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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　その指向性を電気信号により静的に選択可能なスマ－トアンテナを使用してテレビジョ
ン放送信号を受信するものであり、
　上記スマ－トアンテナの指向性を選択するための電気信号を出力する指向性コントロ－
ル部と、
　上記スマ－トアンテナを使用して所定の受信チャンネルに対応する周波数帯のテレビジ
ョン放送信号を受信するチュ－ナ部と、
　上記チュ－ナからの信号の増幅率を規定するＡＧＣ電圧、および／または、上記チュ－
ナ部からのデジタル信号のビットエラ－レ－トを検出することにより同チュ－ナ部からの
信号の信号状態を検出する信号状態検出部と
を具備するテレビジョン受信チュ－ナにおいて、
　上記受信チャンネルは、各周波数帯に対して１つずつ割り当てられた物理チャンネル、
または、各物理チャンネルに対して１または２以上を任意に割り当てることが可能な仮想
チャンネルであり、
　上記物理チャンネルと周波数帯との対応関係を示す第１のテ－ブル、上記仮想チャンネ
ルと上記物理チャンネルとの対応関係を示す第２のテ－ブル、および、テレビジョン放送
の受像中の上記受信チャンネルを記憶する記憶手段と、
　上記受信チャンネルへのダイレクト選局の指示の入力があったときに、同指示にかかる
受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている受信チャンネルとが同一であるか否か



(2) JP 4300419 B2 2009.7.22

10

20

30

40

50

を特定する特定手段と、
　上記ダイレクト選局の指示にかかる受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている
受信チャンネルとが同一であると上記特定手段が特定したことを受けて、同受信チャンネ
ルが物理チャンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルに基
づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯を設定する一方、同受信チャンネルが仮想チャ
ンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルおよび第２のテ－
ブルに基づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯域を設定し、その後、上記アンテナコ
ントロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御を行わせながら各受信方位に
ついて上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状態検出部にて検出された
信号の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ－トアンテナの受信方位を保
持させる再スキャンを行う再スキャン手段と、
　上記再スキャン手段により上記再スキャンが実行中である旨を表示させる表示制御手段
と、
　上記ダイレクト選局の指示にかかる受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている
受信チャンネルとが異なると上記特定手段が特定したことを受けて、同受信チャンネルが
物理チャンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルに基づい
て上記チュ－ナ部が受信する周波数帯を設定する一方、同受信チャンネルが仮想チャンネ
ルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルおよび第２のテ－ブル
に基づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯域を設定し、その後、上記アンテナコント
ロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御を行わせながら各受信方位につい
て上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状態検出部にて検出された信号
の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ－トアンテナの受信方位を保持さ
せるチャンネル変更を行うチャンネル変更手段と、
を具備することを特徴とするテレビジョン受信チュ－ナ。
【請求項２】
　その指向性を電気信号により静的に選択可能なスマ－トアンテナを使用してテレビジョ
ン放送信号を受信するものであり、
　上記スマ－トアンテナの指向性を選択するための電気信号を出力する指向性コントロ－
ル部と、
　上記スマ－トアンテナを使用して所定の受信チャンネルに対応する周波数帯のテレビジ
ョン放送信号を受信するチュ－ナ部と、
　同チュ－ナ部から出力される信号の信号状態を検出する信号状態検出部と
を具備するテレビジョン受信チュ－ナにおいて、
　テレビジョン放送の受像中に、ダイレクト選局の指示の入力があったことを受けて、選
局されたチャンネルが受像中のチャンネルと同一であるか否かを特定する特定手段と、
　上記特定手段が受像中の受信チャンネルへのダイレクト選局と判断した場合に、上記ア
ンテナコントロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御を行わせながら各受
信方位について上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状態検出部にて検
出された信号の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ－トアンテナの受信
方位を保持させる再スキャンを行う再スキャン手段と、
　上記再スキャン手段により上記再スキャンが実行中である旨を表示させる表示制御手段
と、
　上記特定手段が受像中の受信チャンネルと異なるチャンネルへのダイレクト選局と判断
した場合に、上記アンテナコントロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御
を行わせながら各受信方位について上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信
号状態検出部にて検出された信号の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ
