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(57)【要約】
【課題】チャンネルの順選局時に、番組が放送されてい
る所望のチャンネルへの切り替えを迅速に行うことがで
きるデジタル放送受信装置を提供する。
【解決手段】デジタル放送のチャンネルの順選局指示時
に、次の選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若
しくはラジオ放送でない場合、または選局予定チャンネ
ルの放送形態がテレビ放送若しくはラジオ放送であり、
かつ選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別
として映像ストリームと音声ストリームの少なくとも一
方が検出された場合に、選局予定チャンネルを選局する
。また、選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若
しくはラジオ放送であり、かつ選局予定チャンネルの現
在の番組のストリーム種別が検出されなかった場合、ま
たは該ストリーム種別としてデータストリームだけが検
出された場合に、選局予定チャンネルの選局をスキップ
して、選局予定チャンネルを次のチャンネルに切り替え
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル放送の各チャンネルを選局し、前記各チャンネルの放送信号を受信する選局手
段と、前記チャンネルを番号の順に選局する指示を入力する順選局指示手段と、前記放送
信号を処理して映像ストリーム、音声ストリーム、データストリーム、および付帯情報を
検出する検出手段と、前記映像ストリーム、前記音声ストリーム、および前記データスト
リームを処理して映像信号と音声信号を出力する出力手段とを備えたデジタル放送受信装
置において、
　前記検出手段は、前記付帯情報から前記各チャンネルの放送形態と、前記各チャンネル
の現在の番組のストリーム種別とを検出し、
　前記順選局指示手段による前記チャンネルの順選局指示の入力時に、
　次に選局する予定にある選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若しくはラジオ放
送でない場合、または前記選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若しくはラジオ放
送であり、かつ前記選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別として前記映像ス
トリームと前記音声ストリームの少なくとも一方が検出された場合に、前記選局手段は前
記選局予定チャンネルを選局し、
　前記選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若しくはラジオ放送であり、かつ前記
選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別が検出されなかった場合、または該ス
トリーム種別として前記データストリームだけが検出された場合に、前記選局手段は前記
選局予定チャンネルを選局せずに、前記選局予定チャンネルを次のチャンネルに切り替え
ることを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のデジタル放送受信装置において、
　前記検出手段は、予め前記付帯情報から前記各チャンネルの放送形態を検出して、前記
チャンネル毎に記憶手段に記憶することを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載のデジタル放送受信装置において、
　前記検出手段は、前記チャンネルの順選局指示の入力時に、前記選局予定チャンネルに
対応する前記付帯情報から前記選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別を検出
することを特徴とするデジタル放送受信装置。
【請求項４】
　ＤＶＢ ＳＩ（Digital Video Broadcast Service Information）規格に準拠したデジタ
ル放送の各チャンネルを選局し、前記各チャンネルの放送信号を受信する選局手段と、前
記チャンネルを番号の昇順に選局する指示を入力するチャンネルアップキーと、前記チャ
ンネルを番号の降順に選局する指示を入力するチャンネルダウンキーと、前記放送信号を
処理してＴＳ（Transport Stream）を検出し、該ＴＳから映像ストリーム、音声ストリー
ム、ＭＨＥＧ（Multimedia and Hypermedia information coding Experts Group）データ
ストリーム、およびＰＳＩ（Program Specific Information）／ＳＩ（Service Informat
ion）を検出する検出手段と、前記映像ストリーム、前記音声ストリーム、および前記Ｍ
ＨＥＧデータストリームを処理して映像信号と音声信号を出力する出力手段と、前記映像
信号に基づく映像を表示する映像表示手段と、前記音声信号に基づく音声を出力する音声
出力手段とを備えたデジタル放送受信装置において、
　前記検出手段は、
　起動時または定期的に、検出した前記ＴＳの前記ＳＩからＮＩＴ（Network Informatio
n Table）を検出し、該ＮＩＴから前記各チャンネルの放送形態を検出して、該情報を前
記チャンネル毎に記憶手段に記憶し、
　前記チャンネルアップキーまたは前記チャンネルダウンキーによる前記チャンネルの順
選局指示の入力時に、検出した前記ＴＳの前記ＰＳＩから次に選局する予定にある選局予
