格納する補助記
憶部と、
　待機指令を受けたとき、前記補助記憶部から前記主記憶部への前記プログラムの転送及
び前記主記憶部のセルフリフレッシュ設定の制御をし、復帰指令を受けたとき、前記主記
憶部のセルフリフレッシュ解除、前記主記憶部から前記信号処理ブロックの命令メモリへ
の前記プログラムのロード及び前記信号処理ブロックの起動の制御をする制御部とを備え
た
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項２】
請求項１に記載の映像音声処理装置において、
　前記主記憶部は、複数の記憶デバイスからなるものであり、
　当該映像音声処理装置は、
　　前記複数の記憶デバイスのそれぞれへの電源供給を制御する複数の電源供給回路を備
え、
　　前記制御部は、前記待機指令を受けたとき、前記複数の電源供給回路のうち、前記プ
ログラムの転送先の記憶デバイスに対応するものに対して電源供給の制御をし、それ以外
のものに対して電源供給停止の制御をする
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項３】
請求項２に記載の映像音声処理装置において、
　前記複数の記憶デバイスのうち前記プログラムを転送すべきものを指定する記憶デバイ
ス指定部を備え、
　前記制御部は、前記複数の記憶デバイスのうち前記記憶デバイス指定部によって指定さ
れたものへの前記プログラムの転送の制御をする
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか一つに記載の映像音声処理装置において、
　当該映像音声処理装置の待機及び復帰に係る動作モードとして、前記制御部による前記
各種制御を有効にする高速モード及び前記制御部による前記各種制御を無効にする通常モ
ードを切り替える動作モード切り替え部を備えた
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項５】
請求項４に記載の映像音声処理装置において、
　前記動作モード切り替え部は、当該映像音声処理装置が高速モードで待機状態となって
から一定時間以上が経過したとき、当該映像音声処理装置の待機及び復帰に係る動作モー
ドを通常モードに切り替える
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項６】
請求項１に記載の映像音声処理装置において、
　前記主記憶部は、ＳＤＲＡＭで構成されたものであり、
　前記補助記憶部は、フラッシュメモリで構成されたものである
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項７】
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　請求項１に記載の映像音声処理装置と、
　前記映像音声処理装置が待機状態にあるときに動作し、復帰指令を受けたとき、前記映
像音声処理装置を待機状態から動作状態に復帰させるスタンバイマイコンとを備えた
ことを特徴とするデジタルテレビジョン放送受像機。
【請求項８】
命令メモリを有し、当該命令メモリにロードされたプログラムに従って信号処理を行う信
号処理ブロックと、セルフリフレッシュ機能を有し、前記信号処理ブロックからアクセス
可能な主記憶部と、前記信号処理ブロックに前記信号処理を実行させるためのプログラム
を格納する補助記憶部とを備え、デジタルテレビジョン放送の映像及び音声信号を処理す
る装置の待機及び復帰方法であって、
　待機指令を受けたとき、前記補助記憶部から前記主記憶部に前記プログラムを転送する
ステップと、
　前記プログラムが転送されてから、前記主記憶部をセルフリフレッシュの状態に設定す
るステップと、
　復帰指令を受けたとき、前記主記憶部のセルフリフレッシュの状態を解除するステップ
と、
　前記セルフリフレッシュの状態が解除されてから、前記主記憶部から前記信号処理ブロ
ックの命令メモリに前記プログラムをロードするステップと、
　前記プログラムがロードされてから、前記信号処理ブロックを起動させるステップとを
備えた
ことを特徴とする映像音声処理装置の待機及び復帰方法。
【請求項９】
請求項８に記載の映像音声処理装置の待機及び復帰方法において、
　前記主記憶部は、複数の記憶デバイスからなるものであり、
　前記待機指令を受けたとき、前記複数の記憶デバイスのうち前記プログラムの転送先に
は電源を供給し、それ以外のものへの電源供給を停止するステップを備えた
ことを特徴とする映像音声処理装置の待機及び復帰方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルテレビジョン放送の映像及び音声信号を処理する装置に関し、特に
、当該装置の待機及び復帰の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、映像音声処理装置はリモコン操作で電源を切ると待機状態となる。待機状態で
は、必要最小限の回路要素（例えば、スタンバイマイコン）にのみ電源が供給され、それ
以外（例えば、映像信号デコーダや音声信号デコーダなど）には電源が供給されない。こ
れにより、消費電力を抑制しつつ主電源投入時よりも素早く装置を利用可能状態にするこ
とができる。
【０００３】
　特に、デジタルテレビジョン放送受像機などにはさまざまな専用の信号処理プロセッサ
あるいは信号処理ブロック（例えば、ＴＳ（Transport Stream）デコーダ、映像デコーダ
、音声デコーダなど）が組み込まれている。映像及び音声信号の圧縮符号化方式にはさま
ざまなものがあるため、そのいずれにも対応可能なように、各信号処理ブロックはその内
部の命令メモリにプログラムをロードして動作するようになっている。プログラムは、フ
ラッシュメモリなどの補助記憶装置に格納されており、電源が供給されなくても保持され
るようになっている。
【０００４】
　映像音声処理装置が待機状態から復帰する場合、まず、補助記憶装置に格納されたプロ
グラムが各信号処理ブロックを統括するＣＰＵにロードされ、ＣＰＵが起動する。その後
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、ＣＰＵによって補助記憶装置から各信号処理ブロックのプログラムが読み出され、各信
号処理ブロックの命令メモリにプログラムがロードされる。そして、各信号処理ブロック
にプログラムがロードされると、ＣＰＵによって各信号処理ブロックが起動され、映像音
声処理装置は通常の動作状態に復帰する。例えば、デジタルテレビジョン放送受像機の場
合には、放送内容が画面に表示される。したがって、補助記憶装置へのアクセスに係るパ
フォーマンスの改善が、待機状態からの早期復帰の重要なファクターとなる。従来、フラ
ッシュメモリへのアクセス、特に書き込みアクセスに係るパフォーマンスを改善して、シ
