
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体に選局その他の指令を入力するための入力手段と、選局指令に応じて放送局か
ら発信される符号化されたデジタル／アナログ放送信号を受信する受信手段と、前記受信
手段により受信したデジタル／アナログ放送信号を復号して本装置に接続された映像を表
示する表示手段に出力するデジタル／アナログ復号手段と、選局動作時に使用される、チ
ャンネル番号及び

仮想チャンネル番号を含む放送チャンネルマップ情報を記憶する記憶手段と、前記表
示手段に所定のオンスクリーンディスプレイ（以下、ＯＳＤと記す）表示をさせるＯＳＤ
出力手段と、上記装置の各手段を制御する制御手段とを備えたデジタル放送信号受信装置
において、
　前記制御手段は、
　前記入力手段からデジタルチャンネル番号が入力されたとき、前記記憶手段に記憶され
ているチャンネルマップ内に当該番号が有るか否かを検索する機能と、
　前記検索の結果、当該番号が存在するときは該当の放送を受信し、存在しないときは信
号なしを前記表示手段にＯＳＤ表示する信号を出力する機能と、
　前記検索の結果、当該番号が存在しないときで、ユーザによりスキャン指令が入力され
たとき、前記受信手段及び復号手段により前記放送信号周波数帯の全域をスキャンする機
能と、
　前記スキャンの結果、前記デジタルチャンネル番号の信号が存在したときは、その放送

10

20

JP 3650993 B2 2005.5.25

放送局が放送波に周波数に関係なく任意に付加できるデジタルデータで
ある



を受信し、存在しないときはその旨を報知する機能と、
　前記スキャン機能の有効／無効を切換える機能とを備えたことを特徴とするデジタル放
送信号受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、チャンネル番号及び仮想チャンネル番号を含む放送チャンネルマップ情報を利
用するデジタル放送信号受信装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、テレビ受信機において、放送チャンネルメモリ、放送局識別メモリ、等を有し
ていて、受信チャンネルの送信局識別コードを読み出し、放送チャンネル位置が変更され
た場合に、サーチ過程を経ることで所望の受信チャンネルを新たな放送チャンネル位置に
自動的に書き換えるようにしたものが知られている（例えば、特開平１１－１８０１８号
公報参照）。
【０００３】
また、近年、北米においては、放送局からＡＴＳＣ（ Advanced Television Systems Comm
ittee）に準拠するデジタル放送が配信されている。このデジタル放送を受信して、既存
のテレビジョン受像機が受像可能な信号に変換するための放送受信装置（セットトップボ
ックス：以下ＳＴＢと記す）が普及しつつある。このＳＴＢには、放送信号受信時に放送
信号に含まれるデータを内部メモリに登録したテーブルデータ（以下、チャンネルマップ
）が備えられ、このチャンネルマップはその後の選局動作に使用される。このＳＴＢに、
上記のようなサーチ過程を経ることで所望の受信チャンネルを新たな放送チャンネル位置
に自動的に書き換える機能を備えることが可能である。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のＳＴＢにおいては、ユーザにより入力されたデジタルチャンネル番
号が、チャンネルマップに登録されていない場合は、現実には放送信号があっても、選局
できず、信号なしの旨をユーザに報知していた。より詳細には、デジタル放送信号は、同
じ周波数帯域（以下、物理チャンネル）に複数のチャンネル（サブチャンネル）や、仮想
チャンネル番号等の情報データを持つことができるが、ユーザが仮想チャンネル番号のみ