定チャンネルのＰＭＴ（Program Map Table）を検出し、該ＰＭＴから前記選局予定チャ
ンネルの現在の番組のストリーム種別を検出し、
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　前記選局手段は、前記チャンネルの順選局指示の入力時に、
　前記選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若しくはラジオ放送でない場合、また
は前記選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若しくはラジオ放送であり、かつ前記
選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別として映像ストリームと音声ストリー
ムの少なくとも一方が検出された場合に、前記選局予定チャンネルを選局し、
　前記選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若しくはラジオ放送であり、かつ前記
選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別が検出されなかった場合、または該ス
トリーム種別としてデータストリームだけが検出された場合に、前記選局予定チャンネル
の選局をスキップして、前記選局予定チャンネルを次のチャンネルに切り替えることを特
徴とするデジタル放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、チャンネルを番号の順に選局するデジタル放送受信装置に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放送受信装置において、チャンネルを切り替える際には、選局するチャンネル
を１つだけ指定するチャンネルキーか、チャンネルを番号の昇順または降順に選局するこ
とを指示するチャンネルアップ／ダウンキー（チャンネルアップキーまたはチャンネルダ
ウンキー）を操作する。以下において、チャンネルの切り替えとは、ディスプレイやスピ
ーカ等に出力する映像信号や音声信号を、あるチャンネルのものから別のチャンネルのも
のに切り替えることである。チャンネルの選局とは、あるチャンネルの放送信号を受信し
て、該放送信号からあるチャンネルで放送されている映像や音声やデータを検出し、これ
らを表示するための映像信号や音声信号をディスプレイやスピーカ等に出力することであ
る。
【０００３】
　一般にデジタル放送では、アナログ放送に比べて、チャンネル数が多くなっている。こ
のため、デジタル放送受信装置において、デジタル放送の所望のチャンネルへの切り替え
操作にチャンネルアップ／ダウンキーを用いると、番組が放送されていないチャンネルま
で選局してしまい、所望のチャンネルへの切り替えに時間がかかるという問題があった。
【０００４】
　一方、所望のチャンネルへの切り替えを迅速にするため、下記の特許文献１に記載され
ているデジタル放送受信装置では、ある時間間隔で、デジタル放送の各チャンネルのＴＳ
（Transport Stream）から各チャンネルに関する情報（放送の実行または休止等）を抽出
して、該情報を所定のテーブルに書き込む。そして、チャンネルのアップまたはダウンの
信号を受けると、上記テーブルを参照して、次に選局する予定のチャンネルがある条件に
当てはまれば（放送中である等）、該チャンネルを選局し、該チャンネルがある条件に当
てはまらなければ（放送休止中である等）、該チャンネルの選局を避ける。
【０００５】
　また、下記の特許文献２に記載されているデジタル放送受信装置では、デジタル放送の
各チャンネルの放送信号を受信して、該放送信号からタグ情報を検出し、放送休止情報が
含まれていないタグ情報に対応するチャンネルを放送中と判断して、該チャンネルを視聴
可能チャンネルリストに格納する。そして、ユーザの要求に応じたチャンネルの選局時に
、視聴可能チャンネルリストに格納されたチャンネルのみを選局し、放送休止中であるに
もかかわらず、試験放送等を行っている視聴不可能なチャンネルの選局を避ける。
【０００６】
　さらに、下記の特許文献３に記載されているデジタル放送受信装置では、あるチャンネ
ルの番組配列情報（ＰＡＴ（Program Association Table）およびＰＭＴ（Program Map T
able））を所定期間受信して、番組配列情報の欠損発生状況を解析し、該解析結果に基づ
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いて番組配列情報の受信可否を判断して、該判断結果に基づいてあるチャンネルの放送番
組の有無をユーザに通知する。
【０００７】
【特許文献１】特開２００１－１７７７７８号公報
【特許文献２】特開２００６－２７０７７６号公報
【特許文献３】特開２００３－３４８４６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述した特許文献１、２では、放送信号から各チャンネルの放送休止情報を検出するが
、各チャンネルの番組放送の有無までは考慮していない。また、上述した特許文献３では
、放送信号から各チャンネルの番組配列情報を検出するが、各チャンネルで通常行われる
番組放送の有無までは考慮していない。一方、例えばイギリスのデジタルテレビ放送等で
は、１日中（２４時間）テレビ番組を放送していないテレビ放送用のチャンネルにおいて
、テレビ番組の放送休止時に、番組を放送していない旨を知らせるＭＨＥＧ（Multimedia
 and Hypermedia information coding Experts Group）データ放送が行われ、該チャンネ
