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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンテナで受信した高周波信号を受信して映像、音声信号に変換する受信装置であって
、
　アンテナから受信された高周波信号を中間周波数信号に変換するチューナ回路部と、
　前記チューナ回路部から出力される中間周波数信号を圧縮されたデジタル信号に変換す
るデジタル復調部と、
　前記チューナ回路部から出力される中間周波数信号を音声中間周波数信号に変換する中
間周波数処理回路部と、
　前記デジタル復調部から出力される圧縮されたデジタル信号からデジタル映像・音声信
号に変換するデジタル回路部と、
　前記デジタル回路部から出力されるデジタル映像・音声信号をアナログ映像・音声信号
に変換する映像音声出力回路と、
　前記チューナ回路部が配置された第１の基板と、
　前記デジタル回路部と、前記デジタル復調部と、前記中間周波数処理回路部と、前記映
像音声出力回路とが配置された第２の基板と、
　前記第１の基板と前記第２の基板との間を接続して、信号パターンの伝達を行う接続部
を備え、
　前記第１の基板は、前記第２の基板と比較して基板の層数が少ないことを特徴とする受
信装置。
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【請求項２】
　前記接続部がジャンパ線で構成され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】
　装置外部に接する全面がシャーシに覆われることを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記中間周波数処理回路部が、中間周波数信号を音声中間周波数信号に変換するための
中間周波数処理ＩＣを備えており、
　前記デジタル回路部が、圧縮されたデジタル映像・音声信号を復調する映像音声処理Ｉ
Ｃと、圧縮されたデジタル映像・音声信号および復調したデジタル映像・音声信号を保存
する映像音声処理用メモリと、を備えるととともに、前記デジタル復調部が、ＩＦ信号を
デジタル変換するための処理ＩＣであるデジタル復調ＩＣを備えており、
　前記中間周波数処理ＩＣと、前記映像音声処理ＩＣと、前記デジタル復調ＩＣとが、同
一実装面の離れた位置に配置されていることを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか
に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記中間周波数処理回路部が、前記映像音声処理ＩＣおよび前記デジタル復調ＩＣと電
磁的に遮蔽されていることを特徴とする請求項４に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記中間周波数処理回路部が、中間周波数信号を音声中間周波数信号に変換するための
中間周波数処理ＩＣを備えており、
　前記デジタル回路部が、圧縮されたデジタル映像・音声信号を復調する映像音声処理Ｉ
Ｃと、圧縮されたデジタル映像・音声信号および復調したデジタル映像・音声信号を保存
する映像音声処理用メモリと、を備えるととともに、前記デジタル復調部が、ＩＦ信号を
デジタル変換するための処理ＩＣであるデジタル復調ＩＣを備えており、
　前記映像音声処理ＩＣと前記デジタル復調ＩＣとが、同一実装面の離れた位置に配置さ
れ、かつ、前記中間周波数処理ＩＣが、前記映像音声処理ＩＣおよび前記デジタル復調Ｉ
Ｃが配置される実装面と反対面に配置されることを特徴とする請求項１～請求項３のいず
れかに記載の受信装置。
【請求項７】
　デジタルおよびアナログ放送波を受信して、映像信号および音声信号に変換し、表示お
よび出力する受信システムであって、
　請求項１～請求項６のいずれかに記載の受信装置と、
　前記受信装置から出力される映像信号に基づいて映像を表示し、あるいは音声信号に基
づいて音声を出力する処理を行う映像表示装置と、を備える受信システム。
【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などの高周波信号を受信するための受信装置なら
びに受信システムに関するものである。
【０００２】