ステム全体の高速化する技術がある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特表２００５－５２９３９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　デジタルテレビジョン放送受像機が待機状態から復帰して放送内容を表示するまでには
、数秒から数十秒（長ければ３０秒程度）といった比較的長い時間を要する。とりわけ、
補助記憶装置からＣＰＵ及び各信号処理ブロックのプログラムをロードするのに要する時
間が大きな割合を占めている。
【０００６】
　従来、復帰に要する時間が長いという問題は認識されていたが、プログラムのサイズが
比較的小さかったため、プログラムのロードに関する問題については注視されていなかっ
た。しかし、デジタルテレビジョン放送受像機に搭載されるアプリケーションは今後より
高機能化、大規模化することが予想され、それに伴い、ＣＰＵ及び各信号処理ブロックに
ロードされるプログラムのサイズもより大きなものとなることが予想される。したがって
、待機状態から復帰して画面表示するまでに要する時間がますます長大化するおそれがあ
る。
【０００７】
　上記問題に鑑み、本発明は、デジタルテレビジョン放送の映像音声処理装置について、
待機状態から動作状態への素早い復帰を実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明が講じた手段は、デジタルテレビジョン放送の映像及
び音声信号を処理する装置として、命令メモリを有し、当該命令メモリにロードされたプ
ログラムに従って信号処理を行う信号処理ブロックと、セルフリフレッシュ機能を有し、
信号処理ブロックからアクセス可能な主記憶部と、信号処理ブロックに信号処理を実行さ
せるためのプログラムを格納する補助記憶部と、待機指令を受けたとき、補助記憶部から
主記憶部へのプログラムの転送及び主記憶部のセルフリフレッシュ設定の制御をし、復帰
指令を受けたとき、主記憶部のセルフリフレッシュ解除、主記憶部から信号処理ブロック
の命令メモリへのプログラムのロード及び信号処理ブロックの起動の制御をする制御部と
を備えたものとする。また、命令メモリを有し、当該命令メモリにロードされたプログラ
ムに従って信号処理を行う信号処理ブロックと、セルフリフレッシュ機能を有し、信号処
理ブロックからアクセス可能な主記憶部と、信号処理ブロックに信号処理を実行させるた
めのプログラムを格納する補助記憶部とを備え、デジタルテレビジョン放送の映像及び音
声信号を処理する装置の待機及び復帰方法として、待機指令を受けたとき、補助記憶部か
ら主記憶部にプログラムを転送するステップと、プログラムが転送されてから、主記憶部
をセルフリフレッシュの状態に設定するステップと、復帰指令を受けたとき、主記憶部の
セルフリフレッシュの状態を解除するステップと、セルフリフレッシュの状態が解除され
てから、主記憶部から信号処理ブロックの命令メモリにプログラムをロードするステップ
と、プログラムがロードされてから、信号処理ブロックを起動させるステップとを備えた
ものとする。
【０００９】
　これによると、待機指令により、補助記憶部に格納されたプログラムが主記憶部に転送
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され、映像音声処理装置の待機中、当該プログラムは主記憶部のセルフリフレッシュ機能
によって保持される。そして、復帰指令により、主記憶部のセルフリフレッシュが解除さ
れ、そこに保持されていたプログラムは信号処理ブロックの命令メモリにロードされ、信
号処理ブロックが起動する。したがって、待機状態から動作状態への素早い復帰が可能と
なる。
【００１０】
　具体的には、主記憶部は、複数の記憶デバイスからなる。この場合、上記の映像音声処
理装置は、複数の記憶デバイスのそれぞれへの電源供給を制御する複数の電源供給回路を
備えており、制御部は、待機指令を受けたとき、複数の電源供給回路のうち、プログラム
の転送先の記憶デバイスに対応するものに対して電源供給の制御をし、それ以外のものに
対して電源供給停止の制御をする。同様に、上記の映像音声処理装置の待機及び復帰方法
は、待機指令を受けたとき、複数の記憶デバイスのうちプログラムの転送先には電源を供
給し、それ以外のものへの電源供給を停止するステップを備えている。これによると、待
機中はプログラムが転送された記憶デバイスにのみ電源を供給すればよいため、待機電力
を必要最小限に抑えることができる。
【００１１】
　好ましくは、上記の映像音声処理装置は、複数の記憶デバイスのうちプログラムを転送
すべきものを指定する記憶デバイス指定部を備えている。この場合、制御部は、複数の記
憶デバイスのうち記憶デバイス指定部によって指定されたものへのプログラムの転送の制
御をする。また、好ましくは、上記の映像音声処理装置は、当該映像音声処理装置の待機
及び復帰に係る動作モードとして、制御部による各種制御を有効にする高速モード及び制
御部による各種制御を無効にする通常モードを切り替える動作モード切り替え部を備えて
いる。より好ましくは、動作モード切り替え部は、当該映像音声処理装置が高速モードで
待機状態となってから一定時間以上が経過したとき、当該映像音声処理装置の待機及び復
帰に係る動作モードを通常モードに切り替えるものとする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、デジタルテレビジョン放送の映像音声処理装置について、待機状態か
ら動作状態への素早い復帰が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の最良の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受像機の構成図である
。
【図２】本発明の最良の実施形態に係る映像音声処理装置の構成図である。
【図３】第１の動作例に係る待機状態への移行のフローチャートである。
【図４】第１の動作例に係る動作状態への移行のフローチャートである。
【図５】第２の動作例に係る待機状態への移行のフローチャートである。
【図６】第２及び第３の動作例に係る動作状態への移行のフローチャートである。
【図７】第３の動作例に係る待機状態への移行のフローチャートである。
【符号の説明】
【００１４】
１　　　映像音声処理装置
２　　　スタンバイマイコン
１１　　ＴＳデコーダ（信号処理ブロック）
１１１　命令メモリ
１２　　ＡＶデコーダ（信号処理ブロック）
１２１　命令メモリ
１５　　ＣＰＵ（制御部）
２０　　主記憶部
２１　　記憶デバイス
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３０　　補助記憶部
４０　　電源供給回路
５０　　動作モード切り替え部
６０　　記憶デバイス指定部
１００　デジタルテレビジョン放送受像機
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。図