ルの番組配列情報（ＰＡＴとＰＭＴ）の送信が行われる。この場合、チャンネルの順選局
時に、上記チャンネルで通常放送されるテレビ番組を視聴できないにもかかわらず、特許
文献１、２では上記チャンネルが放送中であると判断され、特許文献３では上記チャンネ
ルが番組放送中であると判断されて、上記チャンネルが選局されてしまう。このため、例
えばテレビ番組を放送中のチャンネルを選局して、該テレビ番組の映像が図７（ａ）に示
すようにディスプレイに表示されている場合において、チャンネルアップキーを操作した
ときに、次に選局する予定のチャンネルが現在番組を放送していない旨を知らせるＭＨＥ
Ｇデータを放送中であるテレビ放送用のチャンネルであれば、該チャンネルが選局されて
、該ＭＨＥＧデータ映像が図７（ｂ）に示すようにディスプレイに表示され、番組が放送
されている所望のチャンネルへの切り替えに時間がかかる。
【０００９】
　本発明は、以上の問題点を解決するものであって、その課題とするところは、チャンネ
ルの順選局時に、番組が放送されている所望のチャンネルへの切り替えを迅速に行うこと
ができるデジタル放送受信装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明では、デジタル放送の各チャンネルを選局し、各チャンネルの放送信号を受信す
る選局手段と、チャンネルを番号の順に選局する指示を入力する順選局指示手段と、放送
信号を処理して映像ストリーム、音声ストリーム、データストリーム、および付帯情報を
検出する検出手段と、映像ストリーム、音声ストリーム、およびデータストリームを処理
して映像信号と音声信号を出力する出力手段とを備えたデジタル放送受信装置において、
以下のような動作を行う。検出手段は、付帯情報から各チャンネルの放送形態と、各チャ
ンネルの現在の番組のストリーム種別とを検出する。そして、順選局指示手段によるチャ
ンネルの順選局指示の入力時に、次に選局する予定にある選局予定チャンネルの放送形態
がテレビ放送若しくはラジオ放送でない場合、または選局予定チャンネルの放送形態がテ
レビ放送若しくはラジオ放送であり、かつ選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム
種別として映像ストリームと音声ストリームの少なくとも一方が検出された場合に、選局
手段は選局予定チャンネルを選局する。また、選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放
送若しくはラジオ放送であり、かつ選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別が
検出されなかった場合、または該ストリーム種別としてデータストリームだけが検出され
た場合に、選局手段は選局予定チャンネルを選局せずに、選局予定チャンネルを次のチャ
ンネルに切り替える。
【００１１】
　このようにすると、デジタル放送のチャンネルの順選局時に、放送形態がデータ放送で
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あるチャンネルと、放送形態がテレビ放送またはラジオ放送であって、テレビ番組または
ラジオ番組が放送されているチャンネルとが選局されて、放送形態がテレビ放送またはラ
ジオ放送であって、テレビ番組もラジオ番組も放送されていないチャンネルの選局がスキ
ップされる（飛ばされる）ので、番組が放送されている所望のチャンネルへの切り替えを
迅速に行うことができる。
【００１２】
　また、本発明では、上記デジタル放送受信装置において、検出手段は、予め付帯情報か
ら各チャンネルの放送形態を検出して、チャンネル毎に記憶手段に記憶する。
【００１３】
　このようにすると、デジタル放送のチャンネルの順選局前に、各チャンネルの放送形態
を示す情報を正確に検出して、記憶手段に記憶することができる。また、チャンネルの順
選局時に、記憶手段に記憶している上記放送形態情報に基づいて、選局予定チャンネルの
放送形態を正確に判断することができる。さらに、チャンネルの順選局時に、受信した放
送信号の付帯情報から選局予定チャンネルの放送形態を検出する手間が省けるので、チャ
ンネルの順選局処理にかかる時間を短縮して、番組が放送されている所望のチャンネルへ
の切り替えをより迅速に行うことができる。
【００１４】
　また、本発明では、上記デジタル放送受信装置において、検出手段は、チャンネルの順
選局指示の入力時に、選局予定チャンネルに対応する付帯情報から選局予定チャンネルの
現在の番組のストリーム種別を検出する。
【００１５】
　このようにすると、デジタル放送のチャンネルの順選局時に、選局予定チャンネルの現
在の番組のストリーム種別を正確に検出して、選局予定チャンネルのテレビ番組またはラ
ジオ番組の放送の有無を正確に判断することができる。
【００１６】
　さらに、本発明の典型的な実施形態では、ＤＶＢ ＳＩ（Digital Video Broadcast Ser
vice Information）規格に準拠したデジタル放送の各チャンネルを選局し、各チャンネル
の放送信号を受信する選局手段と、チャンネルを番号の昇順に選局する指示を入力するチ
ャンネルアップキーと、チャンネルを番号の降順に選局する指示を入力するチャンネルダ
ウンキーと、放送信号を処理してＴＳ（Transport Stream）を検出し、該ＴＳから映像ス
トリーム、音声ストリーム、ＭＨＥＧ（Multimedia and Hypermedia information coding
 Experts Group）データストリーム、およびＰＳＩ（Program Specific Information）／
ＳＩ（Service Information）を検出する検出手段と、映像ストリーム、音声ストリーム