　図５は従来例の受信システムの概略的構成を示すブロック図である。図５に示される受
信システム９００は、高周波信号を受信するアンテナ９０１と、アンテナ９０１で受信さ
れた信号に所定の処理を施して所望の信号を取得するための受信装置９０２と、受信装置
９０２で取得された信号に所定の処理を施して映像信号ならびに音声信号を取り出す映像
表示装置９０３とで構成される。
【０００３】
　受信装置９０２は、アンテナ９０１で受信された高周波信号を中間周波数信号に変換す
るチューナ回路部９１１と、チューナ回路部９１１から出力される中間周波数信号を圧縮
されたデジタル信号に変換するデジタル復調部９１２と、チューナ回路部９１１およびデ
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ジタル復調部９１２に動作用電源を与える電源部９１３と、を備える。また、デジタル復
調部９１２は、中間周波数信号をデジタル変換するための処理ＩＣであるデジタル復調Ｉ
Ｃ９１４を備える。
【０００４】
　映像表示装置９０３は、受信装置９０２から与えられる圧縮されたデジタル信号からデ
ジタル映像・音声信号に変換するデジタル回路部９２１と、デジタル回路部９２１から出
力されるデジタル映像・音声信号をアナログの映像・音声信号に変換する映像音声出力回
路９２２と、映像音声出力回路９２２から出力されるアナログの映像信号に基づいて映像
を表示する処理を行う表示処理部９２３と、映像音声出力回路９２２から出力されるアナ
ログの音声信号に基づいて音声を出力する処理を行う音声処理部９２４と、デジタル回路
部９２１、映像音声出力回路９２２、表示処理部９２３および音声処理部９２４に動作用
電源を与える電源部９２５と、を備える。また、デジタル回路部９２１は、圧縮されたデ
ジタル信号から映像信号および音声信号を抽出するための映像音声処理ＩＣ９２８と、映
像音声処理を行う際に一時的に処理データを格納する映像音声処理メモリ９２６と、受信
装置の制御コードを格納するプログラム用メモリ９２７とを備える。
【特許文献１】特開２０００－６８６７３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような従来構成の受信システム９００は、受信装置９０２を電磁的に遮蔽するため
にシールドで覆う一方、映像表示装置９０３の基板上に映像音声処理ＩＣ９２８、映像音
声処理メモリ９２６、プログラム用メモリ９２７、映像音声出力回路９２２、表示処理部
９２３、音声処理部９２４を実装しており、部品および配線数が多くなるため映像表示装
置９０３の基板を多層基板にする必要があった。
【０００６】
　また、映像表示装置９０３の基板上に実装される、映像音声処理ＩＣ９２８、映像音声
処理メモリ９２６、プログラム用メモリ９２７、映像音声出力回路９２２、表示処理部９
２３、音声処理部９２４から発生する不要輻射やノイズ対策を映像表示装置９０３上で行
う必要があり、これに伴ってシールドを追加する必要があった。
【０００７】
　さらには、映像表示装置９０３の基板上に実装される、映像音声処理ＩＣ９２８、映像
音声処理メモリ９２６、プログラム用メモリ９２７、映像音声出力回路９２２、表示処理
部９２３、音声処理部９２４からの発熱対策として、基板の面積を大きくしたり放熱板を
追加する必要があった。
【０００８】
　上記の問題点に鑑み、本発明は、簡易な構成による映像表示装置を備える受信システム
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】
【０００９】
　上記目的を達成すべく、本発明の受信装置は、アンテナで受信した高周波信号を受信し
て映像、音声信号に変換する受信装置であって、アンテナから受信された高周波信号を中
間周波数信号に変換するチューナ回路部と、前記チューナ回路部から出力される中間周波
数信号を圧縮されたデジタル信号に変換するデジタル復調部と、前記チューナ回路部から
出力される中間周波数信号を音声中間周波数信号に変換する中間周波数処理回路部と、前
記デジタル復調部から出力される圧縮されたデジタル信号からデジタル映像・音声信号に
変換するデジタル回路部と、前記デジタル回路部から出力されるデジタル映像・音声信号
をアナログ映像・音声信号に変換する映像音声出力回路と、前記チューナ回路部が配置さ
れた第１の基板と、前記デジタル回路部と、前記デジタル復調部と、前記中間周波数処理