１は、本発明の最良の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受像機の構成を示す。デ
ジタルテレビジョン放送受像機１００は、デジタルテレビジョン放送の映像及び音声信号
を処理する映像音声処理装置１、及び映像音声処理装置１が待機状態にあるときに動作し
、復帰指令を受けたとき、映像音声処理装置１を待機状態から動作状態に復帰させるスタ
ンバイマイコン２を備えている。図２は、映像音声処理装置１の構成を示す。図中の太線
はデータの流れを示す。以下、映像音声処理装置１について詳細に説明する。
【００１６】
　システムＬＳＩ１０において、ＴＳデコーダ１１は、その内部の命令メモリ１１１にロ
ードされたプログラム（マイクロコード）に従って、受信したトランスポートストリーム
をデコードする。ＡＶデコーダ１２は、その内部の命令メモリ１２１にロードされたプロ
グラム（マイクロコード）に従って、ＴＳデコーダ１１のデコード結果から映像及び音声
信号をデコードする。メモリコントローラ１３は、システムＬＳＩ１０と主記憶部２０と
の間のインタフェース制御を行う。ペリフェラル１４は、システムＬＳＩ１０と補助記憶
部３０との間のインタフェース制御を行う。ＣＰＵ１５は、システムＬＳＩ１０の上記の
各構成要素に対して各種制御を行う。なお、説明の便宜上、システムＬＳＩ１０にはＴＳ
デコーダ１１及びＡＶデコーダ１２の二つ信号処理ブロックが搭載されているとしている
が、他の信号処理ブロックが搭載されていてもよい。
【００１７】
　主記憶部２０は、複数の記憶デバイス２１から構成され、メモリコントローラ１３を介
して、ＴＳデコーダ１１、ＡＶデコーダ１２及びＣＰＵ１５などからアクセス可能となっ
ている。具体的には、記憶デバイス２１は、ＤＤＲ－ＳＤＲＡＭやＤＤＲ２－ＳＤＲＡＭ
などのセルフリフレッシュ機能を有する高速メモリで構成可能である。
【００１８】
　補助記憶部３０は、ＴＳデコーダ１１、ＡＶデコーダ１２及びＣＰＵ１５などで実行さ
れるプログラムを格納する。補助記憶部３０の記憶内容はペリフェラル１４を介してシス
テムＬＳＩ１０に読み込まれる。具体的には、補助記憶部３０は、ＮＡＮＤフラッシュや
ＮＯＲフラッシュなどの不揮発性メモリで構成されており、電源が供給されていなくとも
プログラムを保持し続けるようになっている。
【００１９】
　複数の電源供給回路４０は、ＣＰＵ１５の制御信号ＣＴＬに従って、それぞれ、システ
ムＬＳＩ１０、記憶デバイス２１及び補助記憶部３０への電源供給を制御する。すなわち
、各記憶デバイス２１は、互いに独立に電源供給制御可能となっている。
【００２０】
　動作モード切り替え部５０は、映像音声処理装置１の待機及び復帰に係る動作モードと
して、ＣＰＵ１５によるプログラム転送制御を行う高速モード及びＣＰＵ１５によるプロ
グラム転送制御を行わない通常モードを切り替える。ＣＰＵ１５によるプログラム転送制
御の具体的な内容については後述する。記憶デバイス指定部６０は、映像音声処理装置１
が高速モードで待機状態となるときに、どの記憶デバイス２１にプログラムを転送すべき
かを指定する。ＣＰＵ１５は、動作モード切り替え部５０及び記憶デバイス指定部６０か
ら受けた指示内容に従って動作する。
【００２１】
　次に、本実施形態に係る映像音声処理装置１が動作状態から待機状態となり、さらに動
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作状態に復帰するまでの動作についていくつか説明する。
【００２２】
　（第１の動作例）
　第１の動作例は、映像音声処理装置１が高速モードで動作する例である。図３は、第１
の動作例に係る待機状態への移行フローを表す。リモコン操作などにより待機指令が発せ
られると、ＣＰＵ１５は、補助記憶部３０から記憶デバイス指定部６０によって指定され
た記憶デバイス２１へのプログラムの転送の制御をする（Ｓ１０）。具体的には、ＣＰＵ
１５の制御により、メモリコントローラ１３は、記憶デバイス指定部６０によって指定さ
れた記憶デバイス２１に対してアクセス要求を出す。また、ペリフェラル１４は、補助記
憶部３０からプログラムを読み出す。そして、ＤＭＡ転送によって、ペリフェラル１４か
らメモリコントローラ１３を経由して、指定された記憶デバイス２１にプログラムが転送
される。ここで転送されるプログラムは、ＣＰＵ１５が起動時に実行すべきもの、ＴＳデ
コーダ１１及びＡＶデコーダ１２のそれぞれに所定の信号処理を実行させるためのもので
ある。
【００２３】
　なお、記憶デバイス２１に転送されたプログラムは通常の処理では消されることがない
という保証がある場合には、待機命令が発せられるよりも前に、指定された記録デバイス
２１にプログラムを転送しておいてもよい。
【００２４】
　指定された記憶デバイス２１にプログラムが転送されると、ＣＰＵ１５は、指定された
記憶デバイス２１のセルフリフレッシュ設定の制御をする（Ｓ１１）。具体的には、ＣＰ
Ｕ１５の制御により、メモリコントローラ１３は、指定された記憶デバイス２１に対して
セルフリフレッシュ開始のコマンドを発行する。また、ＣＰＵ１５は、待機指令を受けた
とき、指定された記憶デバイス２１に電源を供給している電源供給回路４０に対して電源
供給を維持する制御をする（Ｓ１２）。一方、ＣＰＵ１５は、それ以外の記憶デバイス２
１、すなわち、記憶デバイス指定部６０によって指定されていない記憶デバイス２１、シ
ステムＬＳＩ１０及び補助記憶部３０のそれぞれに電源を供給している電源供給回路４０
に対して電源供給停止の制御をする（Ｓ１３）。これにより、映像音声処理装置１は高速
復帰が可能な待機状態となる。この待機状態では、セルフリフレッシュを実行する記憶デ
バイス２１にのみ電源が供給される。したがって、待機中の映像音声処理装置１の消費電
力は必要最小限に抑えることができる。
【００２５】
　ＣＰＵ１５が休止してしまうと上記プログラム転送の制御ができなくなってしまうため
、少なくともシステムＬＳＩ１０への電源供給停止は上記の一連の処理の最後に行う必要
がある。そのためには、ＣＰＵ１５は、指定された記憶デバイス２１にプログラムが転送
され、セルフリフレッシュが開始した旨を受けてから、システムＬＳＩ１０に接続された
電源供給回路４０に対して電源供給停止の指示を出すようにすればよい。また、ＣＰＵ１
５は、待機指示を受けてから十分に長い時間が経過してから、システムＬＳＩ１０に接続
された電源供給回路４０に対して電源供給停止の指示を出すようにしてもよい。
【００２６】
　また、記憶デバイス２１において部分的なセルフリフレッシュが可能であれば、転送さ
れるプログラムのサイズに応じて、記憶デバイス２１を部分的にセルフリフレッシュする
ようにしてもよい。また、電源が供給されているだけで記憶内容を保持するような記憶デ
バイス２１については、転送されたプログラムを保持するために、セルフリフレッシュ機
能を使用しないで電源の供給を持続しておけばよい。
【００２７】
