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(57)【要約】
【課題】　小型で製造コストの低いアナログ／ディジタ
ルデュアルフォーマットＴＶ受信機を提供する。
【解決手段】　このテレビジョン（ＴＶ）受信機は周波
数変換回路、Ａ－Ｄ変換回路、ディジタルシグナルプロ
セッサ（ＤＳＰ）および信号出力回路を備える。周波数
変換回路はいくつかのＴＶ信号フォーマットの一つで入
力ＲＦ信号を受信してその入力ＲＦ信号を中間周波数（
ＩＦ）信号に変換する。Ａ－Ｄ変換回路はそのＩＦ信号
をディジタル化ＩＦ信号に変換する。ＤＳＰはそのディ
ジタル化ＩＦ信号を入力ＲＦ信号のＴＶ信号フォーマッ
トに従って信号処理して、入力ＲＦ信号中の情報を表す
ディジタル出力信号を生ずる。信号出力回路はそのディ
ジタル出力信号を受けてそれらディジタル出力信号対応
の一つ以上の出力信号を生ずる。信号出力回路は、アナ
ログＴＶ信号フォーマット、ディジタルＴＶ信号フォー
マットまたはアナログＴＶ／ディジタルＴＶ両方の信号
フォーマットにそれぞれ対応する出力信号を生ずる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のテレビジョン信号フォーマットの一つで符号化した情報を含む入力ＲＦ信号を受
けてその入力ＲＦ信号を中間周波数（ＩＦ）の中間周波数（ＩＦ）信号に変換する周波数
変換回路と、
　前記中間周波数信号をサンプリングしてディジタル化信号に変換するＡ－Ｄ変換器と、
　前記ディジタル化した中間周波数信号を前記入力ＲＦ信号のテレビジョン信号フォーマ
ットに従って信号処理するシグナルプロセッサであって、前記入力ＲＦ信号に含まれる前
記情報を表すディジタル出力信号を生ずるシグナルプロセッサと、
　前記シグナルプロセッサからの前記ディジタル出力信号を受けてそのディジタル出力信
号に対応する一つ以上の出力信号を生ずる信号出力回路と
を含むテレビジョン受信機。
【請求項２】
　前記複数のテレビジョン信号フォーマットがアナログテレビジョン信号フォーマットお
よびディジタルテレビジョン信号フォーマットを含む請求項１記載のテレビジョン受信機
。
【請求項３】
　モノリシック集積回路の形に構成した請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項４】
　前記信号出力回路が、アナログテレビジョン信号フォーマットに対応するビデオベース
バンド信号である第１の出力信号と前記アナログテレビジョン信号フォーマットに対応す
るオーディオベースバンド信号である第２の出力信号とを供給する請求項１記載のテレビ
ジョン受信機。
【請求項５】
　前記ビデオベースバンド信号を復号化して、前記アナログテレビジョン信号フォーマッ
トに対応するビデオ信号を生ずる第１のデコーダ回路と、
　前記オーディオベースバンド信号を復号化して、前記アナログテレビジョン信号フォー
マットに対応するオーディオ信号を生ずる第２のデコーダ回路と
をさらに含む請求項４記載のテレビジョン受信機。
【請求項６】
　前記第１のデコーダ回路がＰＡＬ／ＳＥＣＡＭ／ＮＴＳＣデコーダを含む請求項５記載
のテレビジョン受信機。
【請求項７】
　前記信号出力回路が、前記ディジタル出力信号に対応する第１および第２の出力信号で
あって、ディジタルテレビジョン信号フォーマットに対応する差動出力信号である第１お
よび第２の出力信号を生ずる請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項８】
　前記入力ＲＦ信号の前記テレビジョン信号フォーマットに対応する前記第１および第２
の出力信号を復調し、その入力ＲＦ信号の前記信号フォーマットに対応するビデオベース
バンド信号およびオーディオベースバンド信号を生ずる復調回路と、
　前記ビデオベースバンド信号および前記オーディオベースバンド信号を復号化して前記
ディジタルテレビジョン信号フォーマットに対応するビデオ信号およびオーディオ信号を
生ずるデコーダ回路と
をさらに含む請求項７記載のテレビジョン受信機。
【請求項９】
　前記ビデオベースバンド信号および前記オーディオベースバンド信号がＭＰＥＧデータ
ストリームを含み、前記デコーダ回路がＭＰＥＧデコーダ回路を含む請求項８記載のテレ
ビジョン受信機。
【請求項１０】
　前記周波数変換回路から前記中間周波数信号を受けてフィルタ処理ずみの中間周波数信
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号を生ずる帯域フィルタと、
　前記フィルタ処理ずみの中間周波数信号を受けて増幅した前記フィルタ処理ずみの中間
周波数信号を生ずる前記Ａ－Ｄ変換器と
をさらに含む請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項１１】
　前記信号出力回路がアナログ信号フォーマットまたはディジタル信号フォーマットで出
力信号を生ずる請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項１２】
　前記信号出力回路が、シングルエンデッド出力端子または差動出力端子を各々が含む一
つ以上の出力端子を含む請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項１３】
　前記信号出力回路が、
　前記シグナルプロセッサからのディジタル出力信号を受けてそれらディジタル出力信号
をアナログ出力信号に変換する第１のＤ－Ａ変換器と、
　前記第１のＤ－Ａ変換器からの前記アナログ出力信号を第１の出力端子に送出する第１
のドライバ回路と、
　前記第１のＤ－Ａ変換器からの前記アナログ出力信号を第２の出力端子に送出する第２
のドライバ回路と、
　前記シグナルプロセッサからのオーディオ情報対応のディジタル出力信号を受けてそれ
らディジタル出力信号をアナログ出力信号に変換する第２のＤ－Ａ変換器と、
　前記第２のＤ－Ａ変換器からの前記アナログ出力信号を第３の出力端子に送出する第３
のドライバ回路と
を含み、
　前記入力ＲＦ信号に含まれるビデオ情報およびオーディオ情報を表す信号を前記第１お
よび第２の出力端子に供給し、前記入力ＲＦ信号に含まれるオーディオ情報を表す信号を
前記第３の出力端子に供給する
請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項１４】
　前記第１のドライバ回路がアナログテレビジョン信号フォーマット対応のアナログ出力
信号、すなわちビデオベースバンド信号であるアナログ出力信号を送出するシングルエン
デッドドライバ回路を含み、前記第３のドライバ回路が前記アナログテレビジョン信号フ
ォーマット対応のアナログ出力信号、すなわちオーディオベースバンド信号であるアナロ
グ出力信号を送出するシングルエンデッドドライバ回路を含む請求項１３記載のテレビジ
ョン受信機。
【請求項１５】