－トアンテナの受信方位を保持させるチャンネル変更を行うチャンネル変更手段と、
を具備することを特徴とするテレビジョン受信チュ－ナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、スマ－トアンテナを使用してテレビジョン放送信号を受信するテレビジョン
受信チュ－ナに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　テレビジョン放送においては、各放送局の送信点が異なることがある。このような場合
に、或る受信点からこれらの放送を受信しようとする場合には、所望の受信チャンネルを
受信する状態に受信機を設定するとともに、当該受信チャンネルの送信点側にアンテナの
指向性を調整する必要がある。
【０００３】
　従来、その指向性を電気信号により静的に可変可能なスマ－トアンテナを備え、リモコ
ン等から受信チャンネルの変更指示があったときには、同スマ－トアンテナの受信方位を
全方向にわたって自動的に可変させながらテレビジョン放送電波の受信状況が良好となる
方向をスキャンすることが可能な受信機が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－２９８２２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、特許文献１に記載の受信機は、リモコン等からの受信チャンネルの変更指
示があったときにスマ－トアンテナの受信方位のスキャンを行うものであるため、同一の
チャンネルでのテレビジョン放送の受信中に画質が悪くなったとき等に、受信方位の再ス
キャンを行おうとする場合には、一旦、他の受信チャンネルに変更してから、元の受信チ
ャンネルに戻すという面倒な操作が必要となってしまう。
【０００５】
　本発明は、かかる実情に鑑み、簡単な操作でスマ－トアンテナの受信方位の再スキャン
を行うことが可能なテレビジョン受信チュ－ナを提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項１にかかる発明は、その指向性を電気信号により静的
に選択可能なスマ－トアンテナを使用してテレビジョン放送信号を受信するものであり、
　上記スマ－トアンテナの指向性を選択するための電気信号を出力する指向性コントロ－
ル部と、
　上記スマ－トアンテナを使用して所定の受信チャンネルに対応する周波数帯のテレビジ
ョン放送信号を受信するチュ－ナ部と、
　上記チュ－ナからの信号の増幅率を規定するＡＧＣ電圧、および／または、上記チュ－
ナ部からのデジタル信号のビットエラ－レ－トを検出することにより同チュ－ナ部からの
信号の信号状態を検出する信号状態検出部と
を具備するテレビジョン受信チュ－ナにおいて、
　上記受信チャンネルは、各周波数帯に対して１つずつ割り当てられた物理チャンネル、
または、各物理チャンネルに対して１または２以上を任意に割り当てることが可能な仮想
チャンネルであり、
　上記物理チャンネルと周波数帯との対応関係を示す第１のテ－ブル、上記仮想チャンネ
ルと上記物理チャンネルとの対応関係を示す第２のテ－ブル、および、テレビジョン放送
の受像中の上記受信チャンネルを記憶する記憶手段と、
　上記受信チャンネルへのダイレクト選局の指示の入力があったときに、同指示にかかる
受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている受信チャンネルとが同一であるか否か
を特定する特定手段と、
　上記ダイレクト選局の指示にかかる受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている
受信チャンネルとが同一であると上記特定手段が特定したことを受けて、同受信チャンネ
ルが物理チャンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルに基
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づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯を設定する一方、同受信チャンネルが仮想チャ
ンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルおよび第２のテ－
ブルに基づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯域を設定し、その後、上記アンテナコ
ントロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御を行わせながら各受信方位に
ついて上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状態検出部にて検出された
信号の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ－トアンテナの受信方位を保
持させる再スキャンを行う再スキャン手段と、
　上記再スキャン手段により上記再スキャンが実行中である旨を表示させる表示制御手段
と、
　上記ダイレクト選局の指示にかかる受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている
受信チャンネルとが異なると上記特定手段が特定したことを受けて、同受信チャンネルが
物理チャンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルに基づい
て上記チュ－ナ部が受信する周波数帯を設定する一方、同受信チャンネルが仮想チャンネ
ルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルおよび第２のテ－ブル
に基づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯域を設定し、その後、上記アンテナコント
ロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御を行わせながら各受信方位につい
て上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状態検出部にて検出された信号
の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ－トアンテナの受信方位を保持さ
せるチャンネル変更を行うチャンネル変更手段と、
を具備する構成としてある。
【０００７】
　上記のように構成した請求項１において、上記チュ－ナ部は、上記スマ－トアンテナを
使用して所定の受信チャンネルに対応する周波数帯のテレビジョン放送信号を受信する。