　図４は、第１の動作例に係る動作状態への移行フローを示す。待機状態の映像音声処理
装置１に対して、リモコン操作などにより復帰指令が発せられると、図１に示したスタン
バイマイコン２がすべての電源供給回路４０に対して電源供給の制御をする。これにより
、システムＬＳＩ１０への電源供給が再開される（Ｓ１４）。ＣＰＵ１５は、復帰指令を
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受けることで、メモリコントローラ１３に対して所定の信号を発する。メモリコントロー
ラ１３は、当該信号を受けると、セルフリフレッシュ中の記憶デバイス２１に対してセル
フリフレッシュ解除のコマンドを発行し（Ｓ１５）、さらにすべての記憶デバイス２１に
対して立ち上げのためのコマンドを発行する（Ｓ１６）。
【００２８】
　記憶デバイス２１が立ち上がり、プログラムの読み出しが可能になると、まず、ＣＰＵ
１５にプログラムがロードされる（Ｓ１７）。そして、ＣＰＵ１５は、ロードされたプロ
グラムに従って、プログラムを保持する記憶デバイス２１からＴＳデコーダ１１及びＡＶ
デコーダ１２へのプログラムのロードの制御をする（Ｓ１８）。具体的には、ＣＰＵ１５
の制御により、メモリコントローラ１３は、当該記憶デバイス２１からプログラムを読み
出し、それをＴＳデコーダ１１の命令メモリ１１１及びＡＶデコーダ１２の命令メモリ１
２１のそれぞれに転送する。ＴＳデコーダ１１及びＡＶデコーダ１２のそれぞれにプログ
ラムがロードされると、ＣＰＵ１５は、これら信号処理ブロックの起動を制御する（Ｓ１
９）。これにより、ＴＳデコーダ１１及びＡＶデコーダ１２が所定の信号処理を開始し、
デジタル放送番組が再生される。
【００２９】
　（第２の動作例）
　第２の動作例は、ユーザの選択によって高速モード及び通常モードが切り替えられる例
である。図５は、第２の動作例に係る待機状態への移行フローを表す。リモコン操作など
により待機指令が発せられると、映像音声処理装置１を高速モード及び通常モードのいず
れで待機状態に移行させるかが判定される（Ｓ２０）。具体的には、デジタルテレビジョ
ン放送受像機１００に動作モード選択のための表示などをして、ユーザが動作モードを選
択する。高速モードが選択された場合には、動作モード切り替え部５０は高速モード対応
に設定される（Ｓ２１）。これにより、上述したステップＳ１０からＳ１３を経て、映像
音声処理装置１は高速復帰が可能な待機状態となる。一方、通常モードが選択された場合
、動作モード切り替え部５０は通常モード対応に設定される（Ｓ２２）。これにより、主
記憶装置２０におけるすべての記憶デバイス２１への給電を停止してから（Ｓ２３）、映
像音声処理装置１は通常の待機状態となる。
【００３０】
　図５は、第２の動作例に係る動作状態への移行フローを示す。待機状態の映像音声処理
装置１に対して、リモコン操作などにより復帰指令が発せられると、図１に示したスタン
バイマイコン２がすべての電源供給回路４０に対して電源供給の制御をする。これにより
、システムＬＳＩ１０への電源供給が再開される（Ｓ１４）。その後、動作モード切り替
え部５０が高速モード対応及び通常モード対応のいずれに設定されているかが判定される
（Ｓ２４）。高速モード対応に設定されていた場合には、上述したステップＳ１５からＳ
１９を経て、映像音声処理装置１は動作状態となる。一方、通常モード対応に設定されて
いた場合には、メモリコントローラ１３は、すべての記憶デバイス２１に対して立ち上げ
のためのコマンドを発行する（Ｓ２５）。その後、補助記憶部３０から記憶デバイス２１
に必要なプログラムが転送される（Ｓ２６）。具体的には、ＣＰＵ１５の制御に従って、
メモリコントローラ１３は、記憶デバイス指定部６０によって指定された記憶デバイス２
１に対してアクセス要求を出す。また、ペリフェラル１４は、補助記憶部３０からプログ
ラムを読み出す。そして、ＤＭＡ転送によって、ペリフェラル１４からメモリコントロー
ラ１３を経由して、指定された記憶デバイス２１にプログラムが転送される。そして、必
要なプログラムが転送されると、上述したステップＳ１７からＳ１９を経て、映像音声処
理装置１は動作状態となる。
【００３１】
　（第３の動作例）
　第３の動作例は、システムが状況に応じて高速モード及び通常モードを切り替える例で
ある。図７は、第３の動作例に係る待機状態への移行フローを表す。リモコン操作などに
より待機指令が発せられると、上述したステップＳ１０からＳ１３を経て、映像音声処理
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装置１は高速復帰が可能な仮の待機状態となる。そして、仮の待機状態となってから一定
時間以上が経過した場合には（Ｓ３０）、上述したステップＳ２２からＳ２３を経て、映
像音声処理装置１は通常の待機状態となる。すなわち、映像音声処理装置１が高速モード
で待機状態となってから一定時間内に復帰指令が発せられないようであれば、省電力を優
先させるために映像音声処理装置１の動作モードを通常モードに切り替える。仮の待機状
態となってから一定時間以上が経過していなくても、現在時刻が省電力にすべき時間帯（
例えば、ユーザがテレビジョン番組を視聴しないような深夜帯など）である場合には（Ｓ
３１）、上述したステップＳ２２からＳ２３を経て、映像音声処理装置１を通常の待機状
態にしてもよい。なお、第３の動作例に係る動作状態への移行は第２の動作例で説明した
とおりである。
【００３２】
　以上、本実施形態によると、映像音声処理装置１の復帰処理において大きな割合を占め
ていた補助記憶部３０から主記憶部２０へのプログラム転送が省略されるため、従来の半
分以下の時間で動作状態に復帰することも可能である。さらに、待機中は、転送されたプ
ログラムをセルフリフレッシュによって保持する記憶デバイス２１にのみ電源を供給すれ
ばよいため、消費電力を必要最小限に抑えることができる。
【００３３】
　なお、動作モード切り替え部５０及び記憶デバイス指定部６０はオプションであり、特
に省略してもかまわない。また、本実施形態では主記憶部２０は複数の記憶デバイス２１
から構成されるものとしたが、１個の記憶デバイス２１で構成されていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本発明に係る映像音声処理装置は、待機状態から動作状態への素早い復帰が可能である
ため、デジタルテレビジョン放送の受像機として有用である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年12月12日(2008.12.12)
【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】
デジタルテレビジョン放送の映像及び音声信号を処理する装置であって、
　命令メモリを有し、当該命令メモリにロードされたプログラムに従って信号処理を行う
信号処理ブロックと、
