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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　現在チャンネル情報と新たなチャンネルサーチによる新チャンネル情報との間に差異が
有る場合に現在チャンネル情報の登録状態を保持しつつ新チャンネル情報を記憶する手段
と、前記差異が示されたチャンネル情報を画面に表示する手段と、前記画面上でのユーザ
操作によって現在チャンネル情報の登録内容を新チャンネル情報に基づいて変更すること
を可能とする手段と、を備えており、スタンバイ時のチャンネルサーチで得られた新チャ
ンネル情報と現在チャンネル情報との間に差異が有る場合に、スタンバイ解除時の画面表
示で登録操作を促す表示を行なうように構成され、且つユーザ操作により、各チャンネル
ごとにチャンネル情報の登録変更を行なうように構成されたことを特徴とするディジタル
放送受信装置。
【請求項２】
　現在チャンネル情報と新たなチャンネルサーチによる新チャンネル情報との間に差異が
有る場合に現在チャンネル情報の登録状態を保持しつつ新チャンネル情報を記憶する手段
と、前記差異が示されたチャンネル情報を画面に表示する手段と、前記画面上でのユーザ
操作によって現在チャンネル情報の登録内容を新チャンネル情報に基づいて変更すること
を可能とする手段と、を備えており、登録操作を行なわないことを示す指示がなされた場
合に、次回のスタンバイ解除時の画面表示で登録操作を促す表示を行なうように構成され
、且つユーザ操作により、各チャンネルごとにチャンネル情報の登録変更を行なうように
構成されたことを特徴とするディジタル放送受信装置。
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【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のディジタル放送受信装置において、登録操作が行なわれ
ない間は再チャンネルサーチの実行が留保されるように構成されたことを特徴とするディ
ジタル放送受信装置。
【請求項４】
　現在チャンネル情報と新たなチャンネルサーチによる新チャンネル情報との間に差異が
有る場合に現在チャンネル情報の登録状態を保持しつつ新チャンネル情報を記憶する手段
と、前記差異が示されたチャンネル情報を画面に表示する手段と、前記画面上でのユーザ
操作によって現在チャンネル情報の登録内容を新チャンネル情報に基づいて変更すること
を可能とする手段と、を備えており、現在チャンネルにおける受信信号品質に関する情報
及び新たなチャンネルサーチによる新チャンネルにおける受信信号品質に関する情報を各
チャンネル情報に対応付けて保持し、前記差異が示されたチャンネル情報を画面に表示す
る際に、該当チャンネルに対応付けて現在チャンネル及び新チャンネルの受信信号品質を
示す表示を行なうように構成されたことを特徴とするディジタル放送受信装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のディジタル放送受信装置において、ユーザ操作により、各チャンネル
ごとにチャンネル情報の登録変更を行なうように構成されたことを特徴とするディジタル
放送受信装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項３のいずれか又は請求項５に記載のディジタル放送受信装置におい
て、チャンネルサーチにより、現在の登録内容にある同一の物理チャンネルであって異な
るネットワークＩＤが検出された時には、これらネットワークＩＤの各々についてのチャ
ンネル情報を提示し、ユーザ指示に基づきどちらかを登録するように構成されたことを特
徴とするディジタル放送受信装置。
【請求項７】
　請求項４に記載のディジタル放送受信装置において、ユーザ操作により、新有局チャン
ネル情報に基づいた一括登録を行なうように構成されたことを特徴とするディジタル放送
受信装置。
【請求項８】
　現在チャンネル情報と新たなチャンネルサーチによる新チャンネル情報との間に差異が