また、上記信号状態検出部は、上記チュ－ナ部にて抽出される信号の信号状態を検出する
。また、上記受信チャンネルは、各周波数帯に対して１つずつ割り当てられた物理チャン
ネル、または、各物理チャンネルに対して１または２以上を任意に割り当てることが可能
な仮想チャンネルである。また、上記記憶手段は、上記物理チャンネルと周波数帯との対
応関係を示す第１のテ－ブル、上記仮想チャンネルと上記物理チャンネルとの対応関係を
示す第２のテ－ブル、および、テレビジョン放送の受像中の上記受信チャンネルを記憶す
る。
【０００８】
また、上記特定手段は、上記受信チャンネルへのダイレクト選局の指示の入力があったと
きに、同指示にかかる受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている受信チャンネル
とが同一であるか否かを特定する。
【０００９】
　さらに、上記再スキャン手段は、上記ダイレクト選局の指示にかかる受信チャンネルと
、上記記憶手段に記憶されている受信チャンネルとが同一であると上記特定手段が特定し
たことを受けて、同受信チャンネルが物理チャンネルである場合には、上記記憶手段に記
憶されている第１のテ－ブルに基づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯を設定する一
方、同受信チャンネルが仮想チャンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されている
第１のテ－ブルおよび第２のテ－ブルに基づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯域を
設定し、その後、上記アンテナコントロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変
制御を行わせながら各受信方位について上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、
同信号状態検出部にて検出された信号の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記
スマ－トアンテナの受信方位を保持させる再スキャンを行う。このような構成とすること
により、リモコン等の操作により、現在受像中の受信チャンネルを再度選択するというユ
－ザ－にとって直感的に把握し易く、且つ、簡単な操作により再スキャンを行うことが可
能となる。
【００１０】
　さらに、上記表示制御手段は、上記再スキャン手段により上記再スキャンが実行中であ
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る旨を表示させる。そのため、再スキャンの実行中であることをユ－ザ－に認識させるこ
とが可能となる。
【００１１】
　また、請求項２にかかる発明は、その指向性を電気信号により静的に選択可能なスマ－
トアンテナを使用してテレビジョン放送信号を受信するものであり、
　上記スマ－トアンテナの指向性を選択するための電気信号を出力する指向性コントロ－
ル部と、
　上記スマ－トアンテナを使用して所定の受信チャンネルに対応する周波数帯のテレビジ
ョン放送信号を受信するチュ－ナ部と、
　同チュ－ナ部から出力される信号の信号状態を検出する信号状態検出部と
を具備するテレビジョン受信チュ－ナにおいて、
　テレビジョン放送の受像中に、ダイレクト選局の指示の入力があったことを受けて、選
局されたチャンネルが受像中のチャンネルと同一であるか否かを特定する特定手段と、
　上記特定手段が受像中の受信チャンネルへのダイレクト選局と判断した場合に、上記ア
ンテナコントロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御を行わせながら各受
信方位について上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状態検出部にて検
出された信号の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ－トアンテナの受信
方位を保持させる再スキャンを行う再スキャン手段と、
　上記再スキャン手段により上記再スキャンが実行中である旨を表示させる表示制御手段
と、
　上記特定手段が受像中の受信チャンネルと異なるチャンネルへのダイレクト選局と判断
した場合に、上記アンテナコントロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御
を行わせながら各受信方位について上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信
号状態検出部にて検出された信号の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ
－トアンテナの受信方位を保持させるチャンネル変更を行うチャンネル変更手段と、
を具備する構成としてある。

【００１２】
　上記のように構成した請求項２において、上記チュ－ナ部は、上記スマ－トアンテナを
使用して所定の周波数帯のテレビジョン放送信号を受信する。上記信号状態検出部は、上
記チュ－ナ部にて抽出される信号の信号状態を検出する。
【００１３】
　また、上記再スキャン手段は、テレビジョン放送の受像中に、同受像中の受信チャンネ
ルへのダイレクト選局の指示の入力があったことを受けて、上記アンテナコントロ－ル部
に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御を行わせながら各受信方位について上記信
号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状態検出部にて検出された信号の信号状
態が所定の信号状態となったときに、上記スマ－トアンテナの受信方位を保持させる再ス
キャンを行う。このような構成とすることにより、リモコン等の操作により、現在受像中
の受信チャンネルを再度選択するというユ－ザ－にとって直感的に把握し易く、且つ、簡
単な操作により再スキャンを行うことが可能となる。
【００１４】
　さらに、上記表示制御手段は、上記再スキャン手段により上記再スキャンが実行中であ
る旨を表示させる。そのため、再スキャンの実行中であることをユ－ザ－に認識させるこ
とが可能となる。
【００１５】
　さらに、好適には、上記受信チャンネルが、各周波数帯に対して１つずつ割り当てられ
た物理チャンネル、または、各物理チャンネルに対して１または２以上を任意に割り当て
ることが可能な仮想チャンネルであり、
　上記物理チャンネルと周波数帯との対応関係を示す第１のテ－ブル、上記仮想チャンネ
ルと上記物理チャンネルとの対応関係を示す第２のテ－ブル、および、テレビジョン放送