しか知らない場合は、選局できないことになっていた。
【０００５】
本発明は、上述した問題点を解決するためになされたものであり、ユーザにより入力され
た任意のデジタルチャンネル番号に係る情報がチャンネルマップに登録されていない場合
であって、放送を選局できないときにあっても、その後のユーザの指示に応じて、放送信
号帯域をスキャンし、当該番号を仮想チャンネルとして持つデジタル放送信号を選局可能
とするデジタル放送信号受信装置を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、装置本体に選局その他の指令を入力する
ための入力手段と、選局指令に応じて放送局から発信される符号化されたデジタル／アナ
ログ放送信号を受信する受信手段と、前記受信手段により受信したデジタル／アナログ放
送信号を復号して本装置に接続された映像を表示する表示手段に出力するデジタル／アナ
ログ復号手段と、選局動作時に使用される、チャンネル番号及び

仮想チャンネル番号を含む放送チャン
ネルマップ情報を記憶する記憶手段と、前記表示手段に所定のオンスクリーンディスプレ
イ（以下、ＯＳＤと記す）表示をさせるＯＳＤ出力手段と、上記装置の各手段を制御する
制御手段とを備えたデジタル放送信号受信装置において、前記制御手段は、前記入力手段
からデジタルチャンネル番号が入力されたとき、前記記憶手段に記憶されているチャンネ
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ルマップ内に当該番号が有るか否かを検索する機能と、前記検索の結果、当該番号が存在
するときは該当の放送を受信し、存在しないときは信号なしを前記表示手段にＯＳＤ表示
する信号を出力する機能と、前記検索の結果、当該番号が存在しないときで、ユーザによ
りスキャン指令が入力されたとき、前記受信手段及び復号手段により前記放送信号周波数
帯の全域をスキャンする機能と、前記スキャンの結果、前記デジタルチャンネル番号の信
号が存在したときは、その放送を受信し、存在しないときはその旨を報知する機能と、前
記スキャン機能の有効／無効を切換える機能とを備えたものである。
【０００７】
この構成においては、ユーザがデジタルチャンネル番号（例：１２－２）を入力したとき
、制御手段は、記憶手段に記憶されているチャンネルマップ内に当該番号が有るか否かを
検索し、その結果、当該番号が存在するときは該当の放送を受信し、存在しないときは信
号なし（例：ｎｏ　ｓｉｇｎａｌ）を表示手段にＯＳＤ表示させる。当該番号が存在しな
い場合に、ユーザがスキャン指令を入力すると、制御手段は、放送信号周波数帯の全域を
スキャンし、その結果、デジタルチャンネル番号の信号が存在したときは、その放送を受
信し、存在しないときはその旨を報知する。こうして、ユーザが仮想チャンネル番号しか
知らないような場合においても、それを検索することができる。また、上記スキャン機能
による動作開始から終了までには、通常、多数の放送チャンネルを検索することになり、
ある程度の時間がかかるが、スキャン機能の有効／無効を切換えることで、ユーザの意図
しない選局動作を避けることができる。
【００１２】
ＳＴＢ１は、例えば、８ＶＳＢ（ Vestigial Side Band）の変調方式により送信されるデ
ジタル放送信号を受信するチューナ２（受信手段）と、チューナ２により受信したデジタ
ル放送信号をトランスポートストリーム（ Transport Stream：以下、ＴＳと記す）信号に
変換するＴＳ変換回路４と、ＴＳ変換回路４が変換したＴＳ信号を解析して映像信号を復
号し、表示装置１２に映像を表示させるＴＳ解析回路６と、デジタル放送の各メインチャ
ンネルの発信周波数、チャンネル番号及び仮想チャンネル番号等のチャンネルマップ情報
を記憶するメモリ７（記憶手段）と、所定の放送言語のデジタル音声信号を抽出し、スピ