回路部と、前記映像音声出力回路とが配置された第２の基板と、前記第１の基板と前記第
２の基板との間を接続して、信号パターンの伝達を行う接続部を備え、前記第１の基板は
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、前記第２の基板と比較して基板の層数が少ないことを特徴とする。
【００１０】
　更に、この接続部がジャンパ線で構成されるものとしても構わない。又、装置外部に接
する全面がシャーシに覆われる。
　このように受信装置の基板上に、デジタル回路部と映像音声出力回路とを実装すること
で、受信装置から出力される映像信号を表示、あるいは音声信号を出力するための映像表
示装置は、受信装置から入力される映像信号を表示する表示処理部と音声信号を音声出力
する音声処理部を備えるのみでよく、多層基板にする必要がない。また、デジタル回路部
および映像音声出力回路からの発熱対策を受信装置側で行えばよいため、映像表示装置の
基板面積を広くする、あるいは放熱板を設置するなどの発熱対策を映像表示装置側で行う
必要がない。さらに、第１の基板からの信号出力用端子をシャーシ外部に持たない構成と
することができるため、受信装置外部からのチューナ回路部へのノイズの混入を防止し、
チューナ回路部の性能を劣化させない効果がある。特に、本発明は、入力される音声中間
周波数を復調する回路を備える映像表示装置を用いて受信映像表示を行う場合に効果があ
る。
【００１１】
　さらに、本発明の受信装置は、前記中間周波数処理回路部が、中間周波数信号を音声中
間周波数信号に変換するための中間周波数処理ＩＣを備えており、前記デジタル回路部が
、圧縮されたデジタル映像・音声信号を復調する映像音声処理ＩＣと、圧縮されたデジタ
ル映像・音声信号および復調したデジタル映像・音声信号を保存する映像音声処理用メモ
リと、を備えるととともに、前記デジタル復調部が、ＩＦ信号をデジタル変換するための
処理ＩＣであるデジタル復調ＩＣを備えており、前記中間周波数処理ＩＣと、前記映像音
声処理ＩＣと、前記デジタル復調ＩＣとが、同一実装面の離れた位置に配置されているこ
とを特徴とする。
【００１２】
　これにより、映像音声処理用メモリから発生するデジタルノイズを第１の基板上に配置
されたチューナ回路部、および第２の基板上に配置された中間周波数処理回路部へ混入す
るのを防止し、性能を劣化させない効果がある。加えて、デジタル復調部が備えるデジタ
ル復調ＩＣからの発熱と、デジタル回路部が備える映像音声処理ＩＣからの発熱とが分散
されるため、性能を劣化させない効果がさらに高まる。また、数十以上のピンを備えるＩ
Ｃパッケージを第２の基板に集中させることで、第１の基板は第２の基板と比較して層数
を少なくすることができ、受信装置の製造コストを抑制することができる。なお、例えば
、前記第１の基板を２層基板とし、前記第２の基板を４層基板とするものとしても構わな
い。
【００１３】
　さらに、本発明の受信装置は、前記中間周波数処理回路部が、前記映像音声処理ＩＣお
よび前記デジタル復調ＩＣと電磁的に遮蔽されていることを特徴とする。
【００１４】
　これにより、映像音声処理用メモリから発生するデジタルノイズを第２の基板上に配置
された中間周波数処理回路部へ混入するのを防止し、性能を劣化させない効果がある。
【００１５】
　また、本発明の受信装置は、前記映像音声処理ＩＣと前記デジタル復調ＩＣとが、同一
実装面の離れた位置に配置され、かつ、前記中間周波数処理ＩＣが、前記映像音声処理Ｉ
Ｃおよび前記デジタル復調ＩＣが配置される実装面と反対面に配置されることを特徴とす
る。
【００１６】
　これにより、映像音声処理用メモリから発生するデジタルノイズを第２の基板上に配置
された中間周波数処理回路部へ混入するのを防止し、性能を劣化させない効果がある。
【００１７】
　また、本発明の受信システムは、デジタルおよびアナログ放送波を受信して、映像信号
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および音声信号に変換し、表示および出力する受信システムであって、上述の受信装置と
、前記受信装置から出力される映像信号に基づいて映像を表示し、あるいは音声信号に基
づいて音声を出力する処理を行う映像表示装置と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の構成によれば、従来は映像表示装置に備えられていたデジタル回路部、映像音