　前記第２のドライバ回路がディジタルテレビジョン信号フォーマット対応のアナログ出
力信号、すなわちＤＴＶ低周波ＩＦ信号であるアナログ出力信号を送出する差動出力ドラ
イバ回路を含み、前記第２の出力端子が第１の差動出力端子および第２の差動出力端子を
含む請求項１３記載のテレビジョン受信機。
【請求項１６】
　前記信号出力回路が、
　前記第１のＤ－Ａ変換器と前記第１および第２のドライバ回路との間に接続された低域
フィルタ
をさらに含む請求項１３記載のテレビジョン受信機。
【請求項１７】
　前記信号出力回路が、
　前記第２のＤ－Ａ変換器と前記第３のドライバ回路との間に接続された低域フィルタ
をさらに含む請求項１３記載のテレビジョン受信機。
【請求項１８】
　前記信号出力回路が、
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　前記シグナルプロセッサからのディジタル出力信号を受けてそれらディジタル出力信号
をアナログ出力信号に変換する第１のＤ－Ａ変換器と、
　前記第１のＤ－Ａ変換器からの前記アナログ出力信号を第１の出力端子に送出する第１
のドライバ回路と、
　前記第１のＤ－Ａ変換器からの前記アナログ出力信号を送出する第２のドライバ回路で
あって、前記第１の出力端子に接続した第１の差動出力端子および第２の出力端子に接続
した第２の差動出力端子を有する差動出力ドライバ回路を含む第２のドライバ回路と、
　前記シグナルプロセッサからのディジタル出力信号を受けてそれらディジタル出力信号
をアナログ出力信号に変換する第２のＤ－Ａ変換器と、
　前記第２のＤ－Ａ変換器からの前記アナログ出力信号を第２の出力端子に送出する第３
のドライバ回路と
を含み、
　前記入力ＲＦ信号がディジタルテレビジョン信号フォーマットを備える場合に前記入力
ＲＦ信号に含まれるビデオ情報およびオーディオ情報を表す差動出力信号を前記第１およ
び第２の出力端子に供給し、前記入力ＲＦ信号がアナログテレビジョン信号フォーマット
を備える場合に前記入力ＲＦ信号に含まれるビデオ情報を前記第１の出力端子に、前記入
力ＲＦ信号に含まれるオーディオ情報を表す信号を前記第２の出力端子にそれぞれ供給す
る
請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項１９】
　前記信号出力回路が、
　前記第１のＤ－Ａ変換器と、前記第１および第２のドライバ回路との間に接続された低
域フィルタ
をさらに含む請求項１８記載のテレビジョン受信機。
【請求項２０】
　前記信号出力回路が、
　前記シグナルプロセッサからの前記ディジタル出力信号を受けてそのディジタル出力信
号をシリアルディジタルデータストリームに変換する第１のシリアル化回路と、
　前記第１のシリアル化回路からの前記シリアルディジタルデータストリームを第１の出
力端子および第２の出力端子に送出する差動出力ドライバを含む第１のドライバ回路と、
　前記シグナルプロセッサからのオーディオ情報対応のディジタル出力信号を受けてそれ
らディジタル出力信号をアナログ出力信号に変換する第１のＤ－Ａ変換器と、
　前記第１のＤ－Ａ変換器からの前記アナログ出力信号を第３の出力端子に送出する第２
のドライバ回路と
を含み、
　前記入力ＲＦ信号がディジタルテレビジョン信号フォーマットを備える場合に前記入力
ＲＦ信号に含まれるビデオ情報およびオーディオ情報を表す差動出力信号を前記第１およ
び第２の出力端子に供給し、前記入力ＲＦ信号がアナログテレビジョン信号フォーマット
を備える場合にビデオ情報を表す差動出力信号をそれら第１および第２の出力端子に供給
し、前記入力ＲＦ信号がアナログテレビジョン信号フォーマットを備える場合に前記入力
ＲＦ信号に含まれるオーディオ情報を表す信号を前記第３の出力端子に供給する
請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項２１】
　前記信号出力回路の前記第１，第２および第３の出力端子が復調器－デコーダ回路、す
なわち前記シリアルディジタルデータストリームがディジタルテレビジョン信号フォーマ
ットに対応している場合はそのシリアルディジタルデータストリームを復調し、前記シリ
アルディジタルデータストリームがアナログテレビジョン信号フォーマットに対応してい
る場合はそのシリアルディジタルデータストリームをデコードする復調器－デコーダ回路
に接続されている請求項２０記載のテレビジョン受信機。
【請求項２２】
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　前記信号出力回路が、
　前記シグナルプロセッサからの前記ディジタル出力信号を受けてそれらディジタル出力
信号をアナログ出力信号に変換する第２のＤ－Ａ変換器と、
　前記第２のＤ－Ａ変換器からの前記アナログ出力信号を第４の出力端子に送出する第３
のドライバ回路と
を含み、
　前記入力ＲＦ信号がアナログテレビジョン信号フォーマットを備える場合に前記入力Ｒ
Ｆ信号に含まれるビデオ情報を表す信号を第４の出力端子に供給する
請求項２０記載のテレビジョン受信機。
【請求項２３】
　前記信号出力回路が、
　前記シグナルプロセッサからの前記ディジタル出力信号を受けてそれらディジタル出力
信号をシリアルディジタルデータストリームに変換する第２のシリアル化回路と、
　前記第２のシリアル化回路からの前記シリアルディジタルデータストリームを第４の出
力端子および第５の出力端子に送出する差動出力ドライバを含む第３のドライバ回路と
をさらに含み、
　前記第１および第２のドライバ回路がディジタルテレビジョン信号フォーマットに対応
する前記シリアルディジタルデータストリームを送出し、前記第４および第５のドライバ
回路がアナログテレビジョン信号フォーマットに対応する前記シリアルディジタルデータ
ストリームを送出する
請求項２０記載のテレビジョン受信機。
【請求項２４】
　前記シグナルプロセッサが、前記入力ＲＦ信号のフォーマットの各々が対応する有限イ
ンパルス応答をそれぞれ有する複数の有限インパルス応答フィルタの一つを前記ディジタ
ル化中間周波数信号に適用する請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項２５】
　前記複数の有限インパルス応答フィルタ特性をメモリに蓄積し、前記シグナルプロセッ
サがそのメモリにアクセスして前記有限インパルス応答フィルタ特性の一つを読み出す請
求項２４記載のテレビジョン受信機。
【請求項２６】
　前記シグナルプロセッサが、前記有限インパルス応答フィルタ特性の実数部を処理する
第１の演算ユニットと、前記有限インパルス応答フィルタ特性の虚数部を処理する第２の
演算ユニットとを含む請求項２４記載のテレビジョン受信機。
【請求項２７】
　前記シグナルプロセッサに接続され、前記入力ＲＦ信号のフォーマットを表す選択信号
を発生するフォーマット／技術標準選択回路をさらに含み、その選択信号に応答して前記