有る場合に現在チャンネル情報の登録状態を保持しつつ新チャンネル情報を記憶する手段
と、前記差異が示されたチャンネル情報を画面に表示する手段と、前記画面上でのユーザ
操作によって現在チャンネル情報の登録内容を新チャンネル情報に基づいて変更すること
を可能とする手段と、を備えており、スタンバイ時のチャンネルサーチで得られた新チャ
ンネル情報と現在チャンネル情報との間に差異が有る場合に、スタンバイ解除時の画面表
示で登録操作を促す表示を行なうように構成され、且つユーザ操作により、新有局チャン
ネル情報に基づいた一括登録を行なうように構成されたことを特徴とするディジタル放送
受信装置。
【請求項９】
　現在チャンネル情報と新たなチャンネルサーチによる新チャンネル情報との間に差異が
有る場合に現在チャンネル情報の登録状態を保持しつつ新チャンネル情報を記憶する手段
と、前記差異が示されたチャンネル情報を画面に表示する手段と、前記画面上でのユーザ
操作によって現在チャンネル情報の登録内容を新チャンネル情報に基づいて変更すること
を可能とする手段と、を備えており、登録操作を行なわないことを示す指示がなされた場
合に、次回のスタンバイ解除時の画面表示で登録操作を促す表示を行なうように構成され
、且つユーザ操作により、新有局チャンネル情報に基づいた一括登録を行なうように構成
されたことを特徴とするディジタル放送受信装置。
【請求項１０】
　請求項８又は請求項９に記載のディジタル放送受信装置において、登録操作が行なわれ
ない間は再チャンネルサーチの実行が留保されるように構成されたことを特徴とするディ
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ジタル放送受信装置。
【請求項１１】
　請求項７乃至請求項１０のいずれかに記載のディジタル放送受信装置において、チャン
ネルサーチにより同一チャンネルで異なる複数のネットワークＩＤが検出されたときには
、これらネットワークＩＤのなかで受信品質の最も良いネットワークを前記一括登録にお
いて自動登録するように構成されたことを特徴とするディジタル放送受信装置。
【請求項１２】
　請求項７乃至請求項１０のいずれかに記載のディジタル放送受信装置において、チャン
ネルサーチにより同一チャンネルで異なる複数のネットワークＩＤが検出されたときには
、装置の設置地域と同じ地域向けのネットワークＩＤのチャンネルを前記一括登録におい
て自動登録するように構成されたことを特徴とするディジタル放送受信装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれかに記載のディジタル放送受信装置において、受信信
号品質に関する情報を各チャンネル情報に対応付けて保持し、前記受信信号品質が受信限
界に近い場合には前記差異が示されたチャンネル情報の表示画面上で該当チャンネルに対
応付けてアンテナ調整を促す表示を行なうように構成されたことを特徴とするディジタル
放送受信装置。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれかに記載のディジタル放送受信装置において、装置の
設置地域を示すコードが再設定されたときには、登録されているチャンネル情報を消去す
るように構成されたことを特徴とするディジタル放送受信装置。
【請求項１５】
　請求項１乃至請求項１４のいずれかに記載のディジタル放送受信装置において、過去の
登録チャンネル情報を記憶しておく手段と、ユーザ操作によって現在の登録チャンネル情
報に代えて過去の登録チャンネル情報を選択する手段と、を備えたことを特徴とするディ
ジタル放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、ディジタル放送を受信するディジタル放送受信装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
衛星や地上波を用いたディジタル放送受信装置を受信するディジタル放送受信装置は、専
用のアンテナや地上波用アンテナを通して受け取った複数の放送波のなかから任意の放送
波をチューナによって選択し、この選択した放送波に含まれる複数のチャンネルのなかか
