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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地上デジタルテレビ放送を受信して所定の物理チャンネルにおける論理チャンネルの映
像信号、音声信号および受信中の論理チャンネルに関する情報の情報信号を出力する受信
回路と、
　上記受信回路において受信された上記地上デジタルテレビ放送の論理チャンネルを識別
するためのチャンネルリストが登録されるデータテーブルと、
　制御回路と、を有し、
　上記データテーブルには上記情報信号から得られる上記論理チャンネルに対応するため
の第１のデータと、
　上記情報信号から得られる放送エリアを識別するための第２のデータと、
　上記情報信号から得られるトランスポートストリームを識別するための第３のデータと
、
上記論理チャンネルを選択するために必要とされる第４のデータとが格納され、
　所望の論理チャンネルの選択時、上記受信回路から上記第１のデータが正常に得られた
ときには、上記チャンネルリストを参照して上記所望の論理チャンネルを選別するための
、上記第４のデータを取り出し、
　この取り出した第４のデータにより上記受信回路における論理チャンネルの選択を実行
し、
　所望の論理チャンネルの選択時に、上記第１のデータが正常に得られなかったときには
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、上記第２および第３のデータに基づいて上記チャンネルリストを参照して上記第４のデ
ータを取り出し、
　この取り出した第４のデータにより上記受信回路で選局した論理チャンネルの選択を実
行する
　ようにした地上デジタルテレビ放送の受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、地上デジタルテレビ放送の受信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上デジタルテレビ放送は、近隣の放送エリアと間における電波の干渉を防ぐため、Ｍ
ＦＮにより放送が行われている。すなわち、近隣の放送エリアでは、放送エリアごとに異
なる送信チャンネル（物理チャンネル、送信周波数）を使用している。また、地上デジタ
ルテレビ放送では、例えば図１４に示すように、１つの送信チャンネルで１つまたは複数
の論理チャンネル（サービス、番組）を放送することができる。
【０００３】
そこで、論理チャンネルの選択を容易にするため、地上波デジタルテレビ放送の受信機で
は、「チャンネルリスト」あるいは「プリセットテーブル」と呼ばれるデータテーブルが
用意され、これに論理チャンネルを選局して受信するために必要なデータ（以下、このデ
ータを「チャンネルデータ」と呼ぶ）が登録される。この場合、チャンネルデータは、送
信チャンネルを選択・設定するためのデータと、その送信チャンネルで放送されている複
数の論理チャンネルのうちの１つを選局するためのデータとから構成される。
【０００４】
　そして、リモコン（遠隔操作）の送信機に設けられている数字キーのいずれかを押すと
、チャンネルリストからその押された数字キーに対応するチャンネルデータが取り出され
、このチャンネルデータがチューナ回路およびＴＳデコーダ回路に設定されて対応する送
信チャンネルの論理チャンネルが選択される。こうして、地上デジタルテレビ放送の受信
機では、プリセット選局機能を利用して論理チャンネルを選択することができる。なお、
以下の説明においては、「論理チャンネル」を単に「チャンネル」と呼ぶ。
【０００５】
　また、先行技術文献として例えば以下のものがある。
【特許文献１】特開平８－２３７５７０号公報
【特許文献２】特開２００４－３３６０９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記のように、ＭＦＮにより放送が行われている場合、自動車に搭載した受
信機は、自動車の走行につれて放送エリアＡから放送エリアＢに移動することがあり、こ
のとき、それまで受信していたチャンネルが受信できなくなってしまう。
【０００７】
　したがって、ユーザは、放送エリアＡから放送エリアＢに移動した場合には、チャンネ
ルリストの登録内容を更新する必要があるが、全部の送信チャンネルをスキャンしてチャ
ンネルリストを更新するには数分が必要である。しかも、さらに放送エリアＢからもとの
放送エリアＡに戻った場合には、放送エリアＡはもとの同じ受信地であるにもかかわらず
、チャンネルリストを更新する必要もある。
【０００８】
　図１５は、ロンドンおよびその近郊における地上デジタルテレビ放送の送信所（放送ア
ンテナ）の分布を示すもので、ロンドンを中心に半径80km程度の範囲に、９つの送信所が
設置されている。言い換えれば、それぞれの送信所が受け持つ放送エリアはそれほど広く
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はない。
【０００９】
　したがって、自動車でロンドンおよびその近郊を移動すると、放送エリアがひんぱんに
変わり、それまで視聴していたチャンネルを継続して視聴することができなくなってしま
う。そして、このため、放送エリアが変わるたびに、スキャンを実行してチャンネルリス
トを更新することになるが、これでは使い勝手が悪くなってしまう。
【００１０】
　そこで、例えば図１６に示すように、放送エリアＡから放送エリアＢに移動したとき、
放送エリアＡで得たチャンネルデータ（図１６Ａ）はそのままチャンネルリストに残して
おき、これに移動先の放送エリアＢで得られたチャンネルデータを追加登録していく（図
１６Ｂ）ことが考えられる。そのようにすれば、放送エリアを移動したとき、過去に一度
でも移動先となったことのある受信地については、チャンネルデータを登録あるいは更新
する必要がなくなる。
【００１１】
　しかし、一般に、１つ放送エリアで放送されているチャンネル数は20～30チャンネルに
達するので、いくつもの放送エリアについてチャンネルリストに追加登録を行うと、登録
されるチャンネルの数が膨大になってしまう。例えば、図１５に示すロンドンおよびその
近郊の場合、それぞれの放送エリアについて登録を行うと、全部で250～300チャンネル程
度のチャンネルが登録されてしまう。したがって、ザッピング（チャンネルを切り換えな
がら視聴したい番組を探す方法）による視聴方法は不可能に近くなってしまう。
【００１２】
　さらに、例えば、図１５に示すロンドンおよびその近郊の場合、チャンネル「BBC ONE
」はどの放送エリアでも受信できるので、チャンネルリストに登録されているチャンネル
をソートしたとしても、図１７に示すように、「BBS ONE」の名前が放送エリアの数だけ
、すなわち、９つも連続してしまい、ユーザは今いる場所で受信可能なチャンネルがどれ
であるかが判断できなくなってしまう。また、実際には、ディスプレイに同時に表示でき
るチャンネルの数は８つ程度であり、しかも、チャンネル番号は表示されないのが普通で
ある。したがって、目的とするチャンネルの選択操作は、かなり面倒なものになってしま
う。
【００１３】
　また、チャンネルリストに250～300チャンネルも登録されていると、目的とするチャン
ネルがわかっていても、表示をスクロールさせたていく必要があり、しかも、目的とする
チャンネルのチャンネル名が表示されても、同一のチャンネル名が複数表示されることが
多いので、図１７の場合のように、端から順番に受信してみることになり、きわめて使い
勝手の悪いものとなってしまう。
【００１４】
　この発明は、以上のような問題点を解決するとともに、さらに、チャンネルをより容易