声出力回路を受信装置上に実装することで、映像表示装置を多層基板にすることなく、単
層基板で実現することが可能となる。また、映像処理ＩＣについても映像表示装置上に実
装しないため、このＩＣからの放熱対策を行う必要がなく、簡易な構成による映像表示装
置によって受信システムを実現することが可能となる。さらに、受信装置が中間周波数信
号を音声中間周波数信号に変換する中間周波数処理回路部を備えることで、音声中間周波
数信号の復調回路を備える映像表示装置に対しても電気的に接続を行うことが可能である
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　本発明の受信システムの構成について、図面を参照して説明する。図１は、本発明の受
信システムの概略的構成を示すブロック図である。
【００２０】
　図１に示される受信システム１は、高周波信号を受信するアンテナ２と、アンテナ２で
受信された信号に所定の処理を施して映像信号と音声信号を取得するための受信装置３と
、受信装置３から与えられる映像信号に基づいて映像を表示し、あるいは音声信号に基づ
いて音声を出力する処理を行う映像表示装置４とで構成される。なお、アンテナ２は同軸
ケーブルを介して受信装置３のチューナ入力端子側に接続され、受信装置３のインターフ
ェース端子側は映像表示装置４に接続される。
【００２１】
　受信装置３は、アンテナ２で受信された高周波信号を中間周波数信号（以下、「ＩＦ信
号」と称する）に変換するチューナ回路部１１と、チューナ回路部１１から出力されるＩ
Ｆ信号を圧縮されたデジタル信号に変換するデジタル復調部１２と、チューナ回路部１１
から出力されるＩＦ信号を音声中間周波数信号（以下、「ＳＩＦ信号」と称する）に変換
する中間周波数処理回路部１５と、デジタル復調部１２から出力される圧縮されたデジタ
ル信号からデジタル映像・音声信号に変換するデジタル回路部１３と、デジタル回路部１
３から出力されるデジタル映像・音声信号をアナログの映像・音声信号に変換する映像音
声出力回路１４と、チューナ回路部１１、デジタル復調部１２、デジタル回路部１３、映
像音声出力回路１４、中間周波数処理回路部１５に動作用電源を与える電源部１６と、を
備える。
【００２２】
　なお、デジタル復調部１２は、ＩＦ信号をデジタル変換するための処理ＩＣであるデジ
タル復調ＩＣ２１を備える。また、中間周波数処理回路部１５は、ＩＦ信号をＳＩＦ信号
に変換するための処理ＩＣである中間周波数処理ＩＣ２５を備え、デジタル回路部１３は
、圧縮されたデジタル信号から映像信号および音声信号を抽出するための映像音声処理Ｉ
Ｃ２４と、圧縮されたデジタルの映像信号、音声信号および復調したデジタルの映像信号
、音声信号を保存する映像音声処理メモリ２２と、受信装置の制御コードを格納するプロ
グラム用メモリ２３とを備える。また、チューナ回路部１１とデジタル復調ＩＣ２１とを
制御するシリアル制御信号が映像音声処理ＩＣ２４に接続されている。
【００２３】
　映像表示装置４は、受信装置３から与えられるアナログの映像信号に基づいて映像を表
示する処理を行う表示処理部３１と、アナログの音声信号に基づいて音声を出力する処理
を行う音声処理部３２と、表示処理部３１および音声処理部３２に動作用電源を与える電
源部３３と、を備える。なお、音声処理部３２は、中間周波数処理回路部２５から入力さ
れるＳＩＦ信号を復調するための復調回路を備える構成である。
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【００２４】
　図２は、図１における受信装置３の実装を示す模式図であり、図２（ａ）は、受信装置
２を一方の面（表面）から見た状態を示しており、図２（ｂ）は受信装置３を他方の面（
裏面）から見た状態を示している。
【００２５】
　図２（ａ）に示すように、受信装置３は第１の基板５０と第２の基板６０による２基板
で構成され、これらの基板の間には、第１のシールド板５１が挿入されることで電磁的に
遮蔽されている。
【００２６】
　第１の基板５０には、チューナ回路部１１が実装されている。また、この第１の基板５
０は、シャーシ７０に取り付けられており、このチューナ回路部１１のアナログアースパ
ターンがシャーシ７０に電気的に接続される。また、第１の基板５０には、チューナ入力