ら任意のチャンネルをデマルチプレクス処理によって選択し、この選択したチャンネルの
ディジタル信号を取り出し、これをデコードすることによって映像・音声信号を出力する
。
【０００３】
そして、特に地上ディジタル放送を受信する受信装置においては、当該受信装置の設置時
にイニシャル設定として初期チャンネルサーチを実行し、有局チャンネル情報を取得する
ことが望ましい。また、イニシャル設定後においても、新たな放送局の開局や新中継局の
設置、あるいは放送周波数の変更などに対応するため、スタンバイ時などの非視聴時を利
用して度々、自動チャンネルサーチを行うのが望ましい。
【０００４】
なお、従来のチャンネルサーチを行う放送受信装置としては、アナログ放送とディジタル
放送のそれぞれを担当する二つのＣＰＵにおいて平行してチャンネルサーチを行うものが
ある（特許文献１参照）。
【０００５】
【特許文献１】
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特開２００２－１７１４５３
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記のごとく自動チャンネルサーチを行うことにより得た新たなチャンネル情
報をそのまま現在のチャンネル情報に代えて用いることとすると、例えば深夜などの停波
時間帯に行われたただ１回の無局判定によって、有局チャンネルであるのに無局チャンネ
ルとされてしまうことがある。これを回避するため、例えば新たに有局判定を受けたチャ
ンネルを現在の有局チャンネル情報に追加記憶するだけの処理を行なうとすれば、閉局さ
れたチャンネルなどが現在のチャンネル情報から削除されないこととなり、ユーザにより
チャンネルアップ／ダウンなどの操作が行われた際、前記閉局されたチャンネルを選局す
ることとなってしまう。
【０００７】
この発明は、上記の事情に鑑み、ユーザによる妥当性判断や希望を反映させてチャンネル
情報を更新することができるディジタル放送受信装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
この発明のディジタル放送受信装置は、上記課題を解決するために、現在チャンネル情報
と新たなチャンネルサーチによる新チャンネル情報との間に差異が有る場合に現在チャン
ネル情報の登録状態を保持しつつ新チャンネル情報を記憶する手段と、前記差異が示され
たチャンネル情報を画面に表示する手段と、前記画面上でのユーザ操作によって現在チャ
ンネル情報の登録内容を新チャンネル情報に基づいて変更することを可能とする手段と、
を備えたことを特徴とする。
【０００９】
上記の構成であれば、前記差異が示されたチャンネル情報の画面上でのユーザ操作によっ
て現在チャンネル情報の登録内容を新チャンネル情報に基づいて変更することが可能とな
るので、ユーザの判断（変更妥当性判断）やユーザの希望を反映させて新たなチャンネル
情報の登録が行なえることになる。
【００１０】
ユーザ操作により、各チャンネルごとにチャンネル情報の登録変更を行なうように構成さ
れていてもよい。また、チャンネルサーチにより、現在の登録内容にある同一の物理チャ
ンネルであって異なるネットワークＩＤが検出されたときには、これらネットワークＩＤ
の各々についてのチャンネル情報を提示し、ユーザ指示に基づきどちらかを登録するよう
に構成されていてもよい。
【００１１】
ユーザ操作により、新有局チャンネル情報に基づいた一括登録を行なうように構成されて
いてもよい。また、チャンネルサーチにより同一チャンネルで異なる複数のネットワーク
ＩＤが検出されたときには、これらネットワークＩＤのなかで受信品質の最も良いネット
ワークを前記一括登録において自動登録するように構成されていてもよいし、或いは、装
置の設置地域と同じ地域向けのネットワークＩＤのチャンネルを前記一括登録において自
動登録するように構成されていてもよい。
【００１２】
また、これらの構成において、スタンバイ時のチャンネルサーチで得られた新チャンネル
情報と現在チャンネル情報との間に差異が有る場合に、スタンバイ解除時の画面表示で登