、およびＭＨＥＧデータストリームを処理して映像信号と音声信号を出力する出力手段と
、映像信号に基づく映像を表示する映像表示手段と、音声信号に基づく音声を出力する音
声出力手段とを備えたデジタル放送受信装置において、以下のような動作を行う。検出手
段は、起動時または定期的に、検出したＴＳのＳＩからＮＩＴ（Network Information Ta
ble）を検出し、該ＮＩＴから各チャンネルの放送形態を検出して、該情報をチャンネル
毎に記憶手段に記憶する。また、検出手段は、チャンネルアップキーまたはチャンネルダ
ウンキーによるチャンネルの順選局指示の入力時に、検出したＴＳのＰＳＩから次に選局
する予定にある選局予定チャンネルのＰＭＴ（Program Map Table）を検出し、該ＰＭＴ
から選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別を検出する。選局手段は、チャン
ネルの順選局指示の入力時に、選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若しくはラジ
オ放送でない場合、または選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送若しくはラジオ放
送であり、かつ選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別として映像ストリーム
と音声ストリームの少なくとも一方が検出された場合に、選局予定チャンネルを選局する
。また、選局手段は、チャンネルの順選局指示の入力時に、選局予定チャンネルの放送形
態がテレビ放送若しくはラジオ放送であり、かつ選局予定チャンネルの現在の番組のスト
リーム種別が検出されなかった場合、または該ストリーム種別としてデータストリームだ
けが検出された場合に、選局予定チャンネルの選局をスキップして、選局予定チャンネル
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を次のチャンネルに切り替える。
【００１７】
　このようにすると、デジタル放送のチャンネルの順選局時に、放送形態がデータ放送で
あるチャンネルと、放送形態がテレビ放送またはラジオ放送であって、テレビ番組または
ラジオ番組が放送されているチャンネルとが選局されて、放送形態がテレビ放送またはラ
ジオ放送であって、テレビ番組もラジオ番組も放送されていないチャンネルの選局がスキ
ップされるので、番組が放送されている所望のチャンネルへの切り替えを迅速に行うこと
ができる。また、番組が放送されていないチャンネルの不要な映像（砂あらし画像や番組
を放送していない旨を知らせるＭＨＥＧデータ画像等）が映像表示手段に表示されず、該
チャンネルの不要な音声（ノイズ音等）が音声出力手段から出力されないので、ユーザが
該不要な映像や音声を視聴して、不快になったり煩わしくなったりするのを防止すること
ができる。また、チャンネルの順選局前に、ＴＳのＳＩのＮＩＴから各チャンネルの放送
形態を示す情報を正確に検出して、記憶手段に記憶することができる。特に、起動時また
は定期的に上記放送形態情報の検出記憶処理を行うことで、各チャンネルの放送形態が変
更されても、上記放送形態情報を正確に更新して保持することができる。また、チャンネ
ルの順選局時に、上記放送形態情報に基づいて選局予定チャンネルの放送形態を正確に判
断することができる。また、チャンネルの順選局時に、ＴＳのＳＩのＮＩＴから選局予定
チャンネルの放送形態を検出する手間が省けるので、該順選局処理にかかる時間を短縮し
て、番組が放送されている所望のチャンネルへの切り替えをより迅速に行うことができる
。また、上記放送形態情報の検出記憶処理を、起動時に行って、以降の駆動中に行わない
ようにすることで、以降の駆動中に上記放送形態情報の検出と記憶にかかる手間を省くこ
とができる。また、上記放送形態情報の検出記憶処理を定期的に行う期間を長くすること
で、該処理にかかる時間と負担を軽減することができる。さらに、チャンネルの順選局時
に、ＴＳのＰＳＩのＰＭＴから選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別を正確
に検出して、選局予定チャンネルのテレビ番組またはラジオ番組の放送の有無を正確に判
断することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、デジタル放送のチャンネルの順選局時に、番組が放送されている所望
のチャンネルへの切り替えを迅速に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　図１は、本発明の実施形態に係るデジタル放送受信装置１００のブロック図である。デ
ジタル放送受信装置１００は、ＤＶＢ ＳＩ（Digital Video Broadcast Service Informa
tion）規格に準拠したデジタル放送の各チャンネルの放送信号を受信して、各チャンネル
で放送されている番組の映像を表示し音声を出力するテレビジョン受像機から成る。デジ
タル放送受信装置１００のサブ基板１には、チューナモジュールが構築されている。メイ
ン基板２には、ＴＶ（テレビ）のメインシステムが構築されている。
【００２０】
　チューナ３は、図示しないアンテナを介して取得したデジタル放送のＲＦ（Radio Freq
uency）信号から、各チャンネルに対応するＩＦ（Intermediate Frequency）信号を抽出
して、デモジュレータ（Demod）４へ出力する。デモジュレータ４は、各チャンネルのデ
ジタルのＩＦ信号を復調して、ＴＳ（Transport Stream）を検出し、該ＴＳをＣＩ（Comm