端子５３が備えられ、アンテナ２で受信された高周波信号がこのチューナ入力端子５３よ
りチューナ回路部１１に入力される構成である。なお、このシャーシ７０には、表面、裏
面にそれぞれフタが取り付けられており、第１の基板５０および第２の基板６０が、シー
ルドで覆われている。
【００２７】
　また第１の基板５０は、チューナ入力端子５３が設置される辺と反対側の辺に第１のコ
ネクタ５４を備える。一方、第２の基板６０は、第１の基板５０側の辺に第２のコネクタ
５５を備えており、これら第１のコネクタ５４と第２のコネクタ５５とがジャンパ６１に
よって電気的に接続される。このジャンパ６１は、すべて基板の片面（裏面）で接続され
るものとしても構わない。
【００２８】
　一方、第２の基板６０には、デジタル復調部１２と、デジタル回路部１３と、映像音声
出力回路１４と、中間周波数処理回路部１５と、電源部１６とが実装されている。上述の
ように、この第２の基板６０は、第１の基板５０との間に設けられた第１のシールド板５
１によって電磁的に遮蔽されている。
【００２９】
　また、第２の基板６０は、基板の一辺に第３のコネクタ５６を備えており、この第３の
コネクタ５６において、チューナ回路部１１の入出力端子の他、第２の基板に実装されて
いるデジタル復調部１２、デジタル回路部１３、映像音声出力回路１４、中間周波数処理
回路部１５、電源部１６に関わる入出力端子がそれぞれ配線されている。また、第３のコ
ネクタ５６の端子のうち、第１の基板５０寄りの端子にはチューナ回路１１のＩＦ出力端
子が配置されており、このＩＦ出力端子からＩＦ信号が出力される。一方、第３のコネク
タ５６のうち、第１の基板５０から離れた位置の端子には映像音声出力回路１４の出力端
子およびそのアース端子が配置されている。
【００３０】
　この第３のコネクタ５６は、第２の基板６０の一辺に集中して配置されており、具体的
には、チューナ入力端子５３の軸に対してＬ字の方向となる一辺に配置される。
【００３１】
　また、デジタル復調部１２とデジタル回路部１３とは第２のシールド板５２によって電
磁的に遮蔽されている。一方で、第２の基板６０に多層基板を採用するとともに、デジタ
ル復調部１２に備えられるデジタル復調ＩＣ２１と、デジタル回路部１３に備えられる映
像音声処理ＩＣ２４とを電気的に接続する配線が内層パターン配置されている。これらの
両ＩＣは、第２の基板６０の同一面の離れた位置にそれぞれ実装される。また、デジタル
復調ＩＣ２１および映像音声処理ＩＣ２４は、それぞれのＩＣパッケージが熱伝導体を介
してシャーシ７０と接触している。そして、このデジタル復調部１２とデジタル回路部１
３のデジタルアースパターンがシャーシ７０に電気的に接続される構成である。
【００３２】
　この第２の基板６０におけるデジタルアースパターンとシャーシ７０との接続、および
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上述の第１の基板５０におけるアナログアースパターンとシャーシ７０との接続が、全て
基板の裏面で半田接続されることで行われる（図２中の半田接続８１～８８に該当）。こ
のとき、基板の裏面とは、基板とフタとの距離が小さい方の面を示し、言い換えればシャ
ーシ側面の高さが低い方の面を示す。裏面に半田付けを行うことで、受信装置の製造工程
において、半田付け装置および工具がシャーシ側面に接触する可能性を軽減し、高効率の
実装の実現が可能となる。
【００３３】
　このとき、図２に示すように、アースパターンとシャーシとの接続箇所を、第１の基板
５０および第２の基板６０の１辺のみでなく、複数の辺で行う構成とする。このようにす
ることで、シャーシとアースパターンとの間に接続点が増え、接続インピーダンスを小さ
くすることが可能となる。図２では、基板のすべての辺において、半田付けを行う場合を
示している。このようにすることで、さらに広範囲に効率的に接続点が増え、インピーダ
ンスを小さくする効果を得ることができる。
【００３４】
　このとき、上述のジャンパ６１を、半田付けと同様の面、すなわち裏面で行うことによ
り、ジャンパ線６１および各基板のアースパターンとシャーシ７０とを半田接続する際、
基板を裏返す必要がなく、工数を削減することができる。
【００３５】
　デジタル回路部１３は、一方の面（表面）に映像音声処理ＩＣ２４が実装され、他方の