録操作を促す表示を行なうように構成されていてもよい。また、登録操作を行なわないこ
とを示す指示がなされた場合に、次回のスタンバイ解除時の画面表示で登録操作を促す表
示を行なうように構成されていてもよい。更に、登録操作が行なわれない間は再チャンネ
ルサーチの実行が留保されるように構成されていてもよい。
【００１３】
また、これらの構成において、受信信号品質に関する情報を各チャンネル情報に対応付け
て保持し、前記差異が示されたチャンネル情報を画面に表示する際に、該当チャンネルに
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対応付けて受信信号品質を示す表示を行なうように構成されていてもよい。また、受信信
号品質に関する情報を各チャンネル情報に対応付けて保持し、前記受信信号品質が受信限
界に近い場合には前記差異が示されたチャンネル情報の表示画面上で該当チャンネルに対
応付けてアンテナ調整を促す表示を行なうように構成されていてもよい。
【００１４】
また、これらの構成において、装置の設置地域を示すコードが再設定されたときには、登
録されているチャンネル情報を消去するように構成されていてもよい。また、過去の登録
チャンネル情報を記憶しておく手段と、ユーザ操作によって現在の登録チャンネル情報に
代えて過去の登録チャンネル情報を選択する手段と、を備えていてもよい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図１乃至図６に基づいて説明するが、ここではユーザが地上
ディジタル放送を視聴する場合を例示している。図１はこの実施形態のディジタル放送受
信装置３０を示したブロック図であり、図２は不揮発性メモリ１７に記憶された有局チャ
ンネル情報を例示した説明図であり、図３はチャンネルサーチ確認・登録画面を例示した
説明図であり、図４及び図５はチャンネルサーチ処理及び有局チャンネル情報更新処理な
どを説明したフローチャートであり、図６はスタンバイ解除時の有局チャンネル情報更新
処理を説明したフローチャートである。
【００１６】
図１において、アンテナ１は、屋外において所定の方向に向けて配置されており、地上放
送局から送られてくるディジタル放送波を受信し、この受信信号をチューナ２に与える。
【００１７】
チューナ２はアンテナ１からのＲＦ（高周波信号）を選局し中間周波（ＩＦ）に変換する
。このチューナ２は、受信ＲＦ信号を増幅する初段増幅器２ａ、外部からの制御電圧によ
ってゲインを可変とするＡＧＣアンプ２ｂ、電圧制御発振器２ｄで発生するローカル周波
数と受信ＲＦ信号との差周波数であるＩＦ信号を生成するミキサ２ｃ、ＣＰＵ１１から与
えられる選局データにより、電圧制御発振器２ｄを所定の一定周波数出力状態に制御する
ＰＬＬ回路２ｅ、中間周波増幅器２ｆ、２ｈ、及びＩＦ信号を取り出すバンドパスフィル
タ２ｇ等を備える。
【００１８】
Ｄ／Ａコンバータ３は、ＣＰＵ１１から与えられるデータに基づいてＡＧＣアンプ２ｂの
ゲイン制御電圧を生成する。
【００１９】
Ａ／Ｄコンバータ４はチューナ２から出力されたＩＦ信号をディジタルデータに変換する
。復調／ＦＥＣ回路５はディジタルデータに変換された受信信号を復調すると共にエラー
訂正処理を行う。ＭＰＥＧデコーダ７は復調／ＦＥＣ回路５によって復調されたＭＰＥＧ
２（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ２）フォーマットのト
ランスポートストリームを映像データ及び音声データに変換する。
【００２０】
ＯＳＤ回路８はＣＰＵ１１から与えられるデータに基づいて前記映像データに文字やグラ
フィクスデータを合成する。映像処理回路９は、映像データをベースバンド映像信号に変
換するものであり、Ｄ／Ａコンバータとラインドライバからなる。音声処理回路１０は、
音声データをベースバンド音声信号に変換するものであり、Ｄ／Ａコンバータとバッファ
アンプからなる。ベースバンド映像信号出力端子２１には図示しない外部モニタ３１（図
２参照）の映像入力端子が接続される。ベースバンド音声信号出力端子２２は、前記モニ
タ３１の音声入力端子やオーディオアンプ（図示せず）に接続される。