on Interface）５を介してハイブリッドプロセッサ（以下、「プロセッサ」という。）６
へ出力する。デモジュレータ４は、チューナ３に対して各チャンネルを選局するためのＡ
ＧＣ信号を出力する。チューナ３とデモジュレータ４とは、ＩＩＣ（Inter Integrated C
ircuit）バスを介してデータ通信を行う。ＣＩ５には、デスクランブラを内蔵した図示し
ないＩＣカードが接続される。有料デジタル放送等のスクランブルされたＴＳは、ＣＩ５
を介してＩＣカードのデスクランブラにより、そのスクランブルが解除される。
【００２１】
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　プロセッサ６は、デマルチプレクサ（Demux）、ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Gr
oup）デコーダ、ＭＨＥＧ（Multimedia and Hypermedia information coding Experts Gr
oup）デコーダ、グラフィックコントローラ（Graphic）、およびＣＰＵから成る。プロセ
ッサ６は、デマルチプレクサによりＴＳからＭＰＥＧ－２形式の映像ストリーム、音声ス
トリーム、ＭＨＥＧデータストリーム、およびＰＳＩ（Program Specific Information）
／ＳＩ（Service Information）を検出する。ＰＳＩ／ＳＩは、デジタル放送の各チャン
ネルの放送信号に含まれるプログラムの付帯情報である。プロセッサ６は、ＭＰＥＧデコ
ーダまたはＭＨＥＧデコーダにより映像ストリームまたはＭＨＥＧデータストリームをデ
コードして、映像データを生成する。また、プロセッサ６は、グラフィックコントローラ
により映像データに対して各種の画像処理を行って、映像信号をＡＶ ＳＷ（スイッチ）
１０へ出力する（Video（CVBS、Y/C））。さらに、プロセッサ６は、ＭＰＥＧデコーダに
より音声ストリームをデコードして、音声データを生成し、オーディオＤＡＣ（Digital 
Analog Converter）７へ出力する。オーディオＤＡＣ７は、音声データを音声信号に変換
して、ＡＶ ＳＷ１０へ出力する（Audio（L、R））。
【００２２】
　メモリ９は、ＥＥＰＲＯＭ、ＮＯＲ ＦＬＡＳＨ、およびＳＤＲＡＭ等から成る。メモ
リ９には、プロセッサ６でＴＳを処理するためのデータや、プロセッサ６のＣＰＵがチュ
ーナ３とデモジュレータ４とＣＩ５に接続されたＩＣカードをそれぞれ制御するためのデ
ータ等が、予め記憶されていたり、随時記憶されたりする。プロセッサ６のＣＰＵは、メ
モリ９に対してデータの読み書きを行う。また、プロセッサ６のＣＰＵは、デモジュレー
タ４またはＣＩ５に接続されたＩＣカード対してＩＩＣバスを介してデータ通信を行う。
【００２３】
　メイン基板２に設けられたマイクロコンピュータ（以下、「マイコン」という。）１１
は、ＣＰＵ、メモリ１１ａ、およびタイマから成る。マイコン１１は、デジタル放送受信
装置１００の各部を制御する。また、マイコン１１は、タイマにより日付と時間を計測す
る。また、マイコン１１は、チューナ３とデモジュレータ４により、デジタル放送の各チ
ャンネルを選局し、該各チャンネルの放送信号（ＩＦ信号）を受信する。
【００２４】
　プロセッサ６とマイコン１１とは、ＵＡＲＴ（Universal Asynchronous Receiver Tran
smitter）インタフェイスによりデータ通信を行う。プロセッサ６のＣＰＵは、ＰＳＩ／
ＳＩ等の情報をマイコン１１へ送信する。マイコン１１は、ＳＩからＮＩＴ（Network In
formation Table）を検出し、ＰＳＩから各チャンネルに対応するＰＭＴ（Program Map T
able）を検出する。ＮＩＴは、ネットワーク全体のサービス構成を示していて、デジタル
放送の各チャンネルの放送形態（テレビ放送、ラジオ放送、データ放送）を示す情報（Se
rvice List Descriptorの中のservice type）を含んでいる。ＰＭＴは、番組を構成する
各符号化信号を伝送するＴＳパケットのＰＩＤ（Packet ID）等を示していて、各チャン
ネル毎に設けられ、各チャンネルの現在の番組のストリーム種別（映像ストリーム、音声
ストリーム、データストリーム）を示す情報（stream type）を含んでいる。マイコン１
１は、ＮＩＴから各チャンネルの放送形態を検出し、ＰＭＴから各チャンネルの現在の番
組のストリーム種別を検出する。
【００２５】
　マイコン１１は、各種情報をプロセッサ６へ送信する。プロセッサ６は、グラフィック
コントローラにより、マイコン１１から送信された各種情報に基づく映像データを生成し
、該映像データをＭＰＥＧデコーダ等で生成した映像データに組み込むＯＳＤ（On Scree
n Display）処理を行う。このＯＳＤ処理により、ＥＰＧ（Electronic Program Guide）
画面、メニュー画面、および各種設定画面の表示が可能となる。
【００２６】
　ＡＶ ＳＷ１０には、チューナ３、プロセッサ６、およびオーディオＤＡＣ７からそれ
ぞれ映像信号と音声信号が入力されるだけでなく、デジタル放送受信装置１００にケーブ
ル等により接続された図示しない外部映像機器から映像信号（CVBS）と音声信号（Audio
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）が入力される。また、デジタル放送受信装置１００と外部映像機器との間で、映像信号
と音声信号がＡＶ ＳＷ１０とＳＣＡＲＴ（Syndicat des Constructeurs d'Appareils Ra