シグナルプロセッサが前記有限インパルス応答フィルタ特性を選択する請求項２４記載の
テレビジョン受信機。
【請求項２８】
　前記フォーマット／技術標準選択回路がユーザからの入力信号に応答して前記選択信号
を生ずる請求項２７記載のテレビジョン受信機。
【請求項２９】
　前記フォーマット／技術標準選択回路が前記入力ＲＦ信号のフォーマットの一つを特定
する搬送波の検出により前記選択信号を生ずる請求項２７記載のテレビジョン受信機。
【請求項３０】
　前記入力ＲＦ信号が、地上波放送からのＲＦ信号、衛星放送からのＲＦ信号、およびケ
ーブル送信からのＲＦ信号を含む請求項１記載のテレビジョン受信機。
【請求項３１】
　複数のテレビジョン信号フォーマットの一つに情報を符号化して構成される入力ＲＦ信
号を受信する過程と、
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　前記入力ＲＦ信号を中間周波数の中間周波数信号に変換する過程と、
　前記中間周波数信号をディジタル化する過程と、
　前記ディジタル化した中間周波数信号を前記一つのテレビジョン信号フォーマットに従
って信号処理し、前記入力ＲＦ信号に含まれる情報を表すディジタル出力信号を生ずる過
程と、
　前記ディジタル出力信号に対応する一つ以上の出力信号を一つ以上の出力端子に供給す
る過程と
を含み前記入力ＲＦ信号を受信する方法。
【請求項３２】
　前記複数のテレビジョン信号フォーマットがアナログテレビジョン信号フォーマットお
よびディジタルテレビジョン信号フォーマットを含む請求項３１記載の方法。
【請求項３３】
　前記ディジタル化した中間周波数信号を信号処理する過程を、前記入力ＲＦ信号のフォ
ーマットを表す選択信号に応答して行う請求項３１記載の方法。
【請求項３４】
　前記入力ＲＦ信号のフォーマットを特定する前記入力ＲＦ信号の中の搬送波信号の検出
により前記選択信号を生ずる過程
をさらに含む請求項３３記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明はテレビジョン信号受信機に関し、より詳しくいうと、この発明は複数の技術
標準に準拠したアナログテレビジョン信号およびディジタルテレビジョン信号の受信のた
めの広帯域テレビジョン信号受信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン（ＴＶ）受信機またはビデオレコーダは、地上波放送テレビジョン信号、
ケーブルテレビジョン信号または衛星放送テレビジョン信号を受信して、それらテレビジ
ョン信号を表示または録画のためのビデオ信号に信号処理するテレビジョン信号受信機（
テレビジョン受信機）を備える。テレビジョン信号は、アナログフォーマットまたはディ
ジタルフォーマットで、多様な技術標準に準拠して、送信される。アナログテレビジョン
送信には、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ、ＳＥＣＡＭなどの技術標準が広く用いられている。一方、
ディジタルテレビジョン送信には、ＤＶＢ（ディジタルビデオ放送）フォーマットおよび
ＡＴＳＣ（高度テレビジョン技術標準委員会）フォーマットが利用できる。互いに相異な
るテレビジョン信号フォーマットおよび技術標準には相互に互換性がないので、テレビジ
ョン受像機は、通常は、特定のアナログフォーマットまたはディジタルフォーマットに適
合させ特定の技術標準に準拠して製造される。したがって、テレビジョン受像機およびビ
デオ録画装置は、特定の標準方式の採用された地域だけで使用できるその地域専用の装置
である。
【０００３】
　慣用のテレビジョン信号受信機の動作は二つの主要構成部分から成る。まず、受信機は
、無線周波数（ＲＦ）帯の入来テレビジョン信号を受信してその入来テレビジョン信号を
中間周波数（ＩＦ）信号に変換する。次に、そのＩＦ信号をビデオベースバンド信号およ
び音声ベースバンド信号に変換する。これらのベースバンド信号を適切なビデオデコーダ
およびオーディオデコーダに供給して表示用のビデオ信号（例えばＲＧＢ信号）または音
声信号を生ずる。概括的にいうと、慣用のテレビジョン受信機は、入来ＲＦ信号を受信し
、そのＲＦ信号を一回以上の周波数変換によりＩＦ信号に変換するチューナを備える。そ
の周波数変換は単一段または二段スーパーへテロダイン変換によって行う。慣用のテレビ
ジョン受信機では、中間周波数は、受信機の用いられる地域で定められている。現在世界
で用いられている中間周波数は五つある。例えば、米国では、このＩＦは４１乃至４７Ｍ
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Ｈｚである。
【０００４】
　慣用のテレビジョン受信機は、チャネルフィルタおよび上記ＩＦ信号をビデオベースバ
ンド信号およびオーディオベースバンド信号に変換する復調器を併せ備える。チャネルフ
ィルタは、通常ＳＡＷ（弾性表面波）フィルタの形で具体化される個別フィルタで構成さ
れる。上記ＳＡＷフィルタの形状は、受信すべきテレビジョン信号のフォーマット（アナ
ログＴＶまたはディジタルＴＶ）およびテレビジョン技術標準（ＮＴＳＣ、ＰＡＬまたは
ＳＥＣＡＭ）に合わせて設計される。上記復調器は通常は専用部品であり所定のテレビジ
ョン信号フォーマットおよびテレビジョン技術標準に合わせて設計される。アナログテレ
ビジョン信号受信には、復調器としてＶＩＦ／ＳＩＦモジュールを用いる。このＶＩＦ／
ＳＩＦモジュールは、ＣＶＢＳ（複合ビデオベースバンド信号）というビデオ出力および
ＭＰＸまたはＡ２などのオーディオ出力を生ずる。ディジタルテレビジョン信号受信には
、復調器として、ダウンコンバータ、Ａ－Ｄ変換器およびその他の復調動作用回路を通常
含むディジタル復調器を用いる。このディジタル復調器はＭＰＥＧデータストリームの形
でデータを出力する。
【０００５】
　アナログテレビジョン信号およびディジタルテレビジョン信号の両方を受信するテレビ
ジョン受信機は現在開発中である。これらデュアルフォーマットテレビジョン受信機は、
通常は、アナログテレビジョン信号およびディジタルテレビジョン信号の信号処理に必要
なハードウェアを二重に設けて構成する。例えば、各々を特定のフォーマットおよび特定
の技術標準に合わせて設計した複数のチャネルフィルタのバンク、および各々が対応のチ
ャネルフィルタからのフィルタ出力信号を受ける複数の復調器のバンクを用いてデュアル
フォーマットテレビジョン受信機を構成することは既知である。所望のチャネルフィルタ
およびそれに伴う復調器を含む所望の信号処理経路を選択するのにスイッチを用いること
ができる。Balaban名義の米国特許第６，３６９，８５７号に提案されている代わりの手
法では、中間周波数信号をディジタル化し、そのディジタル化出力を二つの個別の信号処
理回路、すなわちアナログテレビジョン信号用およびディジタルテレビジョン信号用の二