【００２１】
ＳＩデコーダ６は、各物理チャンネルに多重されているサービス情報（ＳＩ）を取り出し
て復調する。リモコン受光部１４は、図示しないリモコン送信機からの信号光を受光し、
これを電気信号に変換して操作部１３に与える。操作部１３は各種キーの操作情報や前記
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リモコン送信機からの操作情報をＣＰＵ１１に与える。
【００２２】
通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ）１５を介して通信回線１６に接続することにより、例え
ば、課金センターに接続して視聴履歴情報等を送出したり、双方向データ放送サービスの
利用が行える。
【００２３】
メモリ（ＲＡＭ等）１２には、最新のチャンネルサーチ結果等が格納される。不揮発性メ
モリ（ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ等）１７には、図２に例示しているように登録チ
ャンネル情報を格納する３つのバンクが設けられており、バンク３には現在の登録チャン
ネル情報が格納され、バンク２には前回の登録チャンネル情報が格納され、バンク１には
前々回の登録チャンネル情報が格納されている。
【００２４】
それぞれのバンクには、各物理チャンネルについて、ネットワークＩＤから得られるネッ
トワーク名と放送地域名、周波数、当該物理チャンネルが割り当てられたリモコン送信機
のリモコン番号（「１」から「１２」キー）、ビットエラーレート（ＢＥＲ）や受信レベ
ルから計算される受信信号品質を表す数値、受信信号品質を◎（良好）、○（普通）、△
（可）、×（不適）、－（受信不可）などの記号で示すための記号コードなどが記憶され
ている。
【００２５】
ＣＰＵ１１は、このディジタル放送受信装置３０における全体制御を行うものであるが、
特にこの発明にかかる制御として、チャンネルサーチの実行やチャンネル登録処理などを
実行するようになっている。
【００２６】
初期チャンネルサーチは、例えば、受信装置３０の初回電源投入時などに自動的に実行さ
れるようになっている。また、転居後設置時などにチャンネルサーチを実行したい場合に
は、例えばリモコン送信機を操作してメニュー項目中の「チャンネルサーチ」を選択する
ことで実行される。
【００２７】
図４及び図５は、チャンネルサーチ処理及びチャンネル登録処理などを説明したフローチ
ャートである。ユーザが、例えばメニュー項目中の「チャンネルサーチ」を選択すると、
ＣＰＵ１１は不揮発性メモリ１７に登録チャンネル情報が存在するかどうかを判断し（ス
テップＳ１）、存在しない場合には受信装置３０の設置場所に関する情報である地域コー
ドが設定されているかどうかを判断する（ステップＳ２）。地域コードが設定されていな
い場合には、ユーザに地域コードの入力を促す（ステップＳ３）。
【００２８】
ＣＰＵ１１は、例えば、ＵＨＦ帯域の最も低い周波数であるｃｈ１３を判定対象とし（ス
テップＳ４）、既登録チャンネルであるかどうかを判断する（ステップＳ５）。既登録チ
ャンネルであれば、既登録のデータを不揮発性メモリ１７のバンク３から読み出し、チャ
ンネルサーチ確認・登録画面（図３参照）における前回スキャン（登録済み）として表示
する（ステップＳ６）。
【００２９】
既登録チャンネルでなければＣＰＵ１１はチャンネルを選局すべく、メモリ１２に記憶さ
れているチャンネル番号と周波数との対応テーブルからｃｈ１３を選局する周波数（受信
周波数＋ＩＦ周波数）のＰＬＬデータを読み出し、ＰＬＬ２ｅに設定する（ステップＳ７
）。そして、チューナ２で復調ロックできたかどうか（放送波が存在するかどうか）を判
断し（ステップＳ８）、放送波が存在しなかった場合には、予め受信チェックのために設
けられたタイムアウトを判断し（ステップＳ９）、タイムアウトである場合には当該チャ
ンネルが既登録チャンネルであるかどうかを判断する（ステップＳ１０）。既登録チャン
ネルであればステップＳ１８に進む一方、既登録チャンネルでなければステップＳ２２に
進む。ステップＳ８において放送波が存在すると判断した場合には、ディジタル復調処理