に選択できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
 　この発明においては、地上デジタルテレビ放送を受信して所定の物理チャンネルにお
ける論理チャンネルの映像信号、音声信号および受信中の論理チャンネルに関する情報の
情報信号を出力する受信回路と、
　上記受信回路において受信された上記地上デジタルテレビ放送の論理チャンネルを識別
するためのチャンネルリストが登録されるデータテーブル（図４）と、制御回路とを有し
、
　上記データテーブルには上記情報信号から得られる上記論理チャンネルに対応するため
の第１のデータ（LCN）と、
　上記情報信号から得られる放送エリアを識別するための第２のデータ（オリジナルネッ
トワーク識別子ID）と、
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　上記情報信号から得られるトランスポートストリームを識別するための第３のデータ（
トランスポートストリーム識別子ＩＤ）と、
上記論理チャンネルを選択するために必要とされる第４のデータ（チャンネルデータ）と
が格納され、
　所望の論理チャンネルの選択時、上記受信回路から上記第１のデータが正常に得られた
ときには、上記チャンネルリストを参照して上記所望の論理チャンネルを選局するための
、上記第４のデータ（チャンネルデータ）を取り出し、
　この取り出した第４のデータ（チャンネルデータ）により上記受信回路における論理チ
ャンネルの選択を実行し、
　所望の論理チャンネルの選択時に、上記第１のデータが正常に得られなかったときには
、上記第２および第３のデータに基づいて上記チャンネルリストを参照して上記第４のデ
ータ（チャンネルデータ）を取り出し、
　この取り出した第４のデータにより上記受信回路における論理チャンネルの選択を実行
する
　ようにした地上デジタルテレビ放送の受信機とするものである。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明によれば、ＬＣＮを使用してチャンネルを選択するようにしているので、放送
エリアを移動しても、同一のチャンネルを引き続き視聴することができる。また、チャン
ネルリストに同一チャンネル名のチャンネルが登録されても、現在の放送エリアで受信で
きるチャンネルのチャンネル名が表示されるので、目的とするチャンネルの選択が容易で
ある。
【００１７】
　さらに、ＬＣＮを送出していない放送であっても、オリジナルネットワーク識別子およ
びトランスポートストリーム識別子を使用してチャンネルを識別しているので、チャンネ
ルの選択が容易である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　〔１〕　この発明で利用する情報（データ）について
　地上デジタルテレビ放送においては、本来の映像信号、音声信号あるいはデータ信号に
加えて、各種の情報信号を同時に送信している。以下に、その情報信号のうち、この発明
において利用できる情報信号の内容あるいは機能について説明する。また、関連する事項
についても合わせて説明する。
【００１９】
　〔１－１〕　ＬＣＮ(Logical Channel Number)
　ＬＣＮは、チャンネル（論理チャンネル、サービス）を識別するためのデータであり、
図１に示すような値とされている。すなわち、ＬＣＮは10ビットであり、値0～1023を採
ることができるが、
(11) ＬＣＮは、すべてのチャンネルに割り当てられている。　
(12) ＬＣＮのうち、値001～799は、複数のチャンネルに対してユニークに割り当てられ
ている。　
(13) ＬＣＮのうち、値001～799は、放送エリアが異なっていても、同一チャンネル（同
一サービス）であれば、同じ値とされている。　
(14) ＬＣＮのうち、値800～999は、受信機側で自由に使用できる。　
(15) ＬＣＮのうち、値000および値1000以上は未使用とされている。
【００２０】
　したがって、ＬＣＮを利用すれば、チャンネルが同一であるか否かを判定できる。つま
り、放送エリアを移動したとき、移動前に受信していたチャンネルのＬＣＮと同じＬＣＮ
のチャンネルを選択すれば、同一のチャンネル（サービス、番組）を続けて視聴できるこ
とになる。
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【００２１】
　なお、このＬＣＮは、地上デジタルテレビ放送(DVB-T)の規格で定められているもので
あるが、ＬＣＮの値の割り振りは各国の運用規定で定められている。
【００２２】
　〔１－２〕　ＬＣＮの代わりに使用できる情報
　イギリスでは、ＬＣＮは〔１－１〕において説明したような内容とされている。したが
って、イギリスにおいては、ＬＣＮを利用すれば、チャンネルの選択やチャンネルリスト
の作成が容易になる。ところが、例えばスペインでは、ＬＣＮの値はすべて未使用・未定
義であり、ＬＣＮはダミーデータとされている。さらに、ドイツでは、ＬＣＮ自体が送信
されていない。したがって、ＬＣＮだけでチャンネルを判定すると、受信地によっては、
ユーザから見て誤動作になってしまう。
【００２３】
　ところで、地上デジタルテレビ放送において送信されてくる情報信号に、ＳＩＴ(Servi
ce Information Table)と呼ばれる情報がある。このＳＩＴには、ＳＤＴ(Service Descri
ption Table)と呼ばれるテーブルが含まれ、このＳＤＴの中のリンク記述子シンタックス
(Linkage Descriptor Syntax)に、図２に示すように、
(21) オリジナルネットワーク識別子(original network ID)
(22) トランスポートストリーム識別子(Transport Stream ID)
と呼ばれる識別子がある。
【００２４】
　ここで、オリジナルネットワーク識別子は、16ビット長で、放送エリアを識別するため
のユニークなデータである。また、トランスポートストリーム識別子は、16ビット長で、
トランスポートストリームを識別するためのユニークなデータである。
【００２５】
　したがって、チャンネルリストの作成時、これらの識別子を、放送エリアおよび送信チ
ャンネルの判定に利用することができる。つまり、正規のＬＣＮを得られないときには、
これらの識別子で代替することができる。
【００２６】
　〔１－３〕　チャンネルリストの表示の改善に使用できる情報
　地上デジタルテレビ放送において送信されてくるＳＩＴの一部には、さらに、図３に示
すような情報も含まれている。そして、そのうちの
(31) Network Name
(32) Service Provider Name
(33) service Name
を使用すると、送信所（送信場所）およびその放送エリアを判定することができる。
【００２７】
　〔１－４〕　その他の記述子および識別子
　以下の記述子および識別子を利用すると、〔１－２〕による判定をより確実なものとす
ることができる。すなわち、
(41) Terrestrial delivery system descriptor
(42) Frequency list descriptor
(43) Service list descriptor
(44) Network name descriptor
(45) Multilingual network name descriptor
(46) Linkage descriptor
(47) Event descriptor
(48) Network ID
(49) Service ID
　これらの記述子および識別子を利用するには、これらを〔１－１〕、〔１－２〕のＬＣ
Ｎ、オリジナルネットワーク識別子およびトランスポートストリーム識別子と平行して取