面（裏面）に映像音声処理用メモリ２２およびプログラム用メモリ２３が実装される構成
である。そして、映像音声処理ＩＣ２４と、映像処理用メモリ２２およびプログラム用メ
モリ２３との間を電気的に接続する配線が内層パターン配置されている。
【００３６】
　そして、チューナ回路部１１、デジタル復調部１２、デジタル回路部１３、映像音声出
力回路１４それぞれの電源端子が、第３のコネクタ５６内の、映像音声出力回路１４の出
力端子とチューナ回路部１１のＩＦ出力端子との間に配置されている。
【００３７】
　このように構成されるとき、受信装置３の基板上に、デジタル回路部１３と映像音声出
力回路１４とを実装することで、映像表示装置４は、受信装置３から入力される映像信号
を表示する表示処理部３１と音声信号を音声出力する音声処理部３２を備えるのみでよく
、多層基板にする必要がない。また従来構成では、デジタル回路部が映像表示装置に備え
られていたため、映像音声処理ＩＣや映像音声処理メモリ、プログラム用メモリなどから
発生する不要輻射やノイズ対策を映像表示装置で行う必要があったが、本発明の構成によ
れば、受信装置内にデジタル回路部を備えることで、デジタル回路部を備えない構成の映
像表示装置を利用することができるため、これによって不要輻射やノイズ対策を映像表示
装置側で行う必要がない。
【００３８】
　さらに、受信装置３内に、ＩＦ信号をＳＩＦ信号に変換信号に変換する中間周波数処理
回路１５を備えているため、ＳＩＦ信号の復調回路を備える映像表示装置に対して電気的
に接続を行うことが可能である。
【００３９】
　そして、第１の基板５０は、数十以上の多数のピンを持つＩＣが搭載されていないため
、映像音声処理ＩＣやデジタル復調ＩＣを備える第２の基板６０と比較して、基板の層数
を少なくすることができる。たとえば、第１の基板５０を２層基板とし、第２の基板６０
を４層基板とするものとして構わない。
【００４０】
　また、受信装置３の基板上に実装されるデジタル復調ＩＣ２１および映像音声処理ＩＣ
２４は、それぞれ熱伝導体を介してシャーシ７０に接続させることで、ＩＣパッケージの
発熱対策を行う一方、映像表示装置内にはＩＣパッケージを備える必要がないため、基板
の面積を広げる、あるいは放熱板を追加するなどの発熱対策を映像表示装置側で行う必要
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がない。
【００４１】
　また、本発明の構成によれば、受信装置内で、アナログ回路で構成される第１の基板と
、デジタル回路で構成される第２の基板とを分離されており、これによってデジタル復調
部やデジタル回路部から発生されるデジタルノイズがチューナ回路部に混入するのを防止
し、チューナ回路部の性能が劣化しない効果がある。
【００４２】
　また、アナログアースパターンとデジタルアースパターンを、それぞれシャーシ７０に
電気的に接続する構成とすることで、第１の基板に備えられる第１のコネクタと、第２の
基板に備えられる第２のコネクタとにアース接続を行う必要がなく、また、アナログアー
ス間とデジタルアース間のインピーダンスを抑制する効果がある。
【００４３】
　図３は、図２（ａ）の別の形態の実施例である。図３に示すように、デジタル復調部１
２と中間周波数処理回路部１５とを第３のシールド板５７で遮蔽することで、デジタル復
調部１２からのデジタルノイズが中間周波数処理ＩＣ２５に混入するのを防止され、性能
が劣化しない効果がある。
【００４４】
　図４は、図２（ｂ）の別の形態の実施例である。図４に示すように、中間周波数処理Ｉ
Ｃ２５を映像音声処理ＩＣ２４及びデジタル復調ＩＣ２１が配置されている基板面と異な
る面に配置している（図４では、基板の裏面に中間周波数処理ＩＣ２５を配置するととも
に、基板の表面に映像音声処理ＩＣ２４及びデジタル復調ＩＣ２１を配置している）。こ
のように構成することで、デジタル復調部１２あるいはデジタル回路部１３から発生され
るデジタルノイズが中間周波数処理回路部１５に混入するのを防止し、性能が劣化しない
効果がある。
【００４５】
　また、第１の基板と第２の基板とをシールド板で分離する構成とすることで、第２の基
板に実装されるデジタル復調部およびデジタル回路部から発生する電磁波が、第１の基板
側のチューナ回路部に混入するのを抑制する効果がある。
【００４６】
　さらに、第２の基板において、デジタル復調部とデジタル回路部とをシールド板で分離