diorecepteurs et Televiseurs）１、２インタフェイスを介して入出力される。ＡＶ Ｓ
Ｗ１０は、スピーカ１５へ出力する音声信号と、スケーラ（Scaler）１３へ出力する映像
信号を切り替える。
【００２７】
　ＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）レシーバ１２は、外部映像機器か
ら入力されるコンポーネント（Component）信号またはＨＤＭＩ信号を受信して、スケー
ラ１３へ出力する。スケーラ１３は、ＡＶ ＳＷ１０またはＨＤＭＩレシーバ１２から入
力される映像信号に対して、画像サイズ変換や画質調整等の画像処理を行った後、該映像
信号をＬＶＤＳ（Low Voltage Differential Signaling）信号に変換して、ＬＣＤ（Liqu
id Crystal Display）モジュール１４へ出力する。
【００２８】
　ＬＣＤモジュール１４は、入力されるＬＶＤＳ信号に基づいて映像を表示する。スピー
カ１５は、入力される音声信号に基づいて音声を出力する。操作キー１６は、デジタル放
送受信装置１００の本体前面に設置された操作パネルとリモートコントローラにそれぞれ
設けられている。操作キー１６としては種々のものがあるが、その一例としてＣＨ ＵＰ
（チャンネルアップ）キー１６ａとＣＨ ＤＯＷＮ（チャンネルダウン）キー１６ｂがあ
る。ＣＨ ＵＰキー１６ａは、各チャンネルを番号の昇順に選局する指示を入力するため
に操作される。ＣＨ ＤＯＷＮキー１６ｂは、各チャンネルを番号の降順に選局する指示
を入力するために操作される。
【００２９】
　上記構成において、チューナ３とデモジュレータ４とマイコン１１は、本発明における
選局手段の一実施形態を構成する。デモジュレータ４とプロセッサ６とマイコン１１は、
本発明における検出手段の一実施形態を構成する。プロセッサ６とオーディオＤＡＣ７は
、本発明における出力手段の一実施形態を構成する。ＬＣＤモジュール１４は、本発明に
おける映像表示手段の一実施形態を構成する。スピーカ１５は、本発明における音声出力
手段の一実施形態を構成する。ＣＨ ＵＰ／ＤＯＷＮキー１６ａ、１６ｂは、本発明にお
ける順選局指示手段の一実施形態を構成する。
【００３０】
　図２は、ＣＨ（チャンネル）放送形態検出記憶処理の手順を示すフローチャートである
。本処理は、マイコン１１がデジタル放送受信装置１００の各部を制御して実行する。マ
イコン１１は、デジタル放送受信装置１００の起動時にまたは定期的に、選局中のチャン
ネルの放送信号より検出したＴＳのＳＩから、ＮＩＴを検出する（ステップＳ１）。デジ
タル放送受信装置１００の起動時とは、電源スイッチがＯＮされて、各部が起動した時の
ことである。定期的とは、予め設定された一定期間が経過する毎にということである。ス
テップＳ１の開始タイミングは、デジタル放送受信装置１００の製造段階で予め設定され
ているが（初期タイミング）、ユーザがＬＣＤモジュール１４に表示される各種設定画面
に従って操作キー１６を操作することで、自由に設定し変更することができる。選局中の
チャンネルとは、予め設定されたデジタル放送の初期チャンネル、前回電源を切断する直
前まで選局していたデジタル放送のチャンネル、またはユーザが操作キー１６を操作して
選択したデジタル放送のチャンネル等のことである。ＮＩＴを検出すると、マイコン１１
は、該ＮＩＴから各チャンネルの放送形態を検出して、該情報をチャンネル毎にメモリ１
６ａに記憶し（ステップＳ２）、処理を終了する。
【００３１】
　上記のようにＣＨ放送形態検出記憶処理を終了すると、メモリ１１ａには、例えば図３
に示すようなＣＨ放送形態情報２０が記憶された状態となる。ＣＨ放送形態情報２０は、
例えばデジタル放送の全チャンネルの放送形態が、テレビ放送、ラジオ放送、またはデー
タ放送のいずれであるかを示している。例えば７チャンネルと８チャンネルはテレビ放送
チャンネルであり、６チャンネルと１０チャンネルはラジオ放送チャンネルであり、９チ
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ャンネルはデータ放送チャンネルであることを示している。ＣＨ放送形態検出記憶処理を
繰り返し実行することで、ＣＨ放送形態情報２０が最新の情報に更新される。また、各チ
ャンネルの放送形態は、一度定められると殆ど変わることがないので、ＣＨ放送形態検出
記憶処理を定期的に実行する場合には、その一定期間を例えば半年や１年等の長い期間に
設定しても、ＣＨ放送形態情報２０の正確さを保持することができる。
【００３２】
　図４は、ＣＨ順選局処理の手順を示すフローチャートである。本処理は、マイコン１１
がデジタル放送受信装置１００の各部を制御して実行する。デジタル放送受信装置１００
の起動後に、ユーザ操作によりＣＨ ＵＰキー１６ａまたはＣＨ ＤＯＷＮ１６ｂの入力が
有ると（ステップＳ１１：ＹＥＳ）、マイコン１１は、デジタル放送のチャンネルを番号
の昇順または降順に選局する指示の入力が有ったと判断する。そして、マイコン１１は、
次に選局する予定にある選局予定チャンネルを設定する（ステップＳ１２）。このとき、
マイコン１１は、ＣＨ ＵＰ／ＤＯＷＮキー１６ａ、１６ｂによる順選局指示の入力時に
選局中であったチャンネルの次に番号順で選局する予定にあるチャンネルを、選局予定チ
ャンネルとして設定する。つまり、選局中にあるチャンネルの番号の次に大きなまたは小
さな番号のチャンネルを、選局予定チャンネルとして設定する。
【００３３】
　次に、マイコン１１は、メモリ１１ａに記憶しているＣＨ放送形態情報２０を参照し（
ステップＳ１３）、選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送またはラジオ放送である