つの信号処理回路で信号処理する。
【０００６】
【特許文献１】ＵＳ２００４／０６１８０４　Ａ１
【特許文献２】ＵＳＰ　６　３６９　８５７
【特許文献３】ＥＰ　０　５１６　２１６　Ａ
【特許文献４】ＵＳ２００２／０５７３６６　Ａ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　デュアルフォーマット信号受信を提供するテレビジョン受信機が必要になっている。ま
た、そのようなデュアルフォーマットテレビジョン受信機を費用効率よく製造すること、
および高品質のビデオおよびオーディオ出力を生ずるこの種のテレビジョン受像機を提供
することが求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の一つの実施例によると、テレビジョン受信機は、周波数変換回路と、Ａ－Ｄ
変換器と、シグナルプロセッサと、信号出力回路とを備える。周波数変換回路は入力ＲＦ
信号を受信し、その入力ＲＦ信号を中間周波数（ＩＦ）信号に変換する。その入力ＲＦ信
号は、いくつかのテレビジョン信号フォーマットの一つのフォーマットで情報を符号化し
たものである。Ａ－Ｄ変換器でそのＩＦ信号をサンプリングしてディジタル化出力を生ず
る。シグナルプロセッサは、入力ＲＦ信号の信号フォーマットにしたがって上記ＩＦ信号
ディジタル化出力を信号処理し、入力ＲＦ信号中の情報を表すディジタル出力信号を生ず
る。最後に、信号出力回路はシグナルプロセッサから上記ディジタル出力を受けて、その
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ディジタル出力信号対応の一つ以上の信号を生ずる。
【０００９】
　一つの実施例では、上記テレビジョン信号フォーマットには、アナログテレビジョンフ
ォーマットおよびディジタルテレビジョンフォーマットがある。信号出力回路は、アナロ
グテレビジョンフォーマット、ディジタルテレビジョンフォーマット、または両フォーマ
ット対応の出力信号を生ずるように構成できる。もう一つの実施例では、テレビジョン受
像機を単一チップの集積回路で形成する。
【００１０】
　次に述べる詳細な説明および添付図面によりこの発明はよりよく理解されよう。
【発明の効果】
【００１１】
　高性能の低コスト小型デュアルフォーマットテレビジョン受信機を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　この発明の原理によると、アナログテレビジョン（ＴＶ）信号およびディジタルＴＶ信
号を受信するデュアルフォーマットＴＶ受信機は、受信した入力ＲＦテレビジョン信号の
信号処理に単一の信号処理回路を用いる。このデュアルフォーマットＴＶ受信機は、受信
したＴＶ信号のアナログテレビジョンフォーマットまたはディジタルテレビジョンフォー
マットを表す出力信号を生ずる。これら出力信号を復調器やデコーダに供給して、ベース
バンド信号を生じ、さらに表示用または録画用のビデオ信号／オーディオ信号を生ずる。
一つの実施例では、このデュアルフォーマットＴＶ受信機は、周波数変換回路（チューナ
）、ディジタル化ＩＦ回路、ディジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）回路および信号出
力回路を備える。一つの実施例では、このデュアルフォーマットＴＶ受信機は、アナログ
フォーマットで送信されてきたＴＶ信号のビデオベースバンド信号である第１の出力信号
と、アナログフォーマットで送信されてきたＴＶ信号のオーディオベースバンド信号であ
る第２の出力信号と、ディジタルフォーマットで送信されてきたＴＶ信号のディジタルテ
レビジョン（ＤＴＶ）低周波ＩＦ信号である第３の出力信号とを生ずる。
【００１３】
　この発明のデュアルフォーマットＴＶ受信機は慣用のＴＶ受信機では実現できなかった
多数の利点を備える。まず、このＴＶ受信機は信号全部をディジタル処理することによっ
て、ＳＡＷフィルタなどのアナログ部品を不要にする。すなわち、この発明のＴＶ受信機
は一つのＩＣに集積化することが容易であり、受信機の小型化および製造コストの削減を
達成できる。一つの実施例では、このデュアルフォーマットＴＶ受信機をモノリシックＩ
Ｃの形に集積化する。すなわち、そのＴＶ受信機ではＴＶ受信システムの部品の大部分を
単一のＩＣに集積化する。したがって、この発明のデュアルフォーマットＴＶ受信機を含
むＴＶ受信システムは最少数の部品で構成でき、ＴＶ受信システム全体の小型化および製
造コスト削減を達成する。この発明のデュアルフォーマットＴＶ受信機のもう一つの利点
は、受信機内のディジタルシグナルプロセッサ回路が、アナログフォーマットのＴＶ信号
の処理およびディジタルフォーマットのＴＶ信号の処理の両方で単一の信号処理経路を用
いていることである。そのために、部品を二重に備える必要が完全に除かれている。最後
に、このディジタルシグナルプロセッサ回路は、マルチスタンダード受信をサポートする
ように再構成するのが容易であり、したがって、この発明のＴＶ受信機は広い地域での使
用を可能にする。
【００１４】
　図１はこの発明の一つの実施例によるデュアルフォーマットＴＶ受信機の概略図である
。図１を参照すると、デュアルフォーマットＴＶ受信機１００は、入来ＲＦ信号を受ける
信号入力端子１０２と、アナログフォーマットで送信されてきたＴＶ信号対応の第１の出
力信号を供給する第１の出力端子１０４と、アナログフォーマットで送信されてきたＴＶ
信号対応の第２の出力信号を供給する第２の出力端子１０５と、ディジタルフォーマット
で送信されてきたＴＶ信号対応の第３の出力信号を供給する第３の出力端子１０６とを備
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える。受信機１００の上記信号入力端子および上記出力端子は、用途に応じてシングルエ
ンデッド端子とすることもでき、差動型端子とすることもできる。
【００１５】
　この実施例では、信号入力端子１０２はシングルエンデッド端子である。代わりの実施
例では、差動型入力端子も採用できる。信号入力端子１０２を差動型入力端子で構成した
場合は、受信機１００は、当業者に周知のとおり、差動入力信号をシングルエンデッド信
号に変換するための平衡不平衡変成器（バラン）をさらに備える。
【００１６】
　さらに、この実施例では、第１および第２の出力端子１０４および１０５をシングルエ
ンデッド出力端子で構成し、第３の出力端子１０６を差動型出力端子で構成してある。し
たがって、第３の出力端子１０６は差動型信号を供給する二つの信号ポートを含む。この
明細書では差動型出力端子を「出力端子」と呼ぶこともあるが、差動型出力端子は実際に
は二つの信号ポートを備える。後述のとおり、受信機１００の出力端子の各々は、差動型
出力端子として、またはシングルエンデッド出力端子として構成することができ、また、