ーカ装置１５に音声を出力させる音声出力回路９と、受信装置各部を制御するＣＰＵから
なる制御部８（制御手段）とを備えている。チャンネルマップ情報は、装置の初期設定時
等に放送信号周波数帯域の全域をスキャンすることで登録され、その後の選局動作時に使
用される。
【００１３】
チューナ２は、アンテナ１０により受信されたデジタル放送信号の供給を受け、ユーザが
入力装置１１から制御部８に入力した指令に応じて選局動作を行ない、ユーザが入力した
チャンネルに対応する周波数帯域に存在する８ＶＳＢ変調のデジタル放送信号を受信する
。ＴＳ変換回路４は、チューナ２が受信した８ＶＳＢ変調の放送信号をＴＳ信号に変換す
る。
【００１４】
ＴＳ解析回路６は、ＴＳ変換回路４が変換したＴＳ信号を解析し、必要に応じてＯＳＤ表
示を付加した映像信号を表示装置１２に出力する。図２は、ＴＳ解析回路６のブロック構
成を示す。ＴＳ解析回路６は、トランスポートパーサ６ａ（信号抽出手段）と、外部メモ
リインターフェース６ｂと、ビデオデコーダ６ｃ（デジタル復号手段）と、ディスプレイ
コントローラ６ｄと、ＯＳＤ回路６ｅ（ＯＳＤ出力手段）と、デジタルビデオエンコーダ
６ｆと、オーディオインターフェース６ｇと、ホストプロセッサインターフェース６ｈと
ＰＬＬ（ Phase Locked Loop）回路６ｉとを備えている。トランスポートパーサ６ａは、
ＴＳ変換回路４から伝送されたＴＳ信号を取得し、これを映像信号、音声信号及び制御信
号に分解する。外部メモリインターフェース６ｂは、ホストプロセッサインターフェース
６ｈを介して制御部８からの指令を受け、トランスポートパーサ６ａ、ビデオデコーダ６
ｃ及びディスプレイコントローラ６ｄとメモリ７との接続を司る。例えば、トランスポー
トパーサ６ａによって分解された映像信号、音声信号及び制御信号は、それぞれ、外部メ
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モリインターフェース６ｂを介してメモリ７に格納される。
【００１５】
ビデオデコーダ６ｃは、制御部８からの指令を受け、メモリ７に格納させた映像信号を読
み出して復号する。ディスプレイコントローラ６ｄは、制御部８からの指令を受け、ビデ
オデコーダ６ｃが復号した映像信号をＮＴＳＣのフォーマットに変換する。ＯＳＤ回路６
ｅは、制御部８からの指令を受け、ビデオデコーダ６ｃが変換したＮＴＳＣの映像信号を
デジタルビデオエンコーダ６ｆに送出する他、必要に応じて映像信号にＯＳＤ表示を付加
した信号をデジタルビデオエンコーダ６ｆに送出する。このＯＳＤ回路６ｅは、制御部８
からの指令に応じて、１フレームの映像信号ごとにＯＳＤ表示を付加する演算処理を行い
、所定の色によるＯＳＤ表示を表示装置１２に表示させることができる。また、上記演算
処理を行うためにＯＳＤ回路６ｅには、メモリが内蔵されている。
【００１６】
デジタルビデオエンコーダ６ｆは、制御部８からの指令を受け、ＯＳＤ回路６ｅから送出
された映像信号をアナログ信号に変換して表示装置１２に出力する。オーディオインター
フェース６ｇは、トランスポートパーサ６ａが分解した音声信号を音声出力回路９に送出
する。また、ホストプロセッサインターフェース６ｈは、制御部８からの指令をトランス
ポートパーサ６ａと、外部メモリインターフェース６ｂと、ビデオデコーダ６ｃと、ディ
スプレイコントローラ６ｄと、ＯＳＤ回路６ｅと、デジタルビデオエンコーダ６ｆに伝送
する。また、ＰＬＬ回路６ｉは、入力されるクロック信号に基づいて局部発振周波数を所
定の周波数に一致させる。
【００１７】
メモリ７は、各チャンネルの発信周波数等に関するチャンネル情報及び装置の設定に関す
るメニュー項目等を記憶する。メモリ７は、また、トランスポートパーサ６ａにより分解
された制御信号を記憶する。制御部８は、ユーザによる入力装置１１を用いた入力操作を