　セルフリフレッシュ機能を有し、前記信号処理ブロックからアクセス可能な主記憶部と
、
　前記信号処理ブロックに前記信号処理を実行させるためのプログラムを格納する補助記
憶部と、
　待機指令を受けたとき、前記補助記憶部から前記主記憶部への前記プログラムの転送及
び前記主記憶部のセルフリフレッシュ設定の制御をし、復帰指令を受けたとき、前記主記
憶部のセルフリフレッシュ解除、前記主記憶部から前記信号処理ブロックの命令メモリへ
の前記プログラムのロード及び前記信号処理ブロックの起動の制御をする制御部とを備え
た
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項２】
請求項１に記載の映像音声処理装置において、
　前記主記憶部は、複数の記憶デバイスからなるものであり、
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　当該映像音声処理装置は、
　　前記複数の記憶デバイスのそれぞれへの電源供給を制御する複数の電源供給回路を備
え、
　　前記制御部は、前記待機指令を受けたとき、前記複数の電源供給回路のうち、前記プ
ログラムの転送先の記憶デバイスに対応するものに対して電源供給の制御をし、それ以外
のものに対して電源供給停止の制御をする
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項３】
請求項２に記載の映像音声処理装置において、
　前記複数の記憶デバイスのうち前記プログラムを転送すべきものを指定する記憶デバイ
ス指定部を備え、
　前記制御部は、前記複数の記憶デバイスのうち前記記憶デバイス指定部によって指定さ
れたものへの前記プログラムの転送の制御をする
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項４】
請求項１から３のいずれか一つに記載の映像音声処理装置において、
　当該映像音声処理装置の待機及び復帰に係る動作モードとして、前記制御部による前記
各種制御を有効にする高速モード及び前記制御部による前記各種制御を無効にする通常モ
ードを切り替える動作モード切り替え部を備えた
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項５】
請求項４に記載の映像音声処理装置において、
　前記動作モード切り替え部は、当該映像音声処理装置が高速モードで待機状態となって
から一定時間以上が経過したとき、当該映像音声処理装置の待機及び復帰に係る動作モー
ドを通常モードに切り替える
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項６】
請求項１に記載の映像音声処理装置において、
　前記主記憶部は、ＳＤＲＡＭで構成されたものであり、
　前記補助記憶部は、フラッシュメモリで構成されたものである
ことを特徴とする映像音声処理装置。
【請求項７】
　請求項１に記載の映像音声処理装置と、
　前記映像音声処理装置が待機状態にあるときに動作し、復帰指令を受けたとき、前記映
像音声処理装置を待機状態から動作状態に復帰させるスタンバイマイコンとを備えた
ことを特徴とするデジタルテレビジョン放送受像機。
【請求項８】
命令メモリを有し、当該命令メモリにロードされたプログラムに従って信号処理を行う信
号処理ブロックと、セルフリフレッシュ機能を有し、前記信号処理ブロックからアクセス
可能な主記憶部と、前記信号処理ブロックに前記信号処理を実行させるためのプログラム
を格納する補助記憶部とを備え、デジタルテレビジョン放送の映像及び音声信号を処理す
る装置の待機及び復帰方法であって、
　待機指令を受けたとき、前記補助記憶部から前記主記憶部に前記プログラムを転送する
ステップと、
　前記プログラムが転送されてから、前記主記憶部をセルフリフレッシュの状態に設定す
るステップと、
　復帰指令を受けたとき、前記主記憶部のセルフリフレッシュの状態を解除するステップ
と、
　前記セルフリフレッシュの状態が解除されてから、前記主記憶部から前記信号処理ブロ
ックの命令メモリに前記プログラムをロードするステップと、



(13) JP WO2009/011104 A1 2009.1.22

　前記プログラムがロードされてから、前記信号処理ブロックを起動させるステップとを
備えた
ことを特徴とする映像音声処理装置の待機及び復帰方法。
【請求項９】
請求項８に記載の映像音声処理装置の待機及び復帰方法において、
　前記主記憶部は、複数の記憶デバイスからなるものであり、
　前記待機指令を受けたとき、前記複数の記憶デバイスのうち前記プログラムの転送先に
は電源を供給し、それ以外のものへの電源供給を停止するステップを備えた
ことを特徴とする映像音声処理装置の待機及び復帰方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルテレビジョン放送の映像及び音声信号を処理する装置に関し、特に
、当該装置の待機及び復帰の技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、映像音声処理装置はリモコン操作で電源を切ると待機状態となる。待機状態で
は、必要最小限の回路要素（例えば、スタンバイマイコン）にのみ電源が供給され、それ
以外（例えば、映像信号デコーダや音声信号デコーダなど）には電源が供給されない。こ
れにより、消費電力を抑制しつつ主電源投入時よりも素早く装置を利用可能状態にするこ
とができる。
【０００３】
　特に、デジタルテレビジョン放送受像機などにはさまざまな専用の信号処理プロセッサ
あるいは信号処理ブロック（例えば、ＴＳ（Transport Stream）デコーダ、映像デコーダ
、音声デコーダなど）が組み込まれている。映像及び音声信号の圧縮符号化方式にはさま
ざまなものがあるため、そのいずれにも対応可能なように、各信号処理ブロックはその内
部の命令メモリにプログラムをロードして動作するようになっている。プログラムは、フ
ラッシュメモリなどの補助記憶装置に格納されており、電源が供給されなくても保持され
るようになっている。
【０００４】
　映像音声処理装置が待機状態から復帰する場合、まず、補助記憶装置に格納されたプロ
グラムが各信号処理ブロックを統括するＣＰＵにロードされ、ＣＰＵが起動する。その後
、ＣＰＵによって補助記憶装置から各信号処理ブロックのプログラムが読み出され、各信
号処理ブロックの命令メモリにプログラムがロードされる。そして、各信号処理ブロック
にプログラムがロードされると、ＣＰＵによって各信号処理ブロックが起動され、映像音
声処理装置は通常の動作状態に復帰する。例えば、デジタルテレビジョン放送受像機の場
合には、放送内容が画面に表示される。したがって、補助記憶装置へのアクセスに係るパ
フォーマンスの改善が、待機状態からの早期復帰の重要なファクターとなる。従来、フラ
ッシュメモリへのアクセス、特に書き込みアクセスに係るパフォーマンスを改善して、シ