(6) JP 4544212 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

得し、その論理積を取ればよい。
【００２８】
　なお、これらの記述子および識別子の詳細については、説明を省略するが、どれもＳＩ
Ｔに含まれている。
【００２９】
　〔１－５〕　チャンネル切り換え時間
　送信チャンネル（物理チャンネル）や論理チャンネル（サービス）の切り換え時ごとに
、上記のデータをチェックする必要があり、そのためにはチャンネルごとに、それらのデ
ータを記憶する必要がある。
【００３０】
　しかし、これらのデータのすべてをチェックすると、送信チャンネルや論理チャンネル
の切り換えにかかる時間が長くなってしまい、現実的ではない。したがって、なんらかの
工夫が必要となる。
【００３１】
　〔２〕　この発明の概要
　〔２－１〕　チャンネルリストの内容
　チャンネルの選択は、〔１〕の情報を利用して行うので、チャンネルリストは例えば図
４に示すようなデータテーブルとすることができる。
【００３２】
すなわち、このチャンネルリストは、ＬＣＮと、チャンネル名と、オリジナルネットワー
ク識別子と、トランスポートストリーム識別子と、チャンネルを選局するためのチャンネ
ルデータとを１組とし、その組を受信可能なチャンネルごとに有する。なお、ＬＣＮ、チ
ャンネル名およびチャンネルデータは、上述のとおりである。また、オリジナルネットワ
ーク識別子およびトランスポートストリーム識別子は、〔１－２〕により説明したとおり
である。
【００３３】
　〔２－２〕　チャンネルリストへの登録
　ユーザは、任意の地域、例えば自分の住んでいる地域で、地上デジタルテレビ放送の周
波数帯に対してスキャンを実行し、その地域で受信できるチャンネル（サービス）をチャ
ンネルリストに登録する。このスキャンは、ユーザのボタン操作により開始・実行しても
よく、所定の条件にしたがって自動的に開始・実行してもよい。
【００３４】
　図５Ａは、ロンドンの放送エリアＡでスキャンを実行した結果であり、放送エリアＡで
受信できるチャンネルのチャンネルリストが形成された場合である。また、図５Ａにおい
ては、チャンネル名がＬＣＮ順に登録されている場合である。
【００３５】
　なお、チャンネルリストには、図４により説明したように、オリジナルネットワーク識
別子、トランスポートストリーム識別子およびチャンネルデータも含まれるが、図示およ
び説明が煩雑になるので、図５以降およびその説明においては、オリジナルネットワーク
識別子、トランスポートストリーム識別子およびチャンネルデータについては、図示およ
び説明を省略する。
【００３６】
　〔２－３〕　チャンネルリストへの追加登録
　他の地域、例えば放送エリアＢに移動した場合、放送エリアＡで登録されたチャンネル
は受信できなくなる。そこで、再びスキャンを実行し、〔２－２〕の場合と同様に、放送
エリアＢで受信できたチャンネルについて、例えば図５Ｂに示すように、そのＬＣＮと、
チャンネル名とをチャンネルリストに追加登録する。この場合、放送エリアＢで受信でき
たチャンネルのＬＣＮおよびチャンネル名は、重複してよい。
【００３７】
　なお、図５Ｂ以降の図においては、放送エリアＡで受信できたチャンネルのＬＣＮおよ
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びチャンネル名と、放送エリアＢで受信できたチャンネルのＬＣＮおよびチャンネル名と
を区別するため、放送エリアＢで受信できたチャンネルのＬＣＮおよびチャンネル名のセ
ル（升目）には、斜線を付ける。
【００３８】
　以後、必要であれば、他の放送エリアについても、その放送エリアで受信できたチャン
ネルについて、そのＬＣＮと、チャンネル名とをチャンネルリストに追加登録する。
【００３９】
　なお、後述から明らかなように、追加登録はいつでも可能なので、以下においては、簡
単のため、放送エリアＡ、Ｂのみチャンネルリストへの登録を行ったものとし、チャンネ
ルリストの内容は図５Ｂの状態であるとする。
【００４０】
　〔２－４〕　チャンネルリストのソート
　チャンネルリストへの登録が終わったら、図６Ａに示すように、その登録内容をＬＣＮ
順にソートする。この場合、放送エリアＡ、Ｂには、ＬＣＮおよびチャンネル名が重複す
るチャンネルがあるので、ＬＣＮ順にソートすると、図６Ａにも示すように、同じＬＣＮ
およびチャンネル名が連続するとともに、放送エリアＡ（斜線なし）のものと、放送エリ
アＢ（斜線あり）のものとが混在することになる。
【００４１】
　〔２－５〕　チャンネルリストのメニュー表示
　〔２－４〕によりソートしたチャンネルリスト（図６Ａ）の内容を、図６Ｂに示すよう
に、ディスプレイにメニュー形式で、ＬＣＮ順に表示する。この場合、例えばＬＣＮ＝00
1のように、同一のＬＣＮが複数あるときには、そのうちの１つを代表して表示する。つ
まり、１種類のＬＣＮにつき１つの割り合いでＬＣＮおよびチャンネル名が表示される。
なお、図４にも示すように、チャンネルリストには、オリジナルネットワーク識別子、ト
ランスポートストリーム識別子およびチャンネルデータが含まれているが、これらの情報
は表示しない。これが、図６Ｂにも示すメインメニューである。
【００４２】
　〔２－６〕　サブメニューの表示
　〔２－６－１〕　表示例（その１）
　図６Ｂのように、各ＬＣＮが１つずつ表示された場合でも、図６Ａに示すように、チャ
ンネルリストでは、１つのＬＣＮに複数の放送エリアが対応している場合がある。今の場
合、放送エリアＡ、Ｂが対応している。
【００４３】
　なお、以下においては、
　(1) 放送エリアＡの送信場所（送信所）は、North-East
　(2) 放送エリアＢの送信場所は、Walse
とする。
【００４４】
　そこで、図６Ｂのメインメニューのうち、例えばＬＣＮ＝001にカーソルを合わせると