受けて、各部の制御をデータバス（ Data-Bus）を通して行う。例えば、制御部８は、トラ
ンスポートパーサ６ａにより分解され、メモリ７に格納された制御信号を読み出してＶＣ
Ｔ（ Virtual Channel Table）を解析し、それに含まれるステータス信号に基づいて現在
受信中のチャンネルのチャンネル情報を取得し、このチャンネル情報をＯＳＤ回路６ｅ、
デジタルビデオエンコーダ６ｆを介して表示装置１２に出力させる。
【００１８】
音声出力回路９は、オーディオインターフェース６ｇから取得した音声信号をスピーカ装
置１５に対応する音声信号に変換し、この音声信号をスピーカ装置１５に送出する。具体
的には、制御部８から指示された音声信号を抽出し、復号処理し、アナログ信号に変換し
ている。入力装置１１は、ユーザによるチャンネル変更等の操作指令を制御部８に対して
入力するための装置である。この入力装置１１の例としては、ＳＴＢ１の前面に設けた本
体ボタンや、赤外線等を用いてＳＴＢ１の動作指令を行うリモコン等が挙げられる。表示
装置１２は、テレビジョン受像機の表示画面を用いてもよいし、また、ＣＲＴの他、ＬＣ
Ｄ（ Liquid Crystal Display）やＰＤＰ（ Plasma Display Panel）等のフラットパネルデ
ィスプレイ装置であってもよい。その際、表示装置１２が、デジタル信号の入力に対応し
ていれば、デジタルビデオエンコーダ６ｆを介さずに、ＯＳＤ回路６ｅから表示装置１２
の入力端子に直接に接続する構成であってもよい。スピーカ装置１５は、音声出力回路９
に接続され、音声出力回路９にて処理された音声信号に基いて音声を出力する。
【００１９】
本実施形態における制御部８は、ユーザにより入力装置１１からデジタルチャンネル番号
が入力されたとき、メモリ７に記憶されているチャンネルマップ内に当該番号が有るか否
かを検索する機能と、その検索の結果、当該番号が存在するときは該当の放送を受信し、
存在しないときは信号なしをＯＳＤ表示する信号を出力する機能と、前記検索の結果、当
該番号が存在しないときに、ユーザにより入力装置１１からスキャン指令が入力されたと
き、放送信号周波数帯の全域をスキャンする機能と、このスキャンの結果、前記デジタル
チャンネル番号の信号が存在したときは、その放送を受信し、存在しないときはその旨を
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ＯＳＤ表示する機能と、ユーザの指示入力により前記スキャン機能の有効／無効を切換え
る機能とを備えている。
【００２０】
図３は、ユーザによるデジタルチャンネル入力があった場合の制御部８の動作手順を示す
。制御部８は、ユーザが入力装置１１からデジタルチャンネル番号（例：１２－２）を入
力したとき、メモリ７のチャンネルマップ内に当該番号が有るか否かを検索し（＃１）、
その結果、当該番号が存在するときは該当の放送を受信し（＃７）、存在しないときは信
号なし（ｎｏ　ｓｉｇｎａｌ）をＯＳＤ表示させる（＃２）。当該番号が存在しない場合
に、その他の選局動作指示がユーザによりなされた場合は（＃３でＹＥＳ）、＃１に戻る
。その他の選局動作指示がなく（＃３でＮＯ）、ユーザが追加入力としてスキャン指令（
入力装置１１のＥｎｔｅｒキー、検索キー等）を入力すると（＃４でＹＥＳ）、放送信号
周波数帯の全域をスキャンし（＃５）、その結果、デジタルチャンネル番号の信号が存在
したときは（＃６でＹＥＳ）、その放送を受信し（＃７）、存在しないときは（＃６でＮ
Ｏ）、その旨（検出失敗）をＯＳＤ表示する（＃８）。
【００２１】
こうして、ユーザが仮想チャンネル番号しか知らないような場合において、チャンネルマ
ップ内に当該仮想チャンネル番号情報が登録されていないために信号なしとなっても、ス
キャン指令のための追加入力により、当該仮想チャンネルを検索することができる。また