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の受像中の上記受信チャンネルを記憶する記憶手段と、
　上記受信チャンネルへのダイレクト選局の指示の入力があったときに、同指示にかかる
受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている受信チャンネルとが同一であるか否か
を特定する特定手段を備え、
　上記再スキャン手段が、上記ダイレクト選局の指示にかかる受信チャンネルと、上記記
憶手段に記憶されている受信チャンネルとが同一であると上記特定手段が特定したことを
受けて、同受信チャンネルが物理チャンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されて
いる第１のテ－ブルに基づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯を設定する一方、同受
信チャンネルが仮想チャンネルである場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ
－ブルおよび第２のテ－ブルに基づいて上記チュ－ナ部が受信する周波数帯域を設定し、
その後、上記アンテナコントロ－ル部に上記スマ－トアンテナの受信方位の可変制御を行
わせながら各受信方位について上記信号状態検出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状
態検出部にて検出された信号の信号状態が所定の信号状態となったときに、上記スマ－ト
アンテナの受信方位を保持させる構成としても良い。
【００１６】
　上記のように構成した発明において、上記受信チャンネルは、各周波数帯に対して１づ
ずつ割り当てられた物理チャンネルと、各物理チャンネルに対して１または２以上を任意
に割り当てることが可能な仮想チャンネルである。また、上記物理チャンネルと周波数帯
との対応関係を示す第１のテ－ブル、上記仮想チャンネルと上記物理チャンネルとの対応
関係を示す第２のテ－ブル、および、テレビジョン放送の受像中の上記受信チャンネルを
記憶する。
【００１７】
さらに、上記特定手段は、上記受信チャンネルへのダイレクト選局の指示の入力があった
ときに、同指示にかかる受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている受信チャンネ
ルとが同一であるか否かを特定する。また、上記再スキャン手段は、上記ダイレクト選局
の指示にかかる受信チャンネルと、上記記憶手段に記憶されている受信チャンネルとが同
一であると上記特定手段が特定したことを受けて、同受信チャンネルが物理チャンネルで
ある場合には、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルに基づいて上記チュ－ナ部
が受信する周波数帯を設定する一方、同受信チャンネルが仮想チャンネルである場合には
、上記記憶手段に記憶されている第１のテ－ブルおよび第２のテ－ブルに基づいて上記チ
ュ－ナ部が受信する周波数帯域を設定し、その後、上記アンテナコントロ－ル部に上記ス
マ－トアンテナの受信方位の可変制御を行わせながら各受信方位について上記信号状態検
出部に信号状態の検出を行わせ、同信号状態検出部にて検出された信号の信号状態が所定
の信号状態となったときに、上記スマ－トアンテナの受信方位を保持させる。これにより
、テレビジョン放送の受像中に、同受像中の物理チャンネルまたは仮想チャンネルへのダ
イレクト選局の指示の入力があったときに、再スキャンを行うことが可能となる。
【００１８】
　さらに、好適には、上記信号状態検出部が、上記チュ－ナ部からの信号の増幅率を規定
するＡＧＣ電圧を検出するＡＧＣ回路である構成としても良い。
　上記のように構成した発明において、チュ－ナ部からの中間周波信号の信号状態が良好
な受信方位を記憶させることが可能となる。
【００１９】
　さらに、好適には、上記信号状態検出部が、上記チュ－ナ部からのデジタル信号のビッ
トエラ－レ－トを検出する復調回路である構成としても良い。
　上記のように構成した発明において、チュ－ナ部からの信号についてビット誤りの割合
が少ない受信方位を記憶させることが可能となる。
【００２０】
　なお、請求項１または請求項２にかかるテレビジョン受信チュ－ナの各部、各手段をテ
レビジョンが備えていてもよい。すなわち、本発明は、チュ－ナ機能付きのテレビジョン
にも適用することが可能である。
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【発明の効果】
【００２１】
　本発明の請求項１および請求項２にかかる発明では、ユ－ザ－にとって直感的に把握し
易く、且つ、簡単な操作により再スキャンを行うことが可能となる。
　加えて、再スキャンの実行中であることをユ－ザ－に認識させることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１は、本発明にかかるテレビジョン受信チュ－ナを備えたテレビジョン受信システム
の概略構成を示している。同図において、テレビジョン３０が備えられており、同テレビ
ジョン３０と図示しないケーブルで接続された略矩形箱状のテレビジョン受信チュ－ナ２
０が備えられている。テレビジョン受信チュ－ナ２０はいわゆるセットトップボックスで
あり、テレビジョン３０と接続可能な限り任意の位置に設置することができる。テレビジ
ョン受信チュ－ナ２０にはアンテナケーブル１６が接続されており、アンテナケーブル１
６を介してテレビジョン受信チュ－ナ２０とスマートアンテナユニット１０とが接続され
ている。 
【００２３】
　スマ－トアンテナユニット１０は、底面に安定して設置するための脚部１７を有してお
り、脚部１７から略円柱状の柱部１８が略鉛直に立設している。同柱部１８の上端には、
平面視略正方形の板状のアンテナ保持部１９が保持されている。アンテナ保持部１９は、
略水平とされており、その側面からは４本の棒状指向性アンテナ１１が外側に向かって放
射状に突出している。互いに隣接する指向性アンテナ１１同士がなす角度はそれぞれ９０
度とされているため、指向性アンテナ１１はアンテナ保持部１９の側面の円周方向に均等
に配設されていることとなる。また、指向性アンテナ１１は、それぞれ伸長可能であり使
用者が適宜引き出して使用することが可能となっている。これらの指向性アンテナ１１の
受信電波のうち、所定のものの位相を変化させることによりスマ－トアンテナユニット１
０の指向性を全方位にわたって制御することが可能となっている。かかる構成により、地
上波のテレビジョン放送電波がスマートアンテナユニット１０のいずれの方向から発信さ