、図７Ａに示すように、ＬＣＮ＝001の行に関連ないし連結してサブメニューが表示され
、このサブメニューに、ＬＣＮ=001のチャンネルを受信できる送信場所の名称が表示され
る。
【００４５】
　図７Ａの場合は、ＬＣＮ＝001、すなわち、チャンネル名「BBC ONE」のチャンネルの送
信場所が「North-East」および「Walse」であることを示している。なお、この送信場所
の名称は、〔１－３〕に示した情報から得ることができる。
【００４６】
　そして、ＬＣＮ＝001のうち、送信場所として例えば「North-East」を選択すると、図
７Ｂに示すように、メインメニューの上部には、その選択した送信場所の名称「North-Ea
st」が表示される。また、メインメニューの内容は、送信場所「North-East」に対応する
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放送エリアで受信できるチャンネルのチャンネル名（およびＬＣＮ）が表示される。ただ
し、送信場所「Walse」に対応する放送エリアで受信できるチャンネルのチャンネル名（
およびＬＣＮ）は表示されない。
【００４７】
　したがって、以後、他のチャンネル名を選択したときでも、送信場所「North-East」に
対応する放送エリアのチャンネルを選択できることになり、この結果、そのチャンネルを
確実に視聴できることになる。
【００４８】
　〔２－６－２〕　表示例（その２）
　図８Ａは図６Ａに対応するもので、チャンネルリストに、４つの放送エリアＡ～Ｄにつ
いてＬＣＮおよびチャンネル名が登録されている場合である。そして、この場合も、図８
Ｂにメインメニューを示すように、同一ＬＣＮが複数あるときには、そのうちの１つにつ
いてＬＣＮの値およびチャンネル名が代表して表示される。
【００４９】
　そこで、図８Ｂのメインメニューのうち、例えばＬＣＮ＝001にカーソルを合わせると
、図８Ｃに示すように、ＬＣＮ＝001の行に関連ないし連結してサブメニューが表示され
、このサブメニューに、ＬＣＮ=001のチャンネルを受信できるチャンネル番号が表示され
る。
【００５０】
　したがって、このサブメニューからチャンネルを選択することができ、また、メインメ
ニューはそのチャンネルに対応した放送エリアで受信できるチャンネルに対応したものに
更新される。したがって、以後、他のチャンネル名を選択したときでも、そのチャンネル
を確実に視聴できることになる。
【００５１】
　〔２－７〕　放送エリアを移動した場合
　例えば、放送エリアＡから別の放送エリアに移動すると、そのままでは、放送エリアＡ
におけるチャンネルは視聴できなくなる。そこで、そのような状態が検出された場合、そ
れまでの放送エリアＡから外に出たと判断し、同一ＬＣＮの他のチャンネルを受信できる
か否かを判別する。
【００５２】
　〔２－７－１〕　既知の放送エリアに移動したとき
　〔２－７〕の判別の結果、放送エリアＡから既知の放送エリア、例えば放送エリアＢに
移動したのであれば、放送エリアＢにおける同一ＬＣＮのチャンネルがチャンネルリスト
に登録されている。そこで、その放送エリアＢにおける同一ＬＣＮのチャンネルが選択さ
れ、その受信が続行される。
【００５３】
　〔２－７－２〕　未知の放送エリアに移動したとき
　〔２－７〕の判別の結果、放送エリアＡから未知の放送エリア、例えば放送エリアＣに
移動したのであれば、チャンネルリストには放送エリアＣで受信できるチャンネルは何も
登録されていない。このため、同一ＬＣＮのチャンネルを受信することはできない。
【００５４】
　そこで、この場合には、その放送エリアＣについて〔２－２〕～〔２－３〕を実行し、
放送エリアＣで受信できるチャンネルのＬＣＮおよびチャンネル名を、チャンネルリスト
に追加登録する。そして、その後、〔２－４〕以降を実行し、放送エリアＣでにおける同
一ＬＣＮのチャンネルを選択し、受信を行う。
【００５５】
　〔３〕　構成
　図９は、この発明を適用した地上デジタルテレビ放送の受信機の一例を示し、符号１０
はその受信回路である。この受信回路１０においては、地上デジタルテレビ放送の放送波
がアンテナ１１により受信され、その受信信号がシンセサイザ方式に構成されたチューナ
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回路１２に供給されて目的とするチャンネル（論理チャンネル）を含む受信信号が中間周
波信号に変換される。
【００５６】
　そして、この中間周波信号が中間周波回路１３を通じて復調回路１４に供給されてＭＰ
ＥＧ２形式のトランスポートストリームが復調されて取り出され、このトランスポートス
トリームがＴＳデコーダ回路１５に供給されて目的とするチャンネルの映像および音声の
データストリームが選択されるとともにデコードされて取り出される。
【００５７】
　そして、この取り出された映像のデータストリームが、映像デコーダ回路１６に供給さ
れてもとのデジタル映像信号にデコードされ、このデジタル映像信号がＯＳＤ回路１７を
通じてデジタル入力の表示手段、例えばＬＣＤパネル１８に供給され、目的とするチャン
ネルの映像が表示される。
【００５８】
　なお、ＯＳＤ回路１７は、後述するシステム制御回路３０からの制御信号にしたがって
、映像デコーダ回路１６から供給される映像信号のＬＣＤパネル１８への供給を制御する
ものである。さらに、ＯＳＤ回路１７は、システム制御回路３０からの表示データにした
がって、所定の文字（数字や記号を含む）を表示するためのデジタル映像信号を形成し、
これをＬＣＤパネル１８に供給するものでもある。したがって、ＯＳＤ回路１７に供給さ
れる表示データにしたがってメインメニューなどが表示される。
【００５９】
　さらに、ＴＳデコーダ回路１５から取り出された音声のデータストリームが、音声デコ