差動出力信号供給用に一つのシングルエンデッド出力端子または二つのシングルエンデッ
ド出力端子を用いることもできる。また、受信機１００は一つ以上の出力端子にアナログ
フォーマットまたはディジタルフォーマットで出力信号を供給することができる。すなわ
ち、アナログＴＶ信号に対してビデオ信号およびオーディオ信号対応の出力信号を、アナ
ログフォーマットまたはディジタルフォーマットで、シングルエンデッド出力端子または
差動型出力端子を用いて供給できる。同様に、ディジタルＴＶ信号に対してビデオ信号お
よびオーディオ信号対応の出力信号を、アナログフォーマットまたはディジタルフォーマ
ットで、シングルエンデッド出力端子または差動型出力端子を用いて供給できる。
【００１７】
　デュアルフォーマットＴＶ受信機１００は入来ＲＦ信号を信号処理して、その入力ＲＦ
信号のテレビジョンフォーマットに応じた出力信号を生ずる。入来ＲＦ信号がアナログテ
レビジョンフォーマットである場合は、受信機１００は、表示用のビデオ信号およびオー
ディオ信号を生ずるようにデコードできる第１および第２の出力信号を生ずる。入来ＲＦ
信号がディジタルテレビジョンフォーマットである場合は、受信機１００は、表示用のビ
デオ信号およびオーディオ信号を生ずるように復調およびデコードができる第３の出力信
号を生ずる。一つの実施例では、デュアルフォーマットＴＶ受信機１００をモノリシック
ＩＣの形に構成する。この発明のＴＶ受信機１００を具体化した集積回路は、電源ピンお
よび接地ピンを除けば、５個程度のピンを備えるだけである。後述のとおり、上記以外の
他の実施例によるデュアルフォーマットＴＶ受信機では、ＴＶ受信機１００を具体化した
集積回路は、電源ピンおよび接地ピンを除けば、３個程度のピンを備えるだけである。
【００１８】
　図１を参照すると、受信機１００は周波数変換回路１１０（またはチューナ回路１１０
）、ＩＦディジタル化回路１２０，ディジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）回路１３０
および信号出力回路１４０を備える。周波数変換回路１１０は信号入力端子１０２に入力
ＲＦ信号を受ける。この入力ＲＦ信号は地上波放送から、またはケーブル送信から受ける
ことができる。周波数変換回路１１０は入力ＲＦ信号を一段または二段周波数変換により
中間周波数（ＩＦ）信号に変換するように動作する。図１では入力ＲＦ信号を帯域フィル
タであるＲＦ可変周波数フィルタ１１１にまず供給するように示してある。このフィルタ
処理ずみの信号を可変利得低雑音増幅器１１２に加える。増幅器１１２の出力信号を「ノ
ッチフィルタ」として周知の帯域フィルタ１１３に供給する。帯域フィルタ１１３の出力
信号を、位相同期ループ１１５の制御を受けるミキサ１１４に加える。ミキサ１１４はフ
ィルタ処理ずみの入力ＲＦ信号を一段または二段以上の周波数変換により所望の周波数帯
に周波数変換してＩＦ信号を生ずるように動作する。周波数変換回路１１０は、所定の中
間周波数を有するＩＦ信号を端子１１６に生ずる。
【００１９】
　この発明によると、周波数変換回路（チューナ）１１０は任意の中間周波数を有するＩ
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Ｆ信号を発生するように設計できる。チューナ１１０の用いるＩＦは世界的な技術標準で
特定された中間周波数でもよく、また別の周波数でもよい。また、受信機１００は信号処
理に単一のディジタルシグナルプロセッサを用いているので、チューナ１１０は任意の技
術標準でアナログＴＶ信号またはディジタルＴＶ信号を受信するのに同じＩＦを用いるこ
とができる。一体化チューナにおける中間周波数（ＩＦ）の値は設計上の選択に係る事項
である。一つの実施例では、ＩＦを２０ＭＨｚ以上に設定する。
【００２０】
　周波数変換回路１１０の発生した所定の中間周波数のＩＦ信号を受信機１００のＩＦ増
幅ディジタル化回路１２０に加える。この回路１２０は、帯域フィルタ１２１と、可変利
得増幅器１２２と、Ａ－Ｄ変換器（ＡＤＣ）１２３とを備える。ＩＦ信号を帯域フィルタ
１２１でフィルタ処理し、次に、そのフィルタ処理ずみのＩＦ信号をＡＤＣ１２３のダイ
ナミックレンジの調整のために増幅器１２２により増幅する。ＡＤＣ１２３はアナログＩ
Ｆ信号をディジタル化して、端子１２４にディジタル化ずみのＩＦ信号を生ずる。受信機
１００のこのサンプリング周波数およびＤＳＰ回路１３０における信号処理を適切に設定
することによって、受信機１００は任意のフォーマット（アナログかディジタル）および
任意の技術標準（例えば、ＮＴＳＣ、ＰＡＬ、ＳＥＣＡＭ、ＤＶＢおよびＡＴＳＣ）のテ
レビジョン信号を処理できる。
【００２１】
　この実施例では、ＡＤＣ１２３は１０ビット変換器でありサンプリング速度は１秒あた
り４０メガサンプルである。他の実施例ではＡＤＣ１２３の解像度を別の値にすることは
できるが、１サンプルあたり９ビット以上の解像度で十分である。ＡＤＣ１２３における
サンプリング周波数はＩＦ信号の中間周波数に基づいて選択するが、その中間周波数の少
なくとも２倍に設定する必要がある。ＡＤＣ１２３のサンプリング周波数は電圧制御発振
器（ＡＦＣ）および位相同期ループ（図１には示してない）の利用により調整できる。代
わりの実施例では、ＡＤＣ１２３のサンプリング周波数の調整のために同調制御回路（図
示してない）を備えることもできる。その同調制御回路は、ユーザからの手動制御など受
信機１００の外部からの制御信号を受けることができる。また、その同調制御回路は、Ｉ
Ｆ信号の中間周波数を自動検出して、ＡＤＣの動作周波数をそれに応じて調整できる。
【００２２】
　ＩＦ信号をフィルタ処理およびディジタル化した後、そのディジタル化ずみのＩＦ信号
をＤＳＰ回路１３０の中のディジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）１３１で信号処理す
る。ＤＳＰ１３１は入来ＲＦ信号の符号化に用いられたテレビジョンフォーマットおよび
技術標準に応じて上記ディジタル化ずみのＩＦ信号を信号処理する。この実施例では、Ｄ
ＳＰ回路１３０は、いくつかのアナログテレビジョン技術標準およびいくつかのディジタ
ルテレビジョン技術標準のうちの任意のものを選択するフォーマット／技術標準選択回路
１３３を含む。ＤＳＰ１３１はインパルスレスポンスなどの適切なフィルタ関数を、この
選択回路１３３の状態に応じて、端子１２４へのディジタル化ずみＩＦ信号に適用する。
一つの実施例では、フィルタ関数の計数をＤＳＰ１３０の中のメモリ１３２の参照テーブ
ルに蓄積しておく。ＤＳＰ１３１はメモリ１３２から係数を読み出して入来ディジタル信
号に適用する。
【００２３】
　ＤＳＰ１３１はプログラマブルで再構成（リコンフィギュア）可能なプロセッサである
。この実施例では、ＤＳＰ１３１は選ばれたＴＶ技術標準に基づいて再構成される有限イ