れたとしても、その方向にアンテナの指向性を調整することが可能となる。従って、より
多くの放送局から発信されるテレビジョン放送電波を受信することができ、より多くのチ
ャンネルを楽しむことが可能となる。
【００２４】
　図２は、スマ－トアンテナユニット１０の内部構成を概念的に示している。同図におい
て、４本の指向性アンテナ１１がそれぞれ独立した配線により４つの位相器１２に接続さ
れている。位相器１２は、指向性アンテナ１１から入力される信号の位相量を制御するこ
とができる回路であり、テレビジョン受信チュ－ナ２０から出力されるバイアス電圧に応
じて位相を遅らせることが可能となっている。各位相器１２にて位相量が制御された信号
は、合成器１４に入力され、同合成器１４にて合成される。合成器１４にて合成された信
号は、ブ－スタ－回路１３に入力され、増幅される。
【００２５】
　このように、４本の指向性アンテナ１１から入力された信号の位相を可変させつつ合成
させることにより、４本の指向性アンテナ１１が、その軸方向のみならず任意の方向に指
向性を持つことができる。すなわち、各位相器１２の位相量を適当な値に設定することに
より、スマ－トアンテナユニット１０により形成される主ビ－ムの方向を任意の方向とす
ることかできる。
【００２６】
　図３は、テレビジョン受信チュ－ナ２０の内部構成を概念的に示している。同図におい
て、テレビジョン受信チュ－ナ２０は、スマ－トアンテナユニット１０における位相器１
２の位相量を制御するアンテナコントロ－ル部２１と、スマ－トアンテナユニット１０か
ら周波信号を入力するチュ－ナ部２２とを備えている。テレビジョン受信チュ－ナ２０は
、ＣＰＵ２８ａの指令にしたがってスマ－トアンテナユニット１０におけるアンテナの指
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向性を制御するための信号を生成する。具体的には、各位相器１２に出力するバイアス電
圧を可変させることにより、スマ－トアンテナユニット１０の受信方位を可変させている
。テレビジョン受信チュ－ナ２０は、各位相器１２に出力するバイアス電圧の組み合わせ
を記憶させるための図示しないＲＯＭを備えている。このバイアス電圧の組み合わせは１
６パタ－ン記憶されており、テレビジョン受信チュ－ナ２０は、ＣＰＵ２８ａの指令にし
たがっていずれかのパタ－ンを各位相器１２に出力する。
【００２７】
　すなわち、以上の構成によりスマートアンテナユニット１０は１６とおりの受信方位を
実現することが可能となる。図４は、上記１６パターンの受信方位を表している。同図に
おいて、アンテナ保持部１９を中心として放射状に均一な１６方位の受信方位を設定する
ことが可能となっている。すなわち、隣接し合う受信方位の角度差は３６０／１６＝２２
．５度で、均等となっている。このように、アンテナ保持部１９を中心として均等に受信
方位を設定することにより、いずれの方向から入射する放送電波にも指向性を追従させる
ことができる。なお、紙面上方の受信方位を受信方位パタ－ン「Ｄ」をＤ＝０とし、時計
回りにパターンＤ＝１，Ｄ＝２，Ｄ＝３・・・Ｄ＝１５と識別するものと定義する。 
【００２８】
　図３に示すチューナ部２２は、いわゆるシンセサイザ方式のチューナの構成とされ、選
局制御信号としてＰＬＬデータ、すなわち、ＰＬＬループにおける可変分周回路の分周比
のデータがチューナ部２２に与えられる。また、チューナ部２２では、ＣＰＵ２８ａから
の選局制御信号としてのＰＬＬデータを受けて、入力された周波信号から所望の周波数帯
域の周波信号を抽出することにより、複数の受信チャンネルの中から一つの受信チャンネ
ルを選択する。ＣＰＵ２８ａはチューナ部２２における周波数のずれを検出し、この検出
結果に基づいてＡＦＴ電圧をチューナ部２２に供給する。そして、チューナ部２２がＡＦ
Ｔ電圧に応じて、抽出する周波数帯域を補正することにより、最適な選局が行われるよう
になっている。 
【００２９】
　チューナ部２２の出力は、デジタル再生部２３とアナログ再生部２４のいずれかに供給
される。すなわち、本実施形態にかかるテレビジョン受信チュ－ナ２０は、デジタル放送
とアナログ放送の双方を再生することが可能となっている。デジタル再生部２３は、デジ
タルＩ／Ｆ２３ａと復調回路２３ｂとデスクランブル部２３ｃとデマルチプレックス部２
３ｄとＭＰＥＧデコーダ２３ｇとから構成されている。チューナ部２２から周波信号が入
力されるデジタルＩ／Ｆ２３ａにはＡ／Ｄコンバータが備えられており、このデジタルＩ
／Ｆ２３ａから信号の供給を受ける復調部には、チャンネルイコライザ、エラー訂正デコ
ード部等も備えられている。 
【００３０】
　すなわち、デジタルＩ／Ｆ２３ａと復調回路２３ｂは、チューナ部２２から入力される
周波信号をデジタル信号に変換するとともに、ＣＰＵ２８ａからの制御情報に基づいてデ
ジタル復調した信号に対していわゆるゴーストキャンセルを行う。さらに、デジタルＩ／
Ｆ２３ａと復調回路２３ｂは、伝送路上で発生したビット誤りを訂正し、トランスポート
ストリーム（ＴＳ）出力を得る。なお、以上の処理において復調回路２３ｂは、全体のデ
ータに対する上記ビット誤りの割合をビットエラーレートとして検出している。 
【００３１】
　また、復調回路２３ｂにて復調およびエラー訂正処理を行うことにより得られたトラン
スポートストリームはデスクランブル部２３ｃに供給される。トランスポートストリーム
は、通常、スクランブルがかかっているため、このままでは適正に映像・音声を再生する
ことはできない。そこで、デスクランブル部２３ｃがトランスポートストリームに対して
デ・スクランブル処理を行うことにより、トランスポートストリームを再生可能なデータ
配列に復元する。デ・スクランブル処理が行われたトランスポートストリームは、映像信
号や音声信号や文字情報等が多重化された形式となっており、デマルチプレックス部２３
ｄに供給される。デマルチプレックス部２３ｄでは入力されたデータに対してデ・マルチ
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プレックス処理を行う。すなわち、ここで多重化が解除される。なお、デスクランブル部
２３ｃとデマルチプレックス部２３ｄとはそれぞれの処理を行う際にワークエリアとして
ＤＲＡＭ２３ｅを利用することが可能である。 
【００３２】
　デ・マルチプレックス処理にて多重化が解除されると、映像信号および音声信号が所定
の方式により圧縮されたＭＰＥＧデータと、例えば番組に関する文字情報といった映像信
号や音声信号以外のデータに分離され、後者のデータはＣＰＵ２８ａに供給される。一方
、前者のＭＰＥＧデータはＭＰＥＧデコーダ２３ｇに供給され、同ＭＰＥＧデコーダ２３
ｇにて圧縮解凍処理、つまりＭＰＥＧデコード処理が行われる。ＭＰＥＧデータをＭＰＥ