ーダ回路２１に供給されてもとのデジタル音声信号にデコードされるとともに、アナログ
信号にＤ／Ａ変換され、この信号がスピーカ２２に供給されて、ＬＣＤパネル１８に表示
されている映像に対応する音声がスピーカ２２から出力される。
【００６０】
　また、ＴＳデコーダ回路１５から上述の情報信号が取り出され、この情報信号がシステ
ム制御回路３０に供給されるとともに、復調回路１４およびＴＳデコーダ回路１５からシ
ステム制御回路３０にステータス信号が供給される。さらに、システム制御回路３０から
チューナ回路１２に選局信号が供給されて目的とする論理チャンネルを含む物理チャンネ
ルの周波数変換が行われるとともに、ＴＳデコーダ回路１５に制御信号が供給されて目的
とする論理チャンネルの選択およびデコードが行われる。
【００６１】
　そして、システム制御回路３０は、受信回路１０が受信するチャンネルやＬＣＤパネル
１８の表示などの制御を行うものである。このため、制御回路３０は、マイクロコンピュ
ータにより構成され、ＣＰＵ３１と、各種のプログラムが書き込まれているＲＯＭ３２と
、ワークエリア用のＲＡＭ３３と、不揮発性メモリ３４とを有している。
【００６２】
　そして、ＲＯＭ３２には、そのプログラムの一部として、例えば図１０および図１１に
示すようなルーチン１００が用意されている。このルーチン１００は、チャンネルを選択
するためのものであり、その詳細については後述する。なお、図１０および図１１におい
ては、ルーチン１００はこの発明に関係する部分だけを抜粋して示している。また、メモ
リ３４には、例えば図４に示すチャンネルリストが用意されるとともに、ラストチャンネ
ル（前回、電源をオフにしたときに受信していたチャンネル）を受信するためのデータを
保存するエリアが用意される。
【００６３】
　さらに、システム制御回路３０には、各種の操作キー４１が接続されるとともに、リモ
コン（遠隔操作）の受信部４２が接続される。この受信部４２は、リモコンの送信機５０
と対となっているものであり、これら送信機５０および受信部４２は、例えば赤外線によ
りリモコンを実現するものである。そして、送信機５０は、操作キーの一部として、「１
」～「10」の数字キー５１を有する。なお、数字キー５１は、後述するように、プリセッ
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ト選局機能を実現するためのキーでもある。
【００６４】
　〔４〕　動作
　〔４－１〕　電源の投入時
　受信機の電源をオンにすると、システム制御回路３０において、ＣＰＵ３１の処理がル
ーチン１００のステップ１０１からスタートし、次にステップ１０２において、メモリ３
４からラストチャンネルのチャンネルデータが読み出され、このラストチャンネルのチャ
ンネルデータがチューナ回路１２およびＴＳデコーダ回路１５にセットされる。
【００６５】
　こうして、チューナ回路１２においては、ラストチャンネルのチャンネルデータのうち
の選局信号により目的とする論理チャンネルを含む物理チャンネルが選択され、ＴＳデコ
ーダ回路１５においては、ラストチャンネルのチャンネルデータのうちの制御信号により
目的とする論理チャンネルの選択およびデコードが行われる。
【００６６】
　続いて、ステップ１０３において、例えばＴＳデコーダ回路１５からのステータス信号
をチェックすることにより、ステップ１０２によりセットされたチャンネルで放送を受信
できるか否かが判別される。
【００６７】
　この場合、前回電源をオフにしたときと同じ放送エリアで電源をオンにしたのであれば
、そのオフにしたときに受信していたチャンネル（ラストチャンネル）を受信するように
動作するので、そのチャンネルを受信できる。
【００６８】
　したがって、処理はステップ１０３からステップ１０４に進み、システム制御回路３０
の制御にしたがってＯＳＤ回路１７において所定のデジタル映像信号が形成され、この映
像信号がＬＣＤパネル１８に供給されてチャンネル名が所定の期間だけ表示され、その後
、ステップ１０５によりルーチン１００を終了する。したがって、今の場合、前回電源を
オフにしていたときに視聴していたチャンネルを視聴できることになる。
【００６９】
　なお、前回電源をオフにしたときとは同じ放送エリアであっても、地下駐車場やトンネ
ルなどの電波状態の悪い場所で電源をオンにしたとき、あるいは別の放送エリアに移動し
たのちに電源をオンにしたときには、前回電源をオフにしたときのチャンネルを受信でき
ないが、この場合については、次の〔４－２〕で述べる。
【００７０】
　〔４－２〕　受信の中断および継続
　任意のチャンネルを受信している場合に、受信機が他の放送エリアに移動すると、これ
によりそれまで受信していたチャンネルを受信できなくなるが、これがＴＳデコーダ回路
１５からのステータス信号によりシステム制御回路３０に通知される。すると、システム
制御回路３０において、ＣＰＵ３１の処理がルーチン１００のステップ１１１からスター
トし、次にステップ１１２において、ループカウンタｉが「１」にセットされ、ステップ
１１３において、所定の期間の時間待ちが行われる。
【００７１】
　続いて、ステップ１１４において、ＴＳデコーダ回路１５からのステータス信号をチェ
ックすることによりそれまでのチャンネルを受信できるか否かが判別される。そして、そ
れまでのチャンネルを受信できないときには、処理はステップ１１４からステップ１１５
に進み、このステップ１１５において、ループカウンタｉが「１」だけインクリメントさ
れ、その後、ステップ１１６において、カウンタｉが上限値、図１０の場合は４以上であ
るか否かが判別され、４以上ではないときには、処理はステップ１１６からステップ１１
３に戻る。こうして、ステップ１１３の時間待ちと、ステップ１１５のチャンネルの受信
の確認とが繰り返される。
【００７２】