ステム全体の高速化する技術がある（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特表２００５－５２９３９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　デジタルテレビジョン放送受像機が待機状態から復帰して放送内容を表示するまでには
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、数秒から数十秒（長ければ３０秒程度）といった比較的長い時間を要する。とりわけ、
補助記憶装置からＣＰＵ及び各信号処理ブロックのプログラムをロードするのに要する時
間が大きな割合を占めている。
【０００６】
　従来、復帰に要する時間が長いという問題は認識されていたが、プログラムのサイズが
比較的小さかったため、プログラムのロードに関する問題については注視されていなかっ
た。しかし、デジタルテレビジョン放送受像機に搭載されるアプリケーションは今後より
高機能化、大規模化することが予想され、それに伴い、ＣＰＵ及び各信号処理ブロックに
ロードされるプログラムのサイズもより大きなものとなることが予想される。したがって
、待機状態から復帰して画面表示するまでに要する時間がますます長大化するおそれがあ
る。
【０００７】
　上記問題に鑑み、本発明は、デジタルテレビジョン放送の映像音声処理装置について、
待機状態から動作状態への素早い復帰を実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために本発明が講じた手段は、デジタルテレビジョン放送の映像及
び音声信号を処理する装置として、命令メモリを有し、当該命令メモリにロードされたプ
ログラムに従って信号処理を行う信号処理ブロックと、セルフリフレッシュ機能を有し、
信号処理ブロックからアクセス可能な主記憶部と、信号処理ブロックに信号処理を実行さ
せるためのプログラムを格納する補助記憶部と、待機指令を受けたとき、補助記憶部から
主記憶部へのプログラムの転送及び主記憶部のセルフリフレッシュ設定の制御をし、復帰
指令を受けたとき、主記憶部のセルフリフレッシュ解除、主記憶部から信号処理ブロック
の命令メモリへのプログラムのロード及び信号処理ブロックの起動の制御をする制御部と
を備えたものとする。また、命令メモリを有し、当該命令メモリにロードされたプログラ
ムに従って信号処理を行う信号処理ブロックと、セルフリフレッシュ機能を有し、信号処
理ブロックからアクセス可能な主記憶部と、信号処理ブロックに信号処理を実行させるた
めのプログラムを格納する補助記憶部とを備え、デジタルテレビジョン放送の映像及び音
声信号を処理する装置の待機及び復帰方法として、待機指令を受けたとき、補助記憶部か
ら主記憶部にプログラムを転送するステップと、プログラムが転送されてから、主記憶部
をセルフリフレッシュの状態に設定するステップと、復帰指令を受けたとき、主記憶部の
セルフリフレッシュの状態を解除するステップと、セルフリフレッシュの状態が解除され
てから、主記憶部から信号処理ブロックの命令メモリにプログラムをロードするステップ
と、プログラムがロードされてから、信号処理ブロックを起動させるステップとを備えた
ものとする。
【０００９】
　これによると、待機指令により、補助記憶部に格納されたプログラムが主記憶部に転送
され、映像音声処理装置の待機中、当該プログラムは主記憶部のセルフリフレッシュ機能
によって保持される。そして、復帰指令により、主記憶部のセルフリフレッシュが解除さ
れ、そこに保持されていたプログラムは信号処理ブロックの命令メモリにロードされ、信
号処理ブロックが起動する。したがって、待機状態から動作状態への素早い復帰が可能と
なる。
【００１０】
　具体的には、主記憶部は、複数の記憶デバイスからなる。この場合、上記の映像音声処
理装置は、複数の記憶デバイスのそれぞれへの電源供給を制御する複数の電源供給回路を
備えており、制御部は、待機指令を受けたとき、複数の電源供給回路のうち、プログラム
の転送先の記憶デバイスに対応するものに対して電源供給の制御をし、それ以外のものに
対して電源供給停止の制御をする。同様に、上記の映像音声処理装置の待機及び復帰方法
は、待機指令を受けたとき、複数の記憶デバイスのうちプログラムの転送先には電源を供
給し、それ以外のものへの電源供給を停止するステップを備えている。これによると、待
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機中はプログラムが転送された記憶デバイスにのみ電源を供給すればよいため、待機電力
を必要最小限に抑えることができる。
【００１１】
　好ましくは、上記の映像音声処理装置は、複数の記憶デバイスのうちプログラムを転送
すべきものを指定する記憶デバイス指定部を備えている。この場合、制御部は、複数の記
憶デバイスのうち記憶デバイス指定部によって指定されたものへのプログラムの転送の制
御をする。また、好ましくは、上記の映像音声処理装置は、当該映像音声処理装置の待機
及び復帰に係る動作モードとして、制御部による各種制御を有効にする高速モード及び制
御部による各種制御を無効にする通常モードを切り替える動作モード切り替え部を備えて
いる。より好ましくは、動作モード切り替え部は、当該映像音声処理装置が高速モードで
待機状態となってから一定時間以上が経過したとき、当該映像音声処理装置の待機及び復
帰に係る動作モードを通常モードに切り替えるものとする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によると、デジタルテレビジョン放送の映像音声処理装置について、待機状態か
ら動作状態への素早い復帰が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら説明する。図
１は、本発明の最良の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受像機の構成を示す。デ
ジタルテレビジョン放送受像機１００は、デジタルテレビジョン放送の映像及び音声信号
を処理する映像音声処理装置１、及び映像音声処理装置１が待機状態にあるときに動作し
、復帰指令を受けたとき、映像音声処理装置１を待機状態から動作状態に復帰させるスタ
ンバイマイコン２を備えている。図２は、映像音声処理装置１の構成を示す。図中の太線
はデータの流れを示す。以下、映像音声処理装置１について詳細に説明する。
【００１４】
　システムＬＳＩ１０において、ＴＳデコーダ１１は、その内部の命令メモリ１１１にロ
ードされたプログラム（マイクロコード）に従って、受信したトランスポートストリーム
をデコードする。ＡＶデコーダ１２は、その内部の命令メモリ１２１にロードされたプロ
グラム（マイクロコード）に従って、ＴＳデコーダ１１のデコード結果から映像及び音声
信号をデコードする。メモリコントローラ１３は、システムＬＳＩ１０と主記憶部２０と