Ｇデコード処理することにより、デジタル映像信号とデジタル音声信号とが生成され、同
生成されたデジタル映像信号はさらにアナログの映像信号に変換される。 
【００３３】
　ＭＰＥＧデコーダ２３ｇはＯＳＤ処理部２３ｈを備えており、映像に所定の静止画面を
重ねて表示したり、所定の静止画像を差し替えて表示するなどの処理も行うことができる
ようにされている。ＯＳＤ処理部２３ｈは受信された文字情報等のデータをＣＰＵ２８ａ
から入力し、同文字情報等のデータに基づいて静止画像等を生成することが可能となって
いる。 
【００３４】
　なお、ＭＰＥＧデコーダ２３ｇはＭＰＥＧデコード処理やＯＳＤ処理を行う際にワーク
エリアとしてＤＲＡＭ２３ｆを利用することが可能である。このように、ＭＰＥＧデコー
ダ２３ｇは圧縮解凍処理を実行可能であるとともに、ＯＳＤ処理部２３ｇにてグラフィッ
クス処理を実行可能になっている。そして、圧縮解凍・アナログ変換された映像信号は映
像出力部２６に供給され、同映像出力部２６にて同映像信号がテレビジョン３０に出力さ
れる。テレビジョン３０に対してアナログ映像信号を出力する方式としては、コンポジッ
ト出力やＳーＶｉｄｅｏ出力等の各種方式を採用することができる。 
【００３５】
　一方、ＭＰＥＧデコード処理により生成された音声信号は、Ｄ／Ａ変換部２５に入力さ
れ、同Ｄ／Ａ変換部２５にてアナログ音声信号に変換される。このアナログ音声信号は音
声出力部２７に入力され、同音声出力部２７からテレビジョン３０に出力される。ただし
、テレビジョン３０がオプティカル入力端子等を備え、デジタル音声信号を受け付けるこ
とができれば、Ｄ／Ａ変換部２５を介することなくデジタル音声信号をそのままテレビジ
ョン３０に出力させても良い。 
【００３６】
　一方、アナログ再生部２４は、アナログＩ／Ｆ２４ａと復調回路２４ｂとＮＴＳＣデコ
ーダ２４ｄと音声デコーダ２４ｅとから構成されている。アナログＩ／Ｆ２４ａと復調回
路２４ｂは、チューナ部２２から入力される中間周波信号を増幅させるＡＧＣ回路２４ｂ
１を備えている。ＡＧＣ回路２４ｂ１における中間周波信号の増幅率はＡＧＣ電圧により
規定されており、同ＡＧＣ電圧は同ＡＧＣ回路２４ｂ１にて増幅された中間周波信号の振
幅レベルに応じて変動する。すなわち、ＡＧＣ回路２４ｂ１はＡＧＣ電圧をフィードバッ
ク信号として中間周波信号を増幅させている。
【００３７】
　具体的に、増幅された中間周波信号が強い場合には増幅率を低下させるべくＡＧＣ電圧
を低下させ、増幅された中間周波信号が弱い場合には増幅率を増加させるべくＡＧＣ電圧
を増加させる。すなわち、本実施形態においてＡＧＣ電圧が高いほどチューナ部２２から
入力される中間周波信号が弱いと言える。これにより、増幅された中間周波信号の振幅レ
ベルをほぼ一定とすることができるため、各チャンネル間で再現される色に違いがないよ
うにすることができる。また、ＡＧＣ電圧は増幅された中間周波信号を所定の基準電圧と
比較することにより生成されているため、増幅後の中間周波信号の振幅レベルは理想的な
値を維持することができる。ＡＧＣ電圧はＣＰＵ２８ａに出力されており、同出力された
ＡＧＣ電圧に基づいてＣＰＵ２８ａが各種制御を実行させる。 
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【００３８】
　復調回路２４ｂは復調した中間周波信号を分離することにより、ＮＴＳＣ形式のアナロ
グ映像信号とアナログ音声信号とを生成する。同生成されたアナログ映像信号はＮＴＳＣ
デコーダ２４ｄに入力され、同ＮＴＳＣデコーダ２４ｄにてＣＣＩＲ６５６形式のデジタ
ル映像信号に変換される。なお、ＮＴＳＣ形式はアナログテレビジョン信号の標準形式で
あり、色を再現するための信号と１５．７５ｋＨｚの水平同期信号と６０Ｈｚの垂直同期
信号等が含まれる。復調回路２４ｂには水平同期信号と垂直同期信号とを抽出するための
同期分離回路２４ｃが備えられており、同期分離回路２４ｃが抽出した水平同期信号と垂
直同期信号に基づいて、ＮＴＳＣデコーダ２４ｄが同期の取れたデジタル映像信号を生成
することが可能とされている。なお、ＣＣＩＲ６５６形式はＹＵＶの各要素がデジタル階
調で表現されるデジタル映像信号の形式である。一方、復調回路２４ｂにて分離されたア
ナログ音声信号は音声デコーダ２４ｅに供給され、同音声デコーダ２４ｅにて左右独立し
たステレオ音声信号に分離される。 
【００３９】
　ＮＴＳＣデコーダ２４ｄにて生成されたデジタル映像信号は、ＭＰＥＧデコーダ２３ｇ
に入力され、上述と同様にＯＳＤ処理やアナログ変換が行われる。そして、アナログ変換
された映像信号は映像出力部２６に供給され、同映像出力部２６からテレビジョン３０に
出力される。一方、音声信号が音声出力部２７に入力され、同音声出力部２７からテレビ
ジョン３０に出力される。 
【００４０】
　上述したＣＰＵ２８ａはバス２９に接続されており、バス２９に接続されたＲＡＭ２８
ｂをワークエリアとしながら、当該テレビジョン受信チュ－ナ２０の各種機能を実現する
ための制御処理を実行する。この制御処理を実行するプログラムは、予めＲＯＭ２８ｃに
格納されており、ＣＰＵ２８ａは、適宜ＲＯＭ２８ｃから所定のプログラムをＲＡＭ２８
ｂに読み込みつつ制御処理を実行することになる。また、バス２９には書き換え可能なＥ
ＥＰＲＯＭ２８ｄが備えられており、ＣＰＵ２８ａはＥＥＰＲＯＭ２８ｄに記憶された各
種データを使用して制御処理を実行する。 
【００４１】
　ＥＥＰＲＯＭ２８ｄには、選局デ－タ２８ｄ１が記憶されている。この選局デ－タ２８
ｄ１は、リモコン４０等からの受信チャンネルのダイレクト選局の指示に基づいて、チュ
－ナ部２２が受信する周波数帯を選択するためのものである。選局デ－タ２８ｄ１は、各
周波数帯に対して１つずつ割り当てられた物理チャンネルと周波数帯との対応関係を示す
第１テ－ブル、および、各物理チャンネルに対して１または２以上が割り当てられた仮想
チャンネルと物理チャンネルとの対応関係を示す第２テ－ブルとからなる。なお、本実施
形態においてチュ－ナ部２２は、シンセサイザ方式を採用しているため、物理チャンネル
と分周比のデ－タとの対応関係が第１テ－ブルとして記憶されている。
【００４２】
　図５は、第１テ－ブルの一例を示す図である。同図において、物理チャンネル番号２、
５、７、９は、アナログ放送に対応するチャンネル番号である。リモコン４０等により、
この物理チャンネル番号をダイレクト選局することにより、同物理チャンネル番号に対応
する番組を視聴することが可能である。一方、物理チャンネル番号６４、６７、６９は、
デジタル放送に対応する物理チャンネルである。後に図面（図６）を用いて説明するが、
この物理チャンネル番号の各々には、１または３つの仮想チャンネルが割り当てられてい