ンパルスレスポンス（ＦＩＲ）フィルタを具体化する。また、この実施例では、ＤＳＰ１
３１は計算時間の短縮のために二つの演算ユニットを備える。より詳細に述べると、周波
数領域の実数部および虚数部のフィルタ処理動作を並行して行う。ＤＳＰ１３１に演算ユ
ニット一つだけを備える実施例もある。
【００２４】
　フォーマット／技術標準選択回路１３３の具体化には多様な手法がある。所望のフォー
マットおよびＴＶ技術標準の選択は受信システムのユーザが手動で行うことができ、また
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受信機１００の中に設けた自動検出手段により自動的に行うこともできる。この実施例で
は、テレビジョン信号フォーマットおよび技術標準を特定表示する搬送波信号が第１およ
び第２の出力信号の中に含まれているか否かを検出することによって上記自動検出を行う
。例えば、アナログテレビジョン信号はアナログ映像搬送波信号の有無により検出し、デ
ィジタルテレビジョン信号はパイロット搬送波の有無によって検出する。受信機１００の
中に検出回路を設けて、入力信号の符号化にどのテレビジョンフォーマットおよびどの技
術標準が用いられているかを表す検出信号をフォーマット／技術標準選択回路１３３に供
給するようにする。他の実施例では、互いに異なる技術標準の選択に上記以外の手段を用
いることもできる。
【００２５】
　入力ＲＦ信号がアナログＴＶ信号である場合は、ＤＳＰ１３１はビデオフィルタ処理機
能およびオーディオフィルタ機能をディジタル化信号に適用して、ビデオ信号をオーディ
オ信号から分離する。ビデオフィルタおよびオーディオフィルタはＦＩＲフィルタとして
実動化できる。また、ＤＳＰ１３１は、入力信号の中の干渉成分を消去するゴースト消去
など上記以外のフィルタ機能も実動化できる。その場合のフィルタ応答特性はチャネル応
答の測定値から誘導する。この実施例では、ＤＳＰ１３１は、信号処理ずみのＩＦ信号を
端子１３４にビデオベースバンド信号として、また信号処理ずみのＩＦ信号を端子１３５
にオーディオベースバンド（音声ＩＦ）信号としてそれぞれ生ずる。
【００２６】
　入力ＲＦ信号がディジタルＴＶ信号である場合は、ＤＳＰ１３１はフィルタ処理機能を
ディジタル化信号に適用する。このフィルタ機能はＦＩＲフィルタとして実動化できる。
一つの例として、ＡＴＳＣ－ＶＳＢ技術標準の例が挙げられる。その場合は、フィルタ応
答特性はロールオフ０．１１５２で累乗根余弦として特定される（ＡＴＳＣ　Ａ－５３規
格参照）。また、エコー消去（マルチパス）用の等化器など上記以外のフィルタ機能もＤ
ＳＰ１３１で実動化できる。その場合は、フィルタ応答特性をチャネル応答の測定値から
誘導する。この実施例では、ＤＳＰ１３１は、ＩＦ信号を低周波ＩＦ信号に変換する変換
手段としても作用する。
【００２７】
　端子１３４および１３５に得られる信号処理ずみのＩＦ信号は信号出力回路１４０に供
給して所望の出力信号に変換する。この発明によれば、信号出力回路１４０は互いに異な
るフォーマットの出力信号を生ずるのに多様な構成をとることができる。信号出力回路１
４０の構成は、受信機１００の所望のピン数および出力信号の所望のフォーマットなどの
要因に基づいて選択できる。信号出力回路１４０の利点の一つは、アナログＴＶフォーマ
ットおよびディジタルＴＶフォーマットの両方で同時並行的に出力信号を生ずるように構
成できることである。すなわち、アナログＴＶ信号フォーマットで受けたＴＶ信号に対し
て出力信号の第１の組を、ディジタルＴＶ信号フォーマットで受けたＴＶ信号に対して出
力信号の第２の組をそれぞれ生じ、したがって、アナログＴＶ信号フォーマットおよびデ
ィジタルＴＶ信号フォーマットの両方についてＴＶ信号を同時に表示できることである。
慣用のＴＶ受信機は、処理すべき二つのＴＶ信号の一方だけを選択するように入力切換動
作または出力切換動作を行うので、アナログＴＶ信号およびディジタルＴＶ信号の両方を
同時に表示することはできない。
【００２８】
　図１には受信機１００に含め得る信号出力回路の一つの実施例を示している。それ以外
の信号出力回路の実施例を図２に示す。まず図１を参照すると、信号出力回路１４０は低
域フィルタ１４２に接続したＤ－Ａ変換器（ＤＡＣ）１４１を含む。ＤＳＰ１３１から端
子１３４への信号処理ずみのディジタル信号をＤＡＣ１４１に加えてアナログフォーマッ
トに再変換する。このアナログ信号を低域フィルタ１４２によりフィルタ処理して平滑化
する。フィルタ処理ずみのアナログ信号を第１のドライバ回路１４３に供給してアナログ
ＴＶフォーマットに対する第３の出力信号を出力端子１０６に生ずる。一方、ＤＳＰ１３
１からの端子１３５経由の信号処理ずみのディジタルオーディオ信号はＤＡＣ１４５に加
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える。ＤＡＣ１４５の出力信号は第３のドライバ回路１４６に供給してアナログＴＶフォ
ーマットに対する第２の出力信号を出力端子１０５に生ずる。この実施例では、ドライバ
回路１４３および１４６はシングルエンデッドドライバ回路で構成してあるが、ドライバ
回路１４４は差動出力ドライバ回路で構成してある。一つの実施例では、ドライバ回路１
４４は低電圧差動シグナリングドライバ回路で構成する。
【００２９】
　上述の構成を備えているので、信号出力回路１４０はアナログＴＶ信号を出力端子１０
４および１０５に生ずるとともに、差動出力端子（信号ポート２個）である出力端子１０
６にディジタルＴＶ信号を生ずる。この実施例では、第１の出力信号はアナログＴＶ信号
についての複合ビデオベースバンド信号であり、第２の出力信号はアナログＴＶ信号につ
いてのオーディオベースバンド信号である。第３の出力信号はディジタルＴＶ信号につい
てのＤＴＶ低周波ＩＦ信号である。
【００３０】
　次に、信号出力回路の代替の実施例を示す図２を参照する。第１の代替実施例の信号出
力回路３４０はディジタル化ずみのＩＦ信号を受けるＤ－Ａ変換器（ＤＡＣ）３４１を備
える。ＤＡＣ３４１の出力端子は第１のドライバ回路３４３に直接接続して、第１の出力
信号、すなわちアナログＴＶ信号についてのビデオベースバンド信号（ＣＶＢＳ）を供給
し、また第２のドライバ回路３４４に直接接続して、ディジタルＴＶ信号についてのＤＴ
Ｖ低域ＩＦ信号を生ずる。信号出力回路３４０は、図１の信号出力回路１４０に用いてあ
る低域フィルタを不要にしている。ＤＡＣ３４１のサンプリング周波数を高くすることに
よって、上記低域フィルタは不要にし、信号出力回路３４０を上記信号出力回路１４０に
比べて単純化することができる。信号出力回路３４０では、第３のドライバ回路３４６に
接続したＤＡＣ３４５がアナログＴＶ信号についてのオーディオベースバンド信号を生ず
る。ドライバ回路３４３および３４６はシングルエンデッドドライバであり、ドライバ回
路３４４は差動出力ドライバである。