(11) JP 4544212 B2 2010.9.15

10

20

30

40

50

　そして、ステップ１１４において、それまでのチャンネルを受信できるときには、処理
はステップ１１４からステップ１０４に進み、ステップ１０５によりルーチン１００を終
了する。したがって、自動車がトンネルの中やビルの陰などに移動することにより、それ
まで受信していたチャンネルを一時的に受信できなくなったような場合には、それまで受
信していたチャンネルの受信が継続される。
【００７３】
また、ステップ１０３において、前回電源をオフにしたときに受信していたチャンネルを
受信できないときは、処理はステップ１０３からステップ１１３に進み、やはりステップ
１１３の時間待ちと、ステップ１１４のチャンネルの受信の確認とが繰り返される。
【００７４】
　そして、この場合も、前回電源をオフにしたときに受信していたチャンネルを受信でき
れば、処理はステップ１１４からステップ１０４に進み、前回電源をオフにしたときに受
信していたチャンネルの受信が継続される。
【００７５】
　しかし、受信機が他の放送エリアに移動したときには、それまで受信していたチャンネ
ル（あるいは前回電源をオフにしたときに受信していたチャンネル）を受信できない状態
が続き、ステップ１１３～１１６の繰り返し回数がその上限値、図１０の場合は４回を越
えるので、これがステップ１１６により判別され、処理はステップ１１６からステップ１
２１に進み、次の〔４－３〕あるいは〔４－４〕に述べる処理が行われる。
【００７６】
　〔４－３〕　ＬＣＮがある場合
　上記のように、イギリスなどであれば、ＬＣＮは正しく送出されているので、チャンネ
ルリスト（図４参照）を使用すれば、受信中のチャンネルのチャンネル名をＬＣＮに変換
することができる。しかし、スペインやドイツなどでは、ＬＣＮが正しく送出されていな
いので、チャンネル名をＬＣＮに変換することはできない。
【００７７】
　そこで、放送エリアを移動したときには、まず、ＬＣＮが送出されているか否かが判別
され、ＬＣＮが送出されている場合には、以下の受信処理が実行され、送出されていない
場合は、〔４－４〕の受信処理が行われる。
【００７８】
　すなわち、それまでのチャンネルを受信できないときには、処理はステップ１１６から
ステップ１２１に進むが、ステップ１２１において、チャンネルリストを参照することに
より、このとき受信しようとしていたチャンネルのチャンネル名をＬＣＮに変換する処理
が実行される。
【００７９】
　そして、次にステップ１２２において、ステップ１２１の変換処理が正常に実行できた
か否かが判別され、チャンネル名が正常にＬＣＮに変換されたときには、処理はステップ
１２２からステップ１３１に進み、このステップ１３１において、例えば図１２に示すよ
うなリストが作成される。以下、このリストを「ＬＣＮリスト」と呼ぶ。
【００８０】
　すなわち、例えば、チャンネルリストが図５Ｂに示すような内容であり（図４と同様、
オリジナルネットワーク識別子、トランスポートストリーム識別子およびコードも含むも
のとする）、かつ、それまで放送エリアＡでＬＣＮ＝001のチャンネル「BBC ONE」を視聴
していたものとする。
【００８１】
　すると、ステップ１３１においては、図１２に示すように、チャンネルリスト（図５Ｂ
）から、そのＬＣＮ＝001であるチャンネル名およびチャンネルデータの組がすべて取り
出され、今の場合、２組が取り出され、これがＬＣＮリストとしてまとめられる。つまり
、チャンネルリスト（図５Ｂ）のうち、ステップ１２１により変換されたＬＣＮと同じ値
を持つＬＣＮと、このＬＣＮと組になっているチャンネル名およびチャンネルデータとの
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組がすべて取り出され、これがＬＣＮリストに登録される。
【００８２】
　続いて、ステップ１３２において、ＬＣＮリスト（例えば、図１２）のうち、最初の組
のチャンネルデータが取り出され、このチャンネルデータがチューナ回路１２およびＴＳ
デコーダ回路１５にセットされ、次にステップ１３３において、ＴＳデコーダ回路１５か
らのステータス信号をチェックすることにより、それまでと同じチャンネルを受信できる
か否かが判別される。
【００８３】
　そして、受信できないときには、処理はステップ１３３からステップ１３４に進み、こ
のステップ１３４において、ＬＣＮリスト（例えば、図１２）の最後の組までステップ１
３２、１３３の受信判別の処理を実行したか否かが判別される。そして、最後の組まで受
信判別の処理を実行していないときには、処理はステップ１３４からステップ１３５に進
み、このステップ１３５において、ＬＣＮリストのうち、次の組のチャンネルデータが取
り出され、このチャンネルデータがチューナ回路１２およびＴＳデコーダ回路１５にセッ
トされ、その後、処理はステップ１３３に戻る。
【００８４】
　したがって、ステップ１３３～１３５によれば、ＬＣＮリストに登録されたチャンネル
データが順にチューナ回路１２およびＴＳデコーダ回路１５にセットされ、それまでと同
一のチャンネルを受信できるか否かが、順に判別されていくことになる。つまり、それま
でと同一のチャンネルを受信できる放送エリアがサーチされることになる。
【００８５】
　そして、あるチャンネルデータのとき、同一のチャンネルを受信できると、これがステ
ップ１３３により判別され、処理はステップ１３３からステップ１３６に進み、以後、そ
のチャンネルデータの示すチャンネルの受信が続けられる。そして、ステップ１３６にお
いて、このときのチャンネルデータと組になっているチャンネル名のデータがＬＣＮリス
トから取り出されてＯＳＤ回路１７に供給され、所定の期間、このときのチャンネル名が
ＬＣＤパネル１８に表示され、その後、ステップ１３７によりルーチン１００を終了する
。
【００８６】
　したがって、放送エリアを移動することにより、それまでのチャンネルを受信できなく
なっても、同一のＬＣＮのチャンネルが放送されていれば、そのチャンネルを続けて受信
することができる。
【００８７】
　〔４－４〕　ＬＣＮがない場合
　ステップ１２２において、チャンネル名からＬＣＮへの変換が正常に実行されなかった
ことが判別されたときには、処理はステップ１２２からステップ１４１に進む。また、Ｌ
ＣＮリスト（例えば、図１２）の最後の組までステップ１３２、１３３の受信判別の処理
を実行したが同一のチャンネルを受信できないときも、処理はステップ１３４からステッ
プ１４１に進む。
【００８８】
　そして、このステップ１４１において、例えば図１３に示すようなリストが作成される
。以下、このリストを「識別子リスト」と呼ぶ。
【００８９】
　すなわち、例えば、チャンネルリストが図４に示すような内容であり（ただし、ＬＣＮ
は不明とする）、第１行目のチャンネル「BBC ONE」を視聴していたものとすると、その
チャンネルは、
　オリジナルネットワーク識別子　＝○○　・・・ (A)
　トランスポートストリーム識別子＝××　・・・ (B)
なので、ステップ１４１においては、図１３に示すように、(A)、(B)と等しい識別子のチ