の間のインタフェース制御を行う。ペリフェラル１４は、システムＬＳＩ１０と補助記憶
部３０との間のインタフェース制御を行う。ＣＰＵ１５は、システムＬＳＩ１０の上記の
各構成要素に対して各種制御を行う。なお、説明の便宜上、システムＬＳＩ１０にはＴＳ
デコーダ１１及びＡＶデコーダ１２の二つ信号処理ブロックが搭載されているとしている
が、他の信号処理ブロックが搭載されていてもよい。
【００１５】
　主記憶部２０は、複数の記憶デバイス２１から構成され、メモリコントローラ１３を介
して、ＴＳデコーダ１１、ＡＶデコーダ１２及びＣＰＵ１５などからアクセス可能となっ
ている。具体的には、記憶デバイス２１は、ＤＤＲ－ＳＤＲＡＭやＤＤＲ２－ＳＤＲＡＭ
などのセルフリフレッシュ機能を有する高速メモリで構成可能である。
【００１６】
　補助記憶部３０は、ＴＳデコーダ１１、ＡＶデコーダ１２及びＣＰＵ１５などで実行さ
れるプログラムを格納する。補助記憶部３０の記憶内容はペリフェラル１４を介してシス
テムＬＳＩ１０に読み込まれる。具体的には、補助記憶部３０は、ＮＡＮＤフラッシュや
ＮＯＲフラッシュなどの不揮発性メモリで構成されており、電源が供給されていなくとも
プログラムを保持し続けるようになっている。
【００１７】
　複数の電源供給回路４０は、ＣＰＵ１５の制御信号ＣＴＬに従って、それぞれ、システ
ムＬＳＩ１０、記憶デバイス２１及び補助記憶部３０への電源供給を制御する。すなわち
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、各記憶デバイス２１は、互いに独立に電源供給制御可能となっている。
【００１８】
　動作モード切り替え部５０は、映像音声処理装置１の待機及び復帰に係る動作モードと
して、ＣＰＵ１５によるプログラム転送制御を行う高速モード及びＣＰＵ１５によるプロ
グラム転送制御を行わない通常モードを切り替える。ＣＰＵ１５によるプログラム転送制
御の具体的な内容については後述する。記憶デバイス指定部６０は、映像音声処理装置１
が高速モードで待機状態となるときに、どの記憶デバイス２１にプログラムを転送すべき
かを指定する。ＣＰＵ１５は、動作モード切り替え部５０及び記憶デバイス指定部６０か
ら受けた指示内容に従って動作する。
【００１９】
　次に、本実施形態に係る映像音声処理装置１が動作状態から待機状態となり、さらに動
作状態に復帰するまでの動作についていくつか説明する。
【００２０】
　（第１の動作例）
　第１の動作例は、映像音声処理装置１が高速モードで動作する例である。図３は、第１
の動作例に係る待機状態への移行フローを表す。リモコン操作などにより待機指令が発せ
られると、ＣＰＵ１５は、補助記憶部３０から記憶デバイス指定部６０によって指定され
た記憶デバイス２１へのプログラムの転送の制御をする（Ｓ１０）。具体的には、ＣＰＵ
１５の制御により、メモリコントローラ１３は、記憶デバイス指定部６０によって指定さ
れた記憶デバイス２１に対してアクセス要求を出す。また、ペリフェラル１４は、補助記
憶部３０からプログラムを読み出す。そして、ＤＭＡ転送によって、ペリフェラル１４か
らメモリコントローラ１３を経由して、指定された記憶デバイス２１にプログラムが転送
される。ここで転送されるプログラムは、ＣＰＵ１５が起動時に実行すべきもの、ＴＳデ
コーダ１１及びＡＶデコーダ１２のそれぞれに所定の信号処理を実行させるためのもので
ある。
【００２１】
　なお、記憶デバイス２１に転送されたプログラムは通常の処理では消されることがない
という保証がある場合には、待機命令が発せられるよりも前に、指定された記録デバイス
２１にプログラムを転送しておいてもよい。
【００２２】
　指定された記憶デバイス２１にプログラムが転送されると、ＣＰＵ１５は、指定された
記憶デバイス２１のセルフリフレッシュ設定の制御をする（Ｓ１１）。具体的には、ＣＰ
Ｕ１５の制御により、メモリコントローラ１３は、指定された記憶デバイス２１に対して
セルフリフレッシュ開始のコマンドを発行する。また、ＣＰＵ１５は、待機指令を受けた
とき、指定された記憶デバイス２１に電源を供給している電源供給回路４０に対して電源
供給を維持する制御をする（Ｓ１２）。一方、ＣＰＵ１５は、それ以外の記憶デバイス２
１、すなわち、記憶デバイス指定部６０によって指定されていない記憶デバイス２１、シ
ステムＬＳＩ１０及び補助記憶部３０のそれぞれに電源を供給している電源供給回路４０
に対して電源供給停止の制御をする（Ｓ１３）。これにより、映像音声処理装置１は高速
復帰が可能な待機状態となる。この待機状態では、セルフリフレッシュを実行する記憶デ
バイス２１にのみ電源が供給される。したがって、待機中の映像音声処理装置１の消費電
力は必要最小限に抑えることができる。
【００２３】
　ＣＰＵ１５が休止してしまうと上記プログラム転送の制御ができなくなってしまうため
、少なくともシステムＬＳＩ１０への電源供給停止は上記の一連の処理の最後に行う必要
がある。そのためには、ＣＰＵ１５は、指定された記憶デバイス２１にプログラムが転送
され、セルフリフレッシュが開始した旨を受けてから、システムＬＳＩ１０に接続された
電源供給回路４０に対して電源供給停止の指示を出すようにすればよい。また、ＣＰＵ１
５は、待機指示を受けてから十分に長い時間が経過してから、システムＬＳＩ１０に接続
された電源供給回路４０に対して電源供給停止の指示を出すようにしてもよい。
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【００２４】
　また、記憶デバイス２１において部分的なセルフリフレッシュが可能であれば、転送さ
れるプログラムのサイズに応じて、記憶デバイス２１を部分的にセルフリフレッシュする
ようにしてもよい。また、電源が供給されているだけで記憶内容を保持するような記憶デ
バイス２１については、転送されたプログラムを保持するために、セルフリフレッシュ機
能を使用しないで電源の供給を持続しておけばよい。
【００２５】
　図４は、第１の動作例に係る動作状態への移行フローを示す。待機状態の映像音声処理
装置１に対して、リモコン操作などにより復帰指令が発せられると、図１に示したスタン
バイマイコン２がすべての電源供給回路４０に対して電源供給の制御をする。これにより
、システムＬＳＩ１０への電源供給が再開される（Ｓ１４）。ＣＰＵ１５は、復帰指令を
受けることで、メモリコントローラ１３に対して所定の信号を発する。メモリコントロー
ラ１３は、当該信号を受けると、セルフリフレッシュ中の記憶デバイス２１に対してセル
フリフレッシュ解除のコマンドを発行し（Ｓ１５）、さらにすべての記憶デバイス２１に
対して立ち上げのためのコマンドを発行する（Ｓ１６）。
【００２６】
　記憶デバイス２１が立ち上がり、プログラムの読み出しが可能になると、まず、ＣＰＵ
１５にプログラムがロードされる（Ｓ１７）。そして、ＣＰＵ１５は、ロードされたプロ
グラムに従って、プログラムを保持する記憶デバイス２１からＴＳデコーダ１１及びＡＶ