する構成とすることで、デジタル回路部から発生する電磁波がデジタル復調部に混入する
のを抑制する効果がある。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明の受信システムは、デジタルテレビジョン放送などを受信して受信映像を表示す
る受信システムに対して好適に利用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】は、本発明の受信システムの概略的構成を示すブロック図である。
【図２】は、図１における受信装置３の実装を示す模式図である。
【図３】は、図１における受信装置３の実装を示す別の模式図である。
【図４】は、図１における受信装置３の実装を示すさらに別の模式図である。
【図５】は、従来構成の受信システムの概略的構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００４９】
　　　１　　受信システム
　　　２　　アンテナ
　　　３　　受信装置
　　　４　　映像表示装置
　　　１１　　チューナ回路部
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　　　１２　　デジタル復調部
　　　１３　　デジタル回路部
　　　１４　　映像音声出力回路
　　　１５　　中間周波数処理回路部
　　　１６　　電源部
　　　２１　　デジタル復調ＩＣ
　　　２２　　映像音声処理メモリ
　　　２３　　プログラム用メモリ
　　　２４　　映像音声処理ＩＣ
　　　２５　　中間周波数処理ＩＣ
　　　３１　　表示処理部
　　　３２　　音声処理部
　　　３３　　電源部
　　　５０　　第１の基板
　　　５１　　第１のシールド板
　　　５２　　第２のシールド板
　　　５３　　チューナ入力端子
　　　５４　　第１のコネクタ
　　　５５　　第２のコネクタ
　　　５６　　第３のコネクタ
　　　５７　　第３のシールド板
　　　６０　　第２の基板
　　　６１　　ジャンパ
　　　７０　　シャーシ
　　　８１～８８　半田
　　　９００　　受信システム
　　　９０１　　アンテナ
　　　９０２　　受信装置
　　　９０３　　映像表示装置
　　　９１１　　チューナ回路部
　　　９１２　　デジタル復調部
　　　９１４　　デジタル復調ＩＣ
　　　９２１　　デジタル回路部
　　　９２２　　映像音声出力回路
　　　９２３　　表示処理部
　　　９２４　　音声処理部
　　　９２５　　電源部
　　　９２６　　映像音声処理メモリ
　　　９２７　　プログラム用メモリ
　　　９２８　　映像音声処理ＩＣ



(10) JP 4350084 B2 2009.10.21

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(11) JP 4350084 B2 2009.10.21

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－３２０７４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－２００７８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５３６０８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０９－２１４８４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１５２０６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－３２７１７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２８９２７２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　１／０８　　
              Ｈ０４Ｎ　　　５／３８－５／４６　　　　
              Ｈ０４Ｂ　　　１／０６、１／１６
              Ｈ０４Ｂ　　　１／１０－１／１４
              Ｈ０４Ｂ　　１５／００－１５／０６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