る。
【００４３】
　図６は、第２テ－ブルの一例を示す図である。同図において、物理チャンネル番号６４
、６７には、それぞれ１つの仮想チャンネルが割り当てられている。これらの仮想チャン
ネルは、デジタル放送に対応するチャンネル番号であり、リモコン４０等により、この仮
想チャンネル番号をダイレクト選局することにより、同仮想チャンネル番号に対応する番
組を視聴することが可能である。また、物理チャンネル番号６９には、３つの仮想チャン
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ネル８０～８２が割り当てられている。すなわち、１つの物理チャンネル番号に対応する
周波数帯域が３分割されてそれぞれの仮想チャンネル番号に割り当てられているのである
。このようにすることにより、少ない周波数帯域で多くの番組を放送することが可能とな
る。
　また、図示はしないが、ＥＥＰＲＯＭ２８ｄには、現在受像中のチャンネル番号（物理
チャンネル番号または仮想チャンネル番号）が記憶されている。
【００４４】
さらに、デジタル放送において、図７に示すように、各放送局は、対応する仮想チャンネ
ル番号を割り当てる物理チャンネル番号を変更することができる。図７では、物理チャン
ネル番号６４、６７に割り当てられる仮想チャンネルが変更されている。各放送局からは
、テレビジョン放送信号とともに、物理チャンネル番号と仮想チャンネル番号との対応関
係を示すデ－タが送信され、テレビジョン受信チュ－ナ２０は、これを受信することによ
り、第２テ－ブルに記憶されているデ－タを更新するのである。
【００４５】
　ＥＥＰＲＯＭ２８ｄに選局デ－タ２８ｄ１が記憶されていない場合には、リモコン４０
等から、いわゆるオ－トスキャンの指示の入力を行い、選局デ－タ２８ｄ１をＥＥＰＲＯ
Ｍ２８ｄに記憶させる必要がある。なお、選局デ－タ２８ｄ１が記憶されていない場合に
は、自動的にオ－トスキャンを行うようにしてもよく、選局デ－タ２８ｄ１が記憶されて
いる場合でも、リモコン４０等による指示の入力によりオ－トスキャンを行い、選局デ－
タ２８ｄ１を更新するようにしてもよい。
【００４６】
　また、ＥＥＰＲＯＭ２８ｄにはＯＳＤ処理部２３ｈにてＯＳＤ画像を生成するためのＯ
ＳＤデータ２８ｄ２が記憶されている。ＣＰＵ２８ａはリモコン４０からの指令や各回路
の動作状況等に応じて、適宜、ＯＳＤデータ２８ｄ２を読み出して、ＯＳＤ処理部２３ｈ
にＯＳＤデータ２８ｄ２を供給する。例えば、ＣＰＵ２８ａが使用者に対して警告が必要
であると判断すると、警告画面が生成可能なＯＳＤデータ２８ｄ２を読み出して、ＯＳＤ
処理部２３ｈに警告画面を映像に組み込むよう指令する。
【００４７】
　バス２９にはリモコンＩ／Ｆ２８ｅが接続されており、外部機器としてのリモコン４０
から出力される赤外線明滅信号を入力可能になっている。この赤外線明滅信号はバス２９
を介してＣＰＵ２８ａに送出され、ＣＰＵ２８ａは対応する制御処理を実行する。また、
バス２９には外部機器とケーブルを介して接続するためのバスＩ／Ｆ２８ｆと、ＩＣカー
ドとデータを授受するためのＩＣカードＩ／Ｆ２８ｇが接続されている。バスＩ／Ｆ２８
ｆおよびＩＣカードＩ／Ｆ２８ｇから読み取った情報は、バス２９を介してＣＰＵ２８ａ
に送出され、ＣＰＵ２８ａにて所定の処理が行われる。
【００４８】
　次に、図１、図３に示したテレビジョン受信チュ－ナ２０において実行されるメイン処
理の流れを、図８に示すフロ－チャ－トに基づいて説明する。まず、ステップＳ１００に
おいて、初期設定を行う。この処理において、ＣＰＵ２８ａ内のレジスタ、ＲＡＭ２８ｂ
のクリア、ＥＥＰＲＯＭ２８ｄからの白バランス調整用の設定デ－タの読み出し等の初期
設定にかかる処理を行う。
【００４９】
　次に、ステップＳ１１０において、映像信号制御処理を行う。この処理において、ＣＰ
Ｕ２８ａは、ＥＥＰＲＯＭ２８ｄに記憶されている現在のチャンネル番号に基づいて、テ
レビジョン受信チュ－ナ２０を構成する各部、各回路を主導的に制御し、同チャンネル番
号に対応するテレビ映像をテレビジョン３０に表示させる処理を実行する。
【００５０】
　次に、ステップＳ１２０において、ダイレクト選局の指示があったか否かを特定する。
すなわち、リモコン４０の操作等により、いずれかのチャンネル番号へのダイレクト選局
の指示の入力があったか否かを特定する。
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【００５１】
　次に、ステップＳ１３０において、ダイレクト選局にかかるチャンネル番号が、現在受
像中のチャンネル番号と同一であるか否かを特定する。すなわち、現在受像中のチャンネ
ル番号と同一のチャンネル番号へのダイレクト選局であったか否かを特定する。この処理
は、ＥＥＰＲＯＭ２８ｄに記憶されている現在のチャンネル番号を参照することにより行
われる。受像中のチャンネル番号と同一ではないと特定した場合には、ステップＳ１４０
においてチャンネル変更処理を行う。なお、このチャンネル変更処理については、後に図
面（図９）を用いて詳述する。
【００５２】
　一方、ステップＳ１３０において、現在受像中のチャンネル番号と同一であると特定し
た場合、次に、ステップＳ１５０において再スキャン処理を実行する。この再スキャン処
理については、後に図面（図１０）を用いて詳述する。
【００５３】
　ステップＳ１４０もしくはステップＳ１５０の処理を実行するか、または、ステップＳ
１２０においてダイレクト選局の指示がなかったと特定した場合、ステップＳ１６０にお
いて、テレビジョン受信チュ－ナ２０の電源をＯＦＦにする旨の指示の入力があったか否
かを特定する。テレビジョン受信チュ－ナ２０の電源をＯＦＦにする旨の指示の入力がな
かった場合には処理をステップＳ１１０に戻し、指示の入力があった場合にはメイン処理
を終了させる。
【００５４】
　次に、図８に示したフロ－チャ－トのステップＳ１４０において呼び出されて実行され
るチャンネル変更処理の流れを図９に基づいて説明する。まず、ステップＳ３００におい
て、物理チャンネルへのダイレクト選局であったか否かを特定する。この処理において、
図８に示したフロ－チャ－トのステップＳ１２０において入力があったと特定したダイレ
クト選局の指示が、物理チャンネルへのダイレクト選局の指示であったか否かを特定する
。
物理チャンネルへのダイレクト選局であった場合には、ステップＳ３１０において、第１
テ－ブルに基づいてチュ－ナ部２２が受信する周波数帯を設定する。具体的には、図５に
示した第１テ－ブルに基づいて、ダイレクト選局の指示があった物理チャンネルに対応す
る周波数帯を特定し、その周波数帯に対応するＰＬＬデータをチュ－ナ部２２に与え、チ
ュ－ナ部２２が受信する周波数帯を設定する。