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により得られた信号の信号品質（例えばエラーレート、Ｃ／Ｎ）を測定し（ステップＳ１
１）、この測定結果を基にして、ユーザに分かりやすいように、受信状態の良い状態から
◎、○、△、×で表示するための判定を行う（ステップＳ１２）。なお、放送検出不可（
ステップＳ９でＹＥＳ及びステップＳ１４でＹＥＳ）の場合には記号－を表示することと
する。
【００３０】
また、ＣＰＵ１１は、当該チャンネルのサービス情報（ＳＩ）が取得できたかどうかを判
断し（ステップＳ１３）、取得できなかった場合には、予め設けられたタイムアウトを判
断し（ステップＳ１４）、タイムアウトである場合にはステップＳ１０に進む。サービス
情報を取得することができた場合には、サービス情報に含まれるネットワークＩＤからネ
ットワーク名等（ネットワーク名、放送地域名）を取得し、新規かどうかを判断する（ス
テップＳ１５）。ネットワーク名等が新規でない場合には、既登録データと同一であるか
どうかを判断し（ステップＳ１６）、同一ネットワーク名である場合にはステップＳ１８
に進む。ネットワーク名等が新規である場合（ステップＳ１５でＹＥＳ）、及び既登録デ
ータと同一のネットワーク名でない場合（ステップＳ１６でＮＯ）には、チャンネルサー
チ確認・登録画面の表に、チャンネル番号、ネットワーク名、地域名、周波数等を追加表
示する（ステップＳ１７）。
【００３１】
そして、ＣＰＵ１１は、チャンネルサーチ確認・登録画面の表中に今回スキャン結果を表
示する（ステップＳ１８）。ＣＰＵ１１は、前回スキャン結果と今回スキャン結果とを比
較し、差異（判定結果も含む）があるかどうかを判断する（ステップＳ１９）。差異があ
る場合にはチャンネル情報に変化があったことを示すフラグをＯＮする（ステップＳ２０
）。
【００３２】
また、ＣＰＵ１１は、チャンネルサーチ確認・登録画面（図３参照）に登録変更ボタンや
メッセージ（注意書き）を表示する（ステップＳ２１）。そして、最終チャンネルかどう
かを判断し（ステップＳ２２）、最終チャンネルでなければ、チャンネルを一つ上げ（ス
テップＳ２３）、このチャンネルについて同処理を実行する。最終チャンネルであれば、
図５に示すように、マップ変化フラグがＯＮであるかどうかを判断し（ステップＳ２４）
、ＯＦＦである場合には登録内容に変化がなかったので、「チャンネル構成に変化はあり
ません」といったメッセージを画面に表示し（ステップＳ２５）処理を終了する。一方、
マップ変化フラグがＯＮであるときには、登録操作が保留されたかどうか（図３の「保留
」ボタンが操作されたかどうか）を判断する（ステップＳ２６）。登録保留の場合（ユー
ザが今はテレビを視聴したいため、後で登録操作を行なうことを希望する場合）には、マ
ップ変化フラグをＯＮのまま終了する（通常の受信放送表示状態に遷移する）。なお、こ
の場合、テレビＯＦＦ（スタンバイ状態）とされ、再びテレビＯＮとされたときに、マッ
プ変化フラグの内容に基づいて処理を行なえばよい（後述する図６参照）。登録保留でな
い場合（一括登録、個別登録）には、登録内容をメモリ１２の今回スキャン結果に反映さ
せる。そして、不揮発性メモリ１７中のバンク２のデータをバンク１に転送し、バンク３
のデータをバンク２へ転送し、メモリ１２上に保持しておいた登録内容（今回スキャン結
果に登録内容を反映させたもの）をバンク３に転送する（ステップＳ２７）。そして、マ
ップ変化フラグをＯＦＦして（ステップＳ２８）処理を終了する。
【００３３】
図３に示すチャンネルサーチ確認・登録画面において、第１行目には、「チャンネル番号
１３、○○放送局、大阪・・・ 」の情報が表示され、前回スキャン結果は有るが、今回
スキャン結果がない事例を示している。また、第２行目には、「チャンネル番号１３、○
○放送局、名古屋・・・ 」の情報が表示され、前回スキャン結果はないが、今回スキャ
ン結果が有る事例を示している。これは、チャンネルスキャン前後で、前回は１３ｃｈで
大阪からの○○放送局の放送が受信できていたのに、今回はそれが受信されずに、同１３