デコーダ１２へのプログラムのロードの制御をする（Ｓ１８）。具体的には、ＣＰＵ１５
の制御により、メモリコントローラ１３は、当該記憶デバイス２１からプログラムを読み
出し、それをＴＳデコーダ１１の命令メモリ１１１及びＡＶデコーダ１２の命令メモリ１
２１のそれぞれに転送する。ＴＳデコーダ１１及びＡＶデコーダ１２のそれぞれにプログ
ラムがロードされると、ＣＰＵ１５は、これら信号処理ブロックの起動を制御する（Ｓ１
９）。これにより、ＴＳデコーダ１１及びＡＶデコーダ１２が所定の信号処理を開始し、
デジタル放送番組が再生される。
【００２７】
　（第２の動作例）
　第２の動作例は、ユーザの選択によって高速モード及び通常モードが切り替えられる例
である。図５は、第２の動作例に係る待機状態への移行フローを表す。リモコン操作など
により待機指令が発せられると、映像音声処理装置１を高速モード及び通常モードのいず
れで待機状態に移行させるかが判定される（Ｓ２０）。具体的には、デジタルテレビジョ
ン放送受像機１００に動作モード選択のための表示などをして、ユーザが動作モードを選
択する。高速モードが選択された場合には、動作モード切り替え部５０は高速モード対応
に設定される（Ｓ２１）。これにより、上述したステップＳ１０からＳ１３を経て、映像
音声処理装置１は高速復帰が可能な待機状態となる。一方、通常モードが選択された場合
、動作モード切り替え部５０は通常モード対応に設定される（Ｓ２２）。これにより、主
記憶装置２０におけるすべての記憶デバイス２１への給電を停止してから（Ｓ２３）、映
像音声処理装置１は通常の待機状態となる。
【００２８】
　図６は、第２の動作例に係る動作状態への移行フローを示す。待機状態の映像音声処理
装置１に対して、リモコン操作などにより復帰指令が発せられると、図１に示したスタン
バイマイコン２がすべての電源供給回路４０に対して電源供給の制御をする。これにより
、システムＬＳＩ１０への電源供給が再開される（Ｓ１４）。その後、動作モード切り替
え部５０が高速モード対応及び通常モード対応のいずれに設定されているかが判定される
（Ｓ２４）。高速モード対応に設定されていた場合には、上述したステップＳ１５からＳ
１９を経て、映像音声処理装置１は動作状態となる。一方、通常モード対応に設定されて
いた場合には、メモリコントローラ１３は、すべての記憶デバイス２１に対して立ち上げ
のためのコマンドを発行する（Ｓ２５）。その後、補助記憶部３０から記憶デバイス２１
に必要なプログラムが転送される（Ｓ２６）。具体的には、ＣＰＵ１５の制御に従って、
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メモリコントローラ１３は、記憶デバイス指定部６０によって指定された記憶デバイス２
１に対してアクセス要求を出す。また、ペリフェラル１４は、補助記憶部３０からプログ
ラムを読み出す。そして、ＤＭＡ転送によって、ペリフェラル１４からメモリコントロー
ラ１３を経由して、指定された記憶デバイス２１にプログラムが転送される。そして、必
要なプログラムが転送されると、上述したステップＳ１７からＳ１９を経て、映像音声処
理装置１は動作状態となる。
【００２９】
　（第３の動作例）
　第３の動作例は、システムが状況に応じて高速モード及び通常モードを切り替える例で
ある。図７は、第３の動作例に係る待機状態への移行フローを表す。リモコン操作などに
より待機指令が発せられると、上述したステップＳ１０からＳ１３を経て、映像音声処理
装置１は高速復帰が可能な仮の待機状態となる。そして、仮の待機状態となってから一定
時間以上が経過した場合には（Ｓ３０）、上述したステップＳ２２からＳ２３を経て、映
像音声処理装置１は通常の待機状態となる。すなわち、映像音声処理装置１が高速モード
で待機状態となってから一定時間内に復帰指令が発せられないようであれば、省電力を優
先させるために映像音声処理装置１の動作モードを通常モードに切り替える。仮の待機状
態となってから一定時間以上が経過していなくても、現在時刻が省電力にすべき時間帯（
例えば、ユーザがテレビジョン番組を視聴しないような深夜帯など）である場合には（Ｓ
３１）、上述したステップＳ２２からＳ２３を経て、映像音声処理装置１を通常の待機状
態にしてもよい。なお、第３の動作例に係る動作状態への移行は第２の動作例で説明した
とおりである。
【００３０】
　以上、本実施形態によると、映像音声処理装置１の復帰処理において大きな割合を占め
ていた補助記憶部３０から主記憶部２０へのプログラム転送が省略されるため、従来の半
分以下の時間で動作状態に復帰することも可能である。さらに、待機中は、転送されたプ
ログラムをセルフリフレッシュによって保持する記憶デバイス２１にのみ電源を供給すれ
ばよいため、消費電力を必要最小限に抑えることができる。
【００３１】
　なお、動作モード切り替え部５０及び記憶デバイス指定部６０はオプションであり、特
に省略してもかまわない。また、本実施形態では主記憶部２０は複数の記憶デバイス２１
から構成されるものとしたが、１個の記憶デバイス２１で構成されていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明に係る映像音声処理装置は、待機状態から動作状態への素早い復帰が可能である
ため、デジタルテレビジョン放送の受像機として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の最良の実施形態に係るデジタルテレビジョン放送受像機の構成図である
。
【図２】本発明の最良の実施形態に係る映像音声処理装置の構成図である。
【図３】第１の動作例に係る待機状態への移行のフローチャートである。
【図４】第１の動作例に係る動作状態への移行のフローチャートである。
【図５】第２の動作例に係る待機状態への移行のフローチャートである。
【図６】第２及び第３の動作例に係る動作状態への移行のフローチャートである。
【図７】第３の動作例に係る待機状態への移行のフローチャートである。
【符号の説明】
【００３４】
１　　　映像音声処理装置
２　　　スタンバイマイコン
１１　　ＴＳデコーダ（信号処理ブロック）
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１１１　命令メモリ
１２　　ＡＶデコーダ（信号処理ブロック）
１２１　命令メモリ
１５　　ＣＰＵ（制御部）
２０　　主記憶部
２１　　記憶デバイス
３０　　補助記憶部
４０　　電源供給回路
５０　　動作モード切り替え部
６０　　記憶デバイス指定部
１００　デジタルテレビジョン放送受像機
【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正の内容】

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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