、スキャン機能の有効／無効を切換えることができるので、例えば、同機能を無効として
おくことで、ユーザの意図しない選局動作に入ることを避けることができる。
【００２２】
次に、図４乃至図６を参照して具体例を説明する。図４は、メモリ７に登録されているチ
ャンネルマップ例を示す。ここに、物理チャンネル（Ｃｈ　Ｎｕｍｂｅｒ）１０ｃｈがデ
ジタル放送であるとし、仮想チャンネル（Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｃｈ　Ｎｏ．）１２ｃｈ、サ
ブチャンネル１，２，３を持つものとし、物理チャンネル１２ｃｈには放送信号が存在し
ないものとする。また、これらは、チャンネルマップに登録されていないものとする。
【００２３】
いま、ユーザが、「１２－２」（デジタルチャンネル番号）を選局した場合、図５に示す
ように、テレビ画面にその番号表示がなされる。物理チャンネル１２には放送信号が流れ
ていない。また、チャンネルマップには仮想チャンネル番号が「１２」のデジタル放送信
号は登録されていないので、画面には「Ｎｏ　Ｓｉｇｎａｌ」が表示される。その後、ユ
ーザが追加入力として入力装置１１のＥｎｔｅｒキー（スキャン指令）を操作すると、仮
想チャンネル番号が「１２」であるデジタル放送信号を検索するため、放送信号周波数帯
域の全域スキャンが実行される。全域スキャンの結果、仮想チャンネル番号「１２」のデ
ジタル放送１０ｃｈが検出されるので、図６に示すように、それを受像する。なお、この
とき、チャンネルマップには登録されないので、必要に応じて、ユーザは登録操作を行う
。
【００２４】
なお、本発明は上記実施形態の構成に限られることなく種々の変形が可能であり、例えば
、ＳＴＢ１は、ＡＴＳＣのデジタル放送信号に加えて、ＮＴＳＣのアナログ放送信号をも
受信することができる構成としてもよい。この場合、チューナ２はアナログ放送の配信さ
れる帯域の放送信号をも受信できるものとされ、ＳＴＢ１はチューナ２が受信したアナロ
グ放送信号を復号するアナログデコーダを別途備えたものとされる。
【００２５】
【発明の効果】
以上のように請求項１の発明によれば、ユーザにより入力されたデジタルチャンネル番号
がチャンネルマップ内に存在しないときは信号なしが表示され、その状態で、ユーザによ
りスキャン指令が入力されると、放送信号周波数帯の全域をスキャンし、上記デジタルチ
ャンネル番号の信号が存在したときは、その放送を受信し、存在しないときはその旨を報
知する。これにより、ユーザが仮想チャンネル番号しか知らないような場合においても、
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それを検索することができる。また、スキャン機能の有効／無効を切換えることで、ユー
ザの意図しない選局動作を避けることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施形態によるデジタル放送受信装置のブロック構成図。
【図２】　同装置のＴＳ解析回路のブロック構成図。
【図３】　同装置の制御部による動作処理のフローチャート。
【図４】　同装置のメモリに記憶されているチャンネルマップを示す図。
【図５】　同装置によるデジタルｃｈ入力時のテレビ画面を示す図。
【図６】　同装置による仮想チャンネルのテレビ画面を示す図。
【符号の説明】
１　　ＳＴＢ（放送受信装置）
２　　チューナ（受信手段）
６ｃ　ビデオデコーダ（デジタル復号手段）
６ｅ　ＯＳＤ回路（ＯＳＤ出力手段）
７　　メモリ（記憶手段）
８　　制御部（制御手段）
１１　入力装置（入力手段）
１２　表示装置
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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