ャンネル名およびチャンネルデータの組がすべて取り出され、これが識別子リストとして
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まとめられる。つまり、チャンネルリスト（図４）のうち、それまで受信していたチャン
ネルと同じオリジナルネットワーク識別子およびトランスポートストリーム識別子を有す
るチャンネルデータと、このチャンネルデータとの組がすべて取り出され、これが識別子
リストに登録される。
【００９０】
　続いて、ステップ１４２において、識別子リスト（例えば、図１３）のうち、最初の組
のチャンネルデータが取り出され、このチャンネルデータがチューナ回路１２およびＴＳ
デコーダ回路１５にセットされ、次にステップ１４３において、ＴＳデコーダ回路１５か
らのステータス信号をチェックすることにより、それまでと同じチャンネルを受信できる
か否かが判別される。
【００９１】
　そして、受信できないときには、処理はステップ１４３からステップ１４４に進み、こ
のステップ１４４において、識別子リスト（例えば、図１３）の最後の組までステップ１
４２、１４３の受信判別の処理を実行したか否かが判別される。そして、最後の組まで受
信判別の処理を実行していないときには、処理はステップ１４４からステップ１４５に進
み、このステップ１４５において、識別子リストのうち、次の組のチャンネルデータが取
り出され、このチャンネルデータがチューナ回路１２およびＴＳデコーダ回路１５にセッ
トされ、その後、処理はステップ１４３に戻る。
【００９２】
　したがって、ステップ１４３～１４５によれば、識別子リストに登録されたチャンネル
データが順にチューナ回路１２およびＴＳデコーダ回路１５にセットされ、それまでと同
一のチャンネルを受信できるか否かが、順に判別されていくことになる。つまり、それま
でと同一のチャンネルを受信できる放送エリアがサーチされることになる。
【００９３】
　そして、あるチャンネルデータのとき、同一のチャンネルを受信できると、これがステ
ップ１４３により判別され、処理はステップ１４３からステップ１３６に進み、以後、そ
のチャンネルデータの示すチャンネルの受信が続けられるとともに、ステップ１３７によ
りルーチン１００を終了する。
【００９４】
　したがって、ＬＣＮを送出していない放送エリアに移動した場合も、同一のチャンネル
が放送されていれば、そのチャンネルを続けて受信することができる。
【００９５】
　〔４－５〕　補足
　識別子リスト（例えば、図１３）の最後の組までステップ１４２、１４３の受信判別の
処理を実行したが同一のチャンネルを受信できないときは、処理はステップ１４４からス
テップ１４６に進む。そして、このステップ１４６において、ＯＳＤ回路１７に所定の表
示データが供給され、ＬＣＤパネル１８には同一チャンネルの受信に失敗したことが表示
され、その後、ステップ１４７によりルーチン１００を終了する。
【００９６】
　〔５〕　チャンネルリストを使ったチャンネルの選択
　この場合には、リモコン送信機５０の数字キー５１のうち、目的とするチャンネルがプ
リセットされている数字キーを押す。
【００９７】
　すなわち、数字キー５１のうち、例えば「３」キーを押すと、これが赤外線により送信
機５０から受信部４２に送信され、システム制御回路３０に「３」キーの押されたことが
通知される。すると、システム制御回路３０においては、チャンネルリストのうち、「３
」キーの組からチャンネルデータが取り出され、この取り出されたチャンネルデータが、
チューナ回路１２およびＴＳデコーダ回路１５に供給される。
【００９８】
　したがって、ＬＣＤパネル１８には「３」キーにプリセットされているチャンネルの映
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像が表示される。また、スピーカ２２からは「３」キーにプリセットされているチャンネ
ルの音声が出力される。
【００９９】
　さらに、このとき、チャンネルリストのうち、「３」キーの組からチャンネル名のデー
タが取り出され、これがＯＳＤ回路１７に表示データとして供給される。この結果、ＬＣ
Ｄパネル１８には、「３」キーにプリセットされているチャンネルのチャンネル名が、放
送の映像に重畳されて所定の期間にわたって表示される。
【０１００】
　こうして、数字キー５１の「１」～「10」キーのどれかを押すと、その押されたキーに
プリセットされているチャンネルが選択され、そのチャンネルの受信ができる。
【０１０１】
　〔６〕　まとめ
　上述のテレビ受信機によれば、放送エリアを移動した場合、ＬＣＮを使用してチャンネ
ルを選択するようにしているので、放送エリアを移動しても、同一のチャンネルを引き続
き視聴することができる。しかも、放送エリアを移動してもチャンネルリストを更新する
必要がない。また、チャンネルリストに同一チャンネル名のチャンネルが登録されても、
現在の放送エリアで受信できるチャンネルのチャンネル名が表示されるので、目的とする
チャンネルの選択が容易である。
【０１０２】
　さらに、スペインやドイツなどのように、ＬＣＮを送出していない放送であっても、オ
リジナルネットワーク識別子およびトランスポートストリーム識別子を使用してチャンネ
ルを識別しているので、チャンネルの選択が容易である。
【０１０３】
　〔７〕　その他
　上述においては、受信機を自動車に搭載して地上デジタルテレビ放送を受信する場合で
あるが、他の移動体に設けた受信機、あるいはいわゆるノートパソコンや携帯電話機など
に内蔵した受信機、つまり、移動体受信機であれば、この発明を適用できる。
【０１０４】
　また、ＬＣＮの値はＤＶＢ－Ｔだけでなく、各国で採用されているデジタル放送のすべ
てにおいて運用されているので、ＤＶＢ（ヨーロッパ方式）に限定せず、ＩＳＤＢ－Ｔ（
日本方式）、ＡＴＳＣ（アメリカ方式）といった方式にもこの発明を適用できる。
【０１０５】
　さらに、例えば、カーオーディオ装置における受信機の場合であれば、カセットやＣＤ
などを再生しているとき、あるいはナビゲーション装置を使用しているときのようにテレ
ビ放送を視聴していないとき、裏でルーチン１００を常に自動的に実行してもよい。
【０１０６】
　また、ステップ１４６により同一チャンネルの受信に失敗したことを表示したのち、ユ
ーザの指示待ちとし、ユーザが再度の更新を指示したとき、ステップ１２２以降を繰り返
すようにしてもよい。あるいはユーザの指示を求めずに自動的に繰り返すとともに、その
繰り返し回数や繰り返しの総時間があらかじめ設定してある値になるまでスキャンを繰り
返すようにしてもよい。
【０１０７】
　さらに、ＬＣＮリストや識別子リストを設ける代わりに、チャンネルリストにフラグを
設け、そのセット・リセットによりＬＣＮリストや識別子リストと同等の処理を行うこと
もできる。
【０１０８】
　〔略語の一覧〕
　　ＡＴＳＣ　：Advanced Television system Committee
　　ＢＢＣ　　：The British Broadcasting Corporation
　　ＣＰＵ　　：Central Processing Unit