【００３１】
　第２の代替実施例の信号出力回路４４０はディジタル化ずみのＩＦ信号を受けるＤ－Ａ
変換器４４１を備える。ＤＡＣ４４１の出力端子を第１のドライバ回路４４３に直結する
。ＤＡＣ４４１と第１のドライバ回路４４３とでアナログＴＶ信号についてのビデオベー
スバンド信号（ＣＶＢＳ）の出力信号経路を形成する。ＤＡＣ４４５とドライバ回路４４
６とでアナログＴＶ信号についてのオーディオベースバンド信号の出力信号経路を形成す
る。ディジタルＴＶ信号については、信号出力回路４４０はＤＳＰ回路からのディジタル
化ＩＦ信号をシリアルディジタルデータストリームの形に変換するシリアル化装置４４２
を備える。このようにして、ディジタルＴＶ信号についてのディジタル信号をシリアルデ
ィジタルインタフェース経由で復号器に供給する。この信号出力回路４４０では、シリア
ルディジタルデータストリームを差動出力ドライバである第２のドライバ回路に供給する
。一つの実施例では、ドライバ回路４４４は、ＤＴＶ低周波ＩＦ信号を低電圧差動信号と
して供給する低電圧差動シグナリング（ＬＶＤＳ）ドライバ回路で構成する。
【００３２】
　第３の代替実施例である信号出力回路５４０は第１のシリアル化装置５４１および第２
のシリアル化装置５４２を含み、信号出力回路５４０の出力ビデオ信号がシリアルディジ
タルインタフェース経由で供給されるようにする。この実施例では、第１のシリアル化装
置５４１はディジタル化ずみＩＦ信号を受けてシリアルデータストリームを第１のドライ
バ回路５４３に供給する。ドライバ回路５４３は差動出力ドライバであり、シリアルディ
ジタルデータストリームを出力端子５０４から送出する。シリアル化装置５４２およびド
ライバ回路５４４は、シリアルデータストリームを出力端子５０６から送出する並行デー
タ経路を形成する。出力端子５０４からのシリアルディジタルデータは、アナログＴＶ信
号対応のビデオ信号に復号化するデコーダに供給できる。このデコーダ回路にＡ－Ｄ変換
器を備えて、シリアルディジタルデータをアナログ信号に変換するようにすることもでき
る。出力端子５０６からのシリアルディジタルデータはディジタルＴＶ信号の復調および
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復号化のための復調器およびデコーダに供給する。ＤＡＣ５４５およびドライバ５４６は
アナログＴＶ信号のオーディオベースバンドの出力信号経路を構成する。
【００３３】
　上述の信号出力回路は、アナログＴＶ信号およびディジタルＴＶ信号について互いに別
々の出力信号を生ずるように構成してある。第４の代替実施例である信号出力回路６４０
は、信号出力端子６０４にシリアルディジタルデータストリームを送出するドライバ回路
６４２に直結した単一のシリアル化装置６４１を含む。この実施例では、ドライバ回路６
４２は差動出力ドライバであり、出力端子６０４は二つの信号出力ポートを含む差動出力
端子である。ＤＡＣ６４５およびドライバ回路６４６はアナログＴＶ信号対応のオーディ
オベースバンド信号の出力信号経路を構成する。
【００３４】
　この信号出力回路６４０は単一の差動フォーマットの出力信号を出力端子６０７に生ず
る。この単一のシリアルディジタルデータストリームをディジタルＴＶ信号復調回路また
はアナログＴＶ信号デコーダ回路に供給できる。代わりに、この回路６４０からの単一の
シリアルディジタルデータストリームを、上記復調器回路およびデコーダ回路の両方を含
む集積回路に供給することもできる。その場合は、上記単一の信号出力端子６０７を復調
器／デコーダ集積回路の単一の信号入力端子に供給して、この集積回路からアナログＴＶ
信号の出力信号およびディジタルＴＶ信号の出力信号を生ずるようにすることができる。
【００３５】
　図２に示した上述の実施例において、シリアル化装置は任意に構成できる。例えば、こ
のシリアル化装置は非同期型でも同期型でも差し支えない。このシリアル化装置はＡＮＳ
Ｉ／ＳＭＰＴＥ　２５９Ｍ、ＩＴＵ－Ｒ（ＣＣＩＴ）６０１、６５６、ＤＶＢ－ＡＳＩ（
ＥＮ５００８３－９）など任意の周知のシリアルディジタルインタフェース技術標準に準
拠して具体化できる。
【００３６】
　次に、第５の代替実施例である信号出力回路７４０はディジタル化ずみＩＦ信号を受け
るＤＡＣ７４１を備える。ＤＡＣ７４１は低域フィルタ７４２に接続してある。フィルタ
処理ずみのアナログ出力信号を第１のドライバ回路７４３および第２のドライバ回路７４
４に加える。低域フィルタ７４２はオプションであり、ＤＡＣ７４１のサンプリング周波
数が高い場合は不要である。ＤＡＣ７４５および第３のドライバ回路７４６はアナログＴ
Ｖ信号のオーディオベースバンド信号の出力信号経路を構成する。この回路構成において
は、第１，第２および第３のドライバ回路の出力を第１の出力端子７０８および第２の出
力端子７０９に一部共通に接続する。出力端子７０８および７０９への共通接続のために
、ドライバ回路７４３，７４４および７４６は三状態ドライバ回路となり、これらドライ
バ回路の出力が一つずつ出力端子に接続されるように選択的にオフ状態に切換え可能であ
る。このようにして、デュアルフォーマットＴＶ受信機のピン数を減らす一方、受信機は
アナログＴＶフォーマットでもディジタルＴＶフォーマットでもビデオ信号／オーディオ
信号を発生できるようにしている。より詳しくいうと、シングルエンデッドドライバであ
る第１のドライバ回路７４３は第１の出力端子７０８にビデオベースバンド信号（ＣＶＢ
Ｓ）を送出する。一方、シングルエンデッドドライバである第３のドライバ回路７４６は
第２の出力端子７０９にアナログＴＶ信号のオーディオベースバンド信号を送出する。ア
ナログのビデオＴＶ信号およびオーディオＴＶ信号を表示する場合はドライバ回路７４４
をオフにする。一方、差動出力ドライバである第２のドライバ回路７４４は差動ＤＴＶ低
周波ＩＦ信号を第１および第２の出力端子７０８および７０９に送出する。ディジタルＴ
Ｖ信号を表示する場合は、ドライバ回路７４３および７４６をオフにする。
【００３７】
　上述の複数の実施例の信号出力回路はＤＡＣおよびシングルエンデッドドライバ回路に
よりアナログＴＶ信号のオーディオ出力信号を発生する。この回路構成は、ＤＡＣにおけ
るサンプリング速度が変換ずみのアナログ信号のフィルタ処理を不要にするほど十分に高
い場合に適している。それ以外の実施例では、ＤＡＣとシングルエンデッドドライバ回路
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との間に低域フィルタを挿入できる。その場合は、ＤＡＣのサンプリング速度は低くでき
る。
【００３８】
　この発明のデュアルフォーマットテレビジョン受信機の著しい特徴は、送信されてきた
ＴＶ信号のフォーマットおよび技術標準に関わりなく、受信したＴＶ信号の信号処理のた
めのディジタル信号処理経路を一つだけ備えることである。また、受信機がアナログＴＶ