ｃｈで名古屋からの○○放送局の放送が受信できた場合を想定している。かかる場合は、
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図４での１３ｃｈの処理において、ステップＳ５でＹＥＳとされ、ステップＳ１５でＮＯ
とされ、ステップＳ１６でＮＯとされることになり、二つの１３ｃｈが第１行目及び第２
行目に表示されることになる。
【００３４】
「登録変更ボタン」の表記の下側には、上記第１行目と第２行目に対応して「登録」ボタ
ンが表示される。「登録」ボタンは中央で分割された形式（左ボタン、右ボタン）として
表示され、左ボタンは前回スキャン結果を選択するものであること及び右ボタンは今回ス
キャン結果を選択するものであることを分かりやすく示している。また、「登録」ボタン
の横側には「どちらか選択」といった注意書きを表示している。ユーザは、このチャンネ
ルサーチの結果を見て、「名古屋」のｃｈ１３についてチャンネル登録したいのであれば
、「名古屋」に対応する右の「登録」ボタンにカーソルを載せて（色変わりさせて）、決
定ボタンを押下すればよい。
【００３５】
「登録変更ボタン」の表記の下側には、上述した「登録」ボタンの他、「（削除可能）」
ボタン、「削除」ボタン、「一括登録」ボタン、「保留」ボタンが表示される。また、画
面右下の位置に再サーチボタンも設けている。そして、各ボタンの説明も画面に表示し、
ユーザに分かりやすいようにしている。
【００３６】
ユーザは、今回のサーチ結果をそのまま採用しようと思うのであれば、「一括登録」ボタ
ンを操作すればよい。なお、一括登録の場合、「削除」ボタンが表記されているチャンネ
ルについては、自動的に削除されるようにしている。また、前回及び今回スキャン結果に
おいて同一物理チャンネルにネットワークＩＤが異なる複数の放送が検出された場合にお
いては（図３におけるｃｈ１３参照）、前記「一括登録」ボタンが操作されると、例えば
ユーザによって設定された地域コードに該当する側のネットワークＩＤを持つチャンネル
を自動登録したり、或いは、受信信号品質が最も良好であるネットワークを自動登録する
ようにしてもよい（ｃｈ２６の例）。
【００３７】
ここで、たまたま停波中にチャンネルサーチが行なわれた場合には停波中のチャンネルに
ついては放送波無しと判定されるが、ユーザがこの結果を見て「このサーチ結果は停波中
のものだな」と判断すれば、そのチャンネルについは、左「登録」ボタンを操作し、前回
スキャン結果を採用することができる。すなわち、ユーザが個別にスキャン結果の妥当性
を判断して個別に登録していくことができることになる。
【００３８】
また、ユーザは、今はテレビを視聴したいため、後で登録操作を行なうことを希望する場
合には前記「保留」ボタンを操作すればよい。
【００３９】
また、受信品質判定結果が△、×、－である場合には、そのチャンネルの表示行の横に「
要アンテナ調整」といったメッセージを表示している。なお、前回スキャン時よりも今回
スキャン時において受信信号品質が所定レベル以上悪くなった場合にも「要アンテナ調整
」を表示することとしてもよい。ユーザは、例えばアンテナ調整を行った後に「再サーチ
」ボタンを押下してチャンネルサーチを再度実行させることができる。「再サーチ」ボタ
ンは「要アンテナ調整」の表示がないときには、表示しないこととしてもよい。
【００４０】
前記「（削除可）」のボタンを操作すると、該当チャンネルのチャンネル登録が削除され
、また、この削除をチャンネルアップ／ダウンキーのリストに反映させる設定を採用すれ
ば、チャンネルアップ／ダウン操作によるチャンネル変更において、当該削除チャンネル
をスキップすることができる。
【００４１】
チャンネルサーチを受信装置３０のスタンバイ中（非視聴時）に自動実行するように設定
することが可能である。スタンバイ中にチャンネルサーチを行なった場合、前述したユー
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ザ指示によるチャンネルサーチと同様に、各物理チャンネルについてスキャンやサービス