(15) JP 4544212 B2 2010.9.15

10

20

30

40

　　Ｄ／Ａ　　：Digital to Analog
　　ＤＶＢ　　：Digital Video Broadcasting
　　ＤＶＢ－Ｔ：Digital Video Broadcasting-Terrestrial
　　ＩＤ　　　：IDentification
　　ＩＳＤＢ－Ｔ：Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial
　　ＬＣＤ　　：Liquid Crystal Display
　　ＬＣＮ　　：Logical Channel Number
　　ＭＦＮ　　：Multi Frequency Network
　　ＭＰＥＧ　：Motion Picture Experts Group
　　ＭＰＥＧ２：MPEG Phase 2
　　ＯＳＤ　　：On Screen Display
　　ＲＡＭ　　：Random Access Memory
　　ＲＯＭ　　：Read Only Memory
　　ＳＤＴ　　：Service Description Table
　　ＳＩＴ　　：Service Information Table
　　ＴＳ　　　：Transport Stream
　　リモコン　：Remote Control
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】この発明を説明するための表図である。
【図２】この発明を説明するための表図である。
【図３】この発明を説明するための表図である。
【図４】この発明を説明するためのデータリストである。
【図５】この発明を説明するためのデータリストである。
【図６】この発明を説明するための図である。
【図７】この発明を説明するための図である。
【図８】この発明を説明するための図である。
【図９】この発明の一形態を示す系統図である。
【図１０】この発明の一形態を示すフローチャートである。
【図１１】この発明の一形態を示すフローチャートである。
【図１２】この発明を説明するためのデータリストである。
【図１３】この発明を説明するためのデータリストである。
【図１４】チャンネルを説明するための表図である。
【図１５】放送エリアを説明するための図である。
【図１６】チャンネルリストを説明するための図である。
【図１７】チャンネルリストを説明するための図である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１０…受信回路、１８…ＬＣＤパネル、３０…システム制御回路、３１…ＣＰＵ、３４
…不揮発性メモリ、４１…操作キー、４２…リモコン受信部、５０…リモコン送信機、５
１…数字キー、１００…ルーチン
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】

【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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