か否かを判定する（ステップＳ１４）。マイコン１１は、選局予定チャンネルの放送形態
がデータ放送であれば（ステップＳ１４：ＮＯ）、選局予定チャンネルを選局して（ステ
ップＳ２０）、処理を終了する。これにより、チューナ３で選局予定チャンネルの放送信
号が受信され、デモジュレータ４で該放送信号からＴＳが検出され、プロセッサ６で該Ｔ
ＳからＭＨＥＧデータストリームが検出されて、該ＭＨＥＧデータストリームに基づく映
像信号が出力され、該映像信号がＡＶ ＳＷ１０とスケーラ１３を介してＬＣＤモジュー
ル１４へ入力され、選局予定チャンネルのデータ放送の映像がＬＣＤモジュール１４に表
示される。
【００３４】
　一方、マイコン１１は、選局予定チャンネルの放送形態がテレビ放送またはラジオ放送
であれば（ステップＳ１４：ＹＥＳ）、選局予定チャンネルの放送信号からＴＳを検出し
（ステップＳ１５）、該ＴＳのＰＳＩから選局予定チャンネルのＰＭＴを検出し（ステッ
プＳ１６）、さらに該ＰＭＴから選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別を検
出する（ステップＳ１７）。
【００３５】
　そして、マイコン１１は、上記選局予定チャンネルのＰＭＴに現在の番組のストリーム
種別の情報が存在していないため、該ストリーム種別が検出できない（ステップＳ１８：
ＮＯ）場合に、または、上記選局予定チャンネルのＰＭＴから現在の番組のストリーム種
別を検出して（ステップＳ１８：ＹＥＳ）、該ストリーム種別がデータストリームだけで
ある（ステップＳ１９：ＹＥＳ）場合に、選局予定チャンネルで現在テレビ番組またはラ
ジオ番組が放送されていないと判断する。そして、マイコン１１は、選局予定チャンネル
の選局をスキップし（飛ばし）（ステップＳ２１）、選局予定チャンネルを次のチャンネ
ルに切り替える（ステップＳ２２）。つまり、ステップＳ１２で設定した選局予定チャン
ネルを選局せずに、該チャンネルの次に番号順で選局する予定にあるチャンネル（選局を
スキップしたチャンネルの番号の次に大きなまたは小さな番号のチャンネル）を、選局予
定チャンネルとして新たに設定する。この後、マイコン１１は、ＣＨ放送形態情報２０を
参照して（ステップＳ１３）、ステップＳ２２で切り替えた選局予定チャンネルの放送形
態がテレビ放送またはラジオ放送であるか否かを判定し（ステップＳ１４）、該判定結果
に応じてステップＳ１５以降を繰り返し実行する。これにより、プロセッサ６での選局予
定チャンネルのＴＳからの映像ストリームや音声ストリームの検出、プロセッサ６やオー
ディオＤＡＣ７での映像信号や音声信号の出力、ＬＣＤモジュール１４での選局予定チャ
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ンネルの不要な映像の表示、およびスピーカ１５からの選局予定チャンネルの不要な音声
の出力がそれぞれ行われなくなる。選局予定チャンネルのＰＭＴから現在の番組のストリ
ーム種別が検出できなかった（ステップＳ１８：ＮＯ）場合は、上記選局予定チャンネル
の不要な映像は砂あらし画像等であり、不要な音声はノイズ音等である。また、選局予定
チャンネルのＰＭＴから検出した現在の番組のストリーム種別がデータストリームだけで
あった（ステップＳ１９：ＹＥＳ）場合は、上記選局予定チャンネルの不要な映像は、番
組を放送していない旨を知らせるＭＨＥＧデータ画像である。
【００３６】
　一方、マイコン１１は、選局予定チャンネルのＰＭＴから検出した現在の番組のストリ
ーム種別に、映像ストリームと音声ストリームの少なくとも一方が含まれている（ステッ
プＳ１９：ＮＯ）場合には、選局予定チャンネルで現在テレビ番組またはラジオ番組が放
送されていると判断する。そして、マイコン１１は、選局予定チャンネルを選局して（ス
テップＳ２０）、処理を終了する。これにより、プロセッサ６での選局予定チャンネルの
ＴＳからの映像ストリームや音声ストリームの検出、プロセッサ６やオーディオＤＡＣ７
での映像信号や音声信号の出力、ＬＣＤモジュール１４での選局予定チャンネルのテレビ
番組の映像の表示、およびスピーカ１５からの選局予定チャンネルのテレビ番組やラジオ
番組の音声の出力が適宜行われる。
【００３７】
　上記のＣＨ順選局処理によると、例えば図５に矢印で示すようにデジタル放送の６～１
０チャンネルの順選局が行われる。即ち、図５では、放送形態がラジオ放送である６チャ
ンネルで、ストリーム種別として音声ストリームがあり、放送形態がテレビ放送である７
チャンネルで、ストリーム種別として映像ストリームと音声ストリームがあり、放送形態
がテレビ放送である８チャンネルで、ストリーム種別としてデータストリームだけがあり
、放送形態がデータ放送である９チャンネルで、ストリーム種別としてデータストリーム
があり、放送形態がラジオ放送である１０チャンネルで、ストリーム種別としてデータス
トリームだけがある時を例示している。この時、ＣＨ ＵＰキー１６ａによりチャンネル
の昇順選局指示が入力されると、６チャンネルの次に７チャンネルが選局され、次に８チ
ャンネルの選局がスキップされて９チャンネルが選局され、次に１０チャンネルの選局が
スキップされるようになる。また、ＣＨ ＤＯＷＮキー１６ｂによりチャンネルの降順選
局指示が入力されると、１０チャンネルの選局がスキップされて９チャンネルが選局され
、次に８チャンネルの選局がスキップされて７チャンネルが選局され、次に６チャンネル
が選局されるようになる。
【００３８】
　以上によれば、デジタル放送のチャンネルの順選局時に、放送形態がデータ放送である
チャンネルと、放送形態がテレビ放送またはラジオ放送であって、テレビ番組またはラジ