情報の取得などを行い、前回スキャン結果との差異を発見した場合にはマップ変化フラグ
をＯＮする等の処理を行う。具体的には、図４のフローチャートにおいて、最終チャンネ
ル（６２ｃｈ）についての処理終了後に自動的にスタンバイ状態に戻ることとすればよい
。また、ステップＳ２でＮＯとされたときも、自動的にスタンバイ状態に戻ることとすれ
ばよい。
【００４２】
図６はスタンバイ解除時（テレビＯＮ時）のサーチ結果提示処理の内容を示したフローチ
ャートである。スタンバイ状態の解除操作が行われると（ステップＳ３１でＹＥＳ）、Ｃ
ＰＵ１１はマップ変化フラグがＯＮであるかどうかを判断する（ステップＳ３２）。フラ
グがＯＦＦであれば通常の番組受信処理を行なう。フラグがＯＮであれば「チャンネル構
成に変化がありました」といったメッセージを画面表示すると共に、「登録操作実行」の
ボタンと「保留」のボタンの表示し、ユーザにどちらかを選択させる（ステップＳ３３）
。ユーザが保留を選択した場合（ステップＳ３４でＹＥＳ）には、通常の受信放送表示処
理を行なう。
【００４３】
「登録操作実行」のボタンが操作された場合（ステップＳ３４でＮＯ）には、図３に示し
たようなサーチ結果画面を表示する。そして、この画面上での登録操作（一括登録、個別
登録）に基づき、登録内容をメモリ１２の今回スキャン結果に反映させる。そして、不揮
発性メモリ１７中のバンク２のデータをバンク１に転送し、バンク３のデータをバンク２
へ転送し、メモリ１２上に保持しておいた登録内容（今回スキャン結果に登録内容を反映
させたもの）をバンク３に転送する（ステップＳ３５）。そして、マップ変化フラグをＯ
ＦＦして（ステップＳ３６）処理を終了する。
【００４４】
なお、登録操作が完了するまでは新たなチャンネルサーチを自動実行しないこととしても
よい。また、チャンネルサーチ確認・登録画面に「前回スキャン結果採用」や「前々回ス
キャン結果採用」といったボタンを設け（図示せず）、バンク１やバンク２に記憶された
過去のチャンネル情報の内容を用いて選局処理が行なえる設定を設けてもよいものである
。また、ユーザの転居などにより、ユーザによって受信装置３０の地域コードが変更され
たときには、バンクに記憶された過去の有局チャンネル情報を削除するのがよい。
【００４５】
また、ユーザにより選択されたチャンネル（視聴中のチャンネル）の受信信号品質を監視
し、バンク３に記憶された当該チャンネルの受信信号品質に比較して劣化が著しい場合に
は、例えば「受信信号品質が悪化しています。」といったメッセージを表示して注意を促
すこととすれば、突然何の前触れもなく放送が受信できなくなるといった事態を回避する
ことができる。
【００４６】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、前回スキャン結果と今回スキャン結果の差異が
示されたチャンネル情報の画面上でのユーザ操作によって現在チャンネル情報の登録内容
を新チャンネル情報に基づいて変更することが可能となるので、ユーザの判断（変更妥当
性判断）やユーザの希望を反映させて新たなチャンネル情報の登録が行なえることになる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態のディジタル放送受信装置を示したブロック図である。
【図２】不揮発性メモリの各バンクにに記憶された有局チャンネル情報を例示した説明図
である。
【図３】チャンネルサーチ確認・登録画面を例示した説明図である。
【図４】チャンネルサーチ処理及び有局チャンネル情報更新処理などを説明したフローチ
ャートである。
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【図５】図４の続きの処理内容を示したフローチャートである。
【図６】スタンバイ解除時の有局チャンネル情報更新処理を説明したフローチャートであ
る。
【符号の説明】
１　　アンテナ
２　　地上ディジタルチューナ
８　　ＯＳＤ回路
１１　ＣＰＵ
１２　メモリ
１６　不揮発性メモリ

【図１】 【図２】
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