信号およびディジタルＴＶ信号に対する出力信号を同時並行に生ずることである。すなわ
ち、この発明の受信機は、表示用のアナログＴＶ信号およびディジタルＴＶ信号を生ずる
デュアルフォーマットＴＶ受信システムの構築を可能にする。この受信機は、アナログ／
ディジタルＴＶ受信機のチューナ機能および信号処理機能に対して単一チップソリューシ
ョンを提供するモノリシック集積回路の形で実現できる。
【００３９】
　図３Ａはこの発明の一つの実施例であるデュアルフォーマットＴＶ受信機１００を用い
たデュアルフォーマットＴＶ受信システムのブロック図である。図３Ａを参照すると、こ
のデュアルフォーマットＴＶ受信システム２００は入来ＲＦ信号の受信および信号処理の
ためのデュアルフォーマットＴＶ受信機１００を含む。図示の構成において受信機１００
は信号出力回路１４０（図１）、３４０、４４０または５４０（図２）を含む。すなわち
、受信機１００はアナログテレビジョンのビデオベースバンド信号を生ずるとともに、デ
ィジタルテレビジョンのオーディオベースバンド信号（オーディオＩＦ）およびＤＴＶ低
周波ＩＦ信号を生ずる。ＴＶ受信システム２００は表示用の映像信号およびオーディオ再
生信号を生ずるためのバックエンド回路を含む。
【００４０】
　この例では受信機１００からのビデオベースバンド信号（ＣＶＢＳ）をデコーダ回路２
０２に加える。デコーダ回路２０２はＰＡＬ／ＳＥＣＡＭ／ＮＴＳＣデコーダ回路で構成
する。このデコーダ回路２０２はＴＶモニタ装置接続用の出力端子２０４にビデオ出力信
号を生ずる。受信機１００からのオーディオＩＦ信号は、ＴＶモニタ装置接続用の出力端
子２１４にオーディオ出力信号を生ずる。また、ＤＴＶ低周波ＩＦ信号は復調用に復調回
路２０６に供給する。ディジタルＴＶ信号は通常はＶＳＢ、ＱＡＭまたはＣＯＦＤＭスキ
ームで変調されている。復調回路２０６はＤＴＶ低周波ＩＦ信号を復調するように動作し
て、ＭＰＥＧデータストリームを出力信号として生ずる。復調回路２０６からのＭＰＥＧ
データストリームをＭＰＥＧデコーダ部２０８に加えて、出力端子２１０へのオーディオ
信号およびビデオ信号にデコードする。これらビデオ信号およびオーディオ信号をＴＶモ
ニタ装置に加えて表示および音声再生を行う。
【００４１】
　図３Ａにはこの発明のデュアルフォーマットＴＶ受信機を一体化したデュアルフォーマ
ットＴＶ受信システムを示したが、これ以外のＴＶ受信システムの構成も可能である。よ
り詳しく述べると、ＴＶ受信システムの構成はＴＶ受信機１００の用いる信号出力回路の
構成に左右される。図３Ｂはこの発明の代替実施例であるＴＶ受信機１００を用いたデュ
アルフォーマットＴＶ受信システムのブロック図である。
【００４２】
　図３Ｂを参照すると、ＴＶ受信システム２５０は信号出力回路７４０（図２）を備える
受信機１００を含む。すなわち、この受信機１００は第１および第２の出力端子７０８お
よび７０９から成る出力端子二つだけを備える。これら二つの出力端子には、アナログＴ
Ｖ信号または差動ＤＴＶ低周波ＩＦ信号に対してビデオベースバンド信号およびオーディ
オベースバンド信号を選択的に生ずる。第１の出力端子７０８はアナログＴＶ信号復号化
のためのデコーダ回路２５２に接続するとともに、ディジタルＴＶ信号復調のための復調
回路２５６に接続する。復調回路２５６はさらにＭＰＥＧデコーダ回路２５８に接続して
ＭＰＥＧデータストリームを復号化する。第２の出力端子７０９はアナログＴＶのオーデ
ィオＩＦ信号の復号化のための音声デコーダ回路２６２に接続するとともに、上記復調回
路２５６にも接続する。受信機１００がディジタルＴＶ信号を信号処理している場合は、
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上記第１および第２の出力端子は、ＤＴＶ低周波ＩＦ信号を表す差動出力信号を生ずる差
動出力端子として作用する。このＴＶ受信システム２５０はアナログ信号表示もディジタ
ルＴＶ信号表示もできるように動作させることができる。
【００４３】
　この発明の特定の実施例を上に説明してきたが、この説明はこの発明の限定を意図する
ものではない。この発明の範囲内で多様な改変および変形が可能である。例えば、図２に
はこの発明のデュアルフォーマットＴＶ受信機の信号出力回路の種々の例を示したが、信
号出力回路には上記以外の構成も可能であり、したがって、図２は信号出力回路の構成を
図示したものに限定することを意図するものではない。上述のとおり、信号出力回路は出
力信号をアナログフォーマットでもディジタルフォーマットでも生ずることができ、信号
出力回路の出力端子はシングルエンデッド出力端子でも差動出力端子でも構成できる。こ
の発明は別掲の特許請求の範囲の各請求のみによって画定される。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　ディジタルＴＶ放送およびアナログＴＶ放送の両方を受信できる高性能小型デュアルフ
ォーマットＴＶ受信機を低コストで提供でき、この種のＴＶ受信機の普及に寄与する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】この発明の一つの実施例によるデュアルフォーマットテレビジョン受信機の概略
図。
【図２】図１のデュアルフォーマットテレビジョン受信機に含め得る信号出力回路の他の
例のブロック図。
【図３Ａ】この発明の一つの実施例による図１のテレビジョン受信機を用いたデュアルフ
ォーマットテレビジョン受信システムのブロック図。
【図３Ｂ】この発明のもう一つの実施例による図１のテレビジョン受信機を用いたデュア
ルフォーマットテレビジョン受信システムのブロック図。
【符号の説明】
【００４６】
１００　　　　　　デュアルフォーマットＴＶ受信機
１１０　　　　　　周波数変換回路（チューナ）
１２０　　　　　　ＩＦ増幅ディジタル化回路
１３０　　　　　　ディジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）
１４０，３４０，４４０，５４０，６４０，７４０　　信号出力回路
１１１　　　　　　可変周波数フィルタ
１１２　　　　　　可変利得低雑音増幅器
１１３　　　　　　帯域フィルタ
１１４　　　　　　周波数ミキサ
１２１　　　　　　帯域フィルタ
１２２　　　　　　可変利得増幅器
１２３　　　　　　Ａ－Ｄ変換器
１３１　　　　　　ディジタルシグナルプロセッサ
１４１，１４５　　Ｄ－Ａ変換器
１４２　　　　　　低域フィルタ
１４３，１４４，１４６　　ドライバ回路
２００，２５０　　デュアルフォーマットＴＶ受信システム
２０２，２５２　　デコーダ回路
２０６，２５６　　復調回路
２０８，２５８　　ＭＰＥＧデコーダ
２１２，２６２　　オーディオデコーダ回路
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