オ番組が放送されているチャンネルとが選局されて、放送形態がテレビ放送またはラジオ
放送であって、テレビ番組もラジオ番組も放送されていないチャンネルの選局がスキップ
されるので、番組が放送されている所望のチャンネルへの切り替えを迅速に行うことがで
きる。
【００３９】
　また、番組が放送されているチャンネルの映像（図７（ａ）に示したようなテレビ番組
の映像等）がＬＣＤモジュール１４に表示され、番組が放送されていないチャンネルの不
要な映像（砂あらし画像や、図７（ｂ）に示したような番組を放送していない旨を知らせ
るＭＨＥＧデータ画像等）がＬＣＤモジュール１４に表示されず、該チャンネルの不要な
音声（ノイズ音等）がスピーカ１５から出力されないので、ユーザが該不要な映像や音声
を視聴して、不快になったり煩わしくなったりするのを防止することができる。
【００４０】
　また、デジタル放送のチャンネルの順選局前に、検出したＴＳのＳＩのＮＩＴから各チ
ャンネルの放送形態を示すＣＨ放送形態情報２０を正確に検出して、メモリ１１ａに記憶
することができる。特に、起動時または定期的に図２のＣＨ放送形態検出記憶処理を行う
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ことで、各チャンネルの放送形態が変更されても、ＣＨ放送形態情報２０を正確に更新し
て保持することができる。また、デジタル放送のチャンネルの順選局時に、ＣＨ放送形態
情報２０に基づいて選局予定チャンネルの放送形態を正確に判断することができる。また
、ＣＨ放送形態検出記憶処理を、起動時に行って、以降の駆動中に行わないようにするこ
とで、以降の駆動中にＣＨ放送形態情報２０の検出と記憶にかかる手間を省くことができ
る。また、ＣＨ放送形態検出記憶処理を定期的に行う期間を長くすることで、該処理にか
かる時間と負担を軽減することができる。
【００４１】
　さらに、デジタル放送のチャンネルの順選局時に、検出したＴＳのＰＳＩのＰＭＴから
選局予定チャンネルの現在の番組のストリーム種別を正確に検出して、選局予定チャンネ
ルのテレビ番組またはラジオ番組の放送の有無を正確に判断することができる。
【００４２】
　本発明は、以上の実施形態以外にも種々の形態を採用することができる。例えば、以上
の実施形態では、図２のＣＨ放送形態検出記憶処理を起動時または定期的に実行して、各
チャンネルの放送形態を予め作成し更新する例を挙げているが、本発明はこれのみに限定
するものではない。これ以外に、例えば図２のＣＨ放送形態検出記憶処理を省略して、図
６に示すようにＣＨ順選局処理の中で選局予定チャンネルの放送形態を検出するようにし
てもよい。図６中、図４と同一ステップには同一符号を付している。図６において、マイ
コン１１は、ＣＨ ＵＰ／ＤＯＷＮキー１６ａ、１６ｂの入力が有って（ステップＳ１１
：ＹＥＳ）、選局予定チャンネルを設定すると（ステップＳ１２）、このとき選局中のチ
ャンネルの放送信号より検出したＴＳのＳＩからＮＩＴを検出し（ステップＳ２３）、該
ＮＩＴから選局予定チャンネルの放送形態を検出する（ステップＳ２４）。そして、マイ
コン１１は前述したようにステップＳ１４以降を実行する。このようにすると、マイコン
１１のメモリ１１ａに各チャンネルの放送形態を示す情報を予め記憶しておく必要がない
ので、メモリ１１ａの記憶容量を少なくして、マイコン１１のコストを低く抑えたり、メ
モリ１１ａの記憶領域を他の処理のために有効活用したりすることができる。一方、図２
のＣＨ放送形態検出記憶処理と図４のＣＨ順選局処理を実行した場合には、デジタル放送
のチャンネルの順選局時に、ＴＳのＳＩのＮＩＴから選局予定チャンネルの放送形態を検
出する手間が省けるので、ＣＨ順選局処理にかかる時間を短縮して、番組が放送されてい
る所望のチャンネルへの切り替えをより迅速に行うことができる点で有利である。
【００４３】
　また、以上の実施形態では、ＤＶＢ ＳＩ規格に準拠したデジタル放送を受信して、各
チャンネルの放送番組の映像と音声を表示するテレビジョン受像機から成るデジタル放送
受信装置１００に、本発明を適用した例を挙げたが、本発明はこれのみに限定するもので
はない。これ以外に、本発明は、例えば少なくともＤＶＢ ＳＩ規格またはその他の規格
に準拠したデジタル放送を受信する、テレビジョン受像機、光ディスクレコーダ、ハード
ディスクレコーダ、セットトップボックス、またはこれらの少なくとも２つが一体になっ
たＡＶ複合装置等のような、デジタル放送受信装置に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】デジタル放送受信装置のブロック図である。
【図２】ＣＨ放送形態検出記憶処理の手順を示すフローチャートである。
【図３】ＣＨ放送形態情報を示す図である。
【図４】ＣＨ順選局処理の手順を示すフローチャートである。
【図５】チャンネルの順選局例を示す図である。
【図６】他の実施形態を示すフローチャートである。
【図７】従来のチャンネル順選局時の映像の表示例を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
　３　チューナ



(12) JP 2008-294871 A 2008.12.4

10

　４　デモジュレータ
　６　ハイブリッドプロセッサ
　７　オーディオＤＡＣ
　１１　マイクロコンピュータ
　１１ａ　メモリ
　１４　ＬＣＤモジュール
　１５　スピーカ
　１６ａ　ＣＨ ＵＰキー
　１６ｂ　ＣＨ ＤＯＷＮキー
　２０　ＣＨ放送形態情報
　１００　デジタル放送受信装置

【図１】

【図２】

【図３】
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