【００５５】
　一方、ステップＳ３００ににおいて、物理チャンネルへのダイレクト選局の指示ではな
かった（仮想チャンネルへのダイレクト選局の指示であった）と特定した場合には、次に
、ステップＳ３２０において、図５に示した第１テ－ブル、および、図６に示した第２テ
－ブルに基づいて、チュ－ナ部２２が受信する周波数帯を設定する。具体的には、まず、
図６に示した第２テ－ブルを参照してダイレクト選局の指示があった仮想チャンネルに対
応する物理チャンネルを選択し、その後、図５に示した第１テ－ブルを参照して、選択さ
れた物理チャンネルに対応する周波数帯を特定し、その周波数帯に対応するＰＬＬデータ
をチュ－ナ部２２に与え、チュ－ナ部２２が受信する周波数帯を設定する。
【００５６】
　ステップＳ３１０またはステップＳ３２０の処理を実行すると、次に、ステップＳ３３
０において、受信方位パタ－ンをＤ＝０に設定する。また、ステップＳ３３０において、
設定された受信方位パタ－ン（Ｄ＝０）に対応するバイアス電圧を４つの位相器１２の各
々に供給する。
【００５７】
　次に、ステップＳ３４０において信号状態を検出する処理を実行する。チュ－ナ部２２
から出力される周波信号がデジタルの周波信号である場合には、デジタルＩ／Ｆ２３ａお
よび復調回路２３ｂによるビットエラ－レ－トの検出を行うことにより信号状態の検出を
行う。また、チュ－ナ部２２から出力される周波信号がアナログの周波信号である場合に
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は、ＡＧＣ回路２４ｂ１からＣＰＵ２８ａに対して出力されたＡＧＣ電圧から信号状態の
検出を行う。
【００５８】
　次に、ステップＳ３５０において、検出された信号状態が所定の信号状態であるか否か
を特定する。なお、テレビジョン受信チュ－ナ２０が備えるＲＯＭ２８等には、信号状態
の特定を行うための基準となるデ－タ（ビットエラ－レ－トおよびＡＧＣ電圧についての
デ－タ）が記憶されており、ステップＳ３５０の処理では、このデ－タに基づいて、検出
された信号状態の特定を行うのである。所定の信号状態であった場合、チャンネル変更処
理を終了させる。これにより、ステップＳ３５０において所定の信号状態であると特定さ
れたときの受信方位が保持されるのである。
【００５９】
　一方、ステップＳ３５０において所定の信号状態ではないと特定された場合、ステップ
Ｓ３６０において、受信方位パタ－ンがＤ＜１５であるか否かを特定する。Ｄ＜１５であ
る場合には、ステップＳ３６０において、Ｄ＝Ｄ＋１として受信方位パタ－ンの値を更新
し、その後、ステップＳ３４０に処理を戻す一方、ステップＳ３６０においてＤ＜１５で
はない（Ｄ＝１５である）と特定した場合には、チャンネル変更処理を終了させる。
【００６０】
　次に、図８に示したフロ－チャ－トのステップＳ１５０において呼び出されて実行され
る再スキャン処理の流れを図１０に基づいて説明する。まず、ステップＳ４００において
、物理チャンネルへのダイレクト選局であったか否かを特定する。この処理は、図９に示
したフロ－チャ－トのステップＳ３００の処理と同様の処理である。物理チャンネルへの
ダイレクト選局であった場合には、ステップＳ４１０において、第１テ－ブルに基づいて
チュ－ナ部２２が受信する周波数帯を設定する。この処理は、図９のステップＳ３１０の
処理と同様の処理である。一方、ステップＳ４００において、物理チャンネルへのダイレ
クト選局ではないと特定した場合には、ステップＳ４２０において、第１テ－ブルおよび
第２テ－ブルに基づいてチュ－ナ部２２が受信する周波数帯を設定する。この処理は、図
９のステップＳ３２０の処理と同様の処理である。
【００６１】
ステップＳ４１０またはステップＳ４２０の処理を実行した場合、次に、ステップＳ４３
０において、報知画像を表示する。この処理において、ＯＳＤ処理部２８ｈに対して所定
の指令を行い、再スキャンの実行中である旨を示す報知画像をテレビジョン３０に表示さ
せる。
【００６２】
　次に、ステップＳ４４０において、受信方位パタ－ンをＤ＝０に設定する。この処理は
、図９に示したフロ－チャ－トのステップＳ３３０と同様の処理である。次に、ステップ
Ｓ４５０において、信号状態を検出する処理を行う。この処理は、図９に示したフロ－チ
ャ－トのステップＳ３４０と同様の処理である。そして、ステップＳ４６０において、検
出された信号状態が所定の信号状態であるか否かを特定する。所定の信号状態であった場
合、再スキャン処理を終了させる。これにより、ステップＳ４６０において所定の信号状
態であると特定されたときの受信方位が保持されるのである。
【００６３】
　一方、ステップＳ４６０において所定の信号状態ではないと特定した場合、ステップＳ
４７０において、受信方位パタ－ンがＤ＜１５であるか否かを特定する。Ｄ＜１５である
場合には、ステップＳ４８０において、Ｄ＝Ｄ＋１として受信方位パタ－ンの値を更新し
、その後、ステップＳ４９０において報知画像の表示変更にかかる処理を実行する。この
処理において、再スキャンが所定段階まで進行したことを示すように、テレビジョン３０
に表示されるいる報知画像の表示変更を行う。そして、ステップＳ４９０の処理を実行す
ると、ステップＳ４５０に処理を戻す。上述したステップＳ４７０においてＤ＜１５では
ない（Ｄ＝１５である）と特定した場合には、チャンネル変更処理を終了させる。
【００６４】
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　次に、図８に示したメイン処理が行われるときの具体例を説明する。まず、初期設定に
かかる処理が行われ（ステップＳ１００）、その後、現在の受信チャンネルに対応するテ
レビ映像がテレビジョン３０に表示される（ステップＳ１１０）。そして、テレビ映像の
表示中にダイレクト選局の指示があるか否かが特定され（ステップＳ１２０）、指示があ
ったと特定された場合には、その指示が、現在受像中の受信チャンネルと同一の受信チャ
ンネルへのダイレクト選局にかかるものであるか否かが特定される（ステップＳ１３０）
。受像中の受信チャンネルと同一の受信チャンネルへのダイレクト選局ではないと特定さ
れた場合には、チャンネル変更処理が行われ（ステップＳ１４０）、受像中の受信チャン
ネルと同一の受信チャンネルへのダイレクト選局であると特定された場合には、再スキャ
ン処理が行われる（ステップＳ１５０）。
【００６５】
チャンネル変更処理では、まず、物理チャンネルへのダイレクト選局テ－ブルあったか、
または、仮想チャンネルへのダイレクト選局であったかが特定される（ステップＳ３００
）。物理チャンネルへのダイレクト選局であった場合には、第１テ－ブルを参照すること
によりチュ－ナ部２２の周波数の設定が行われ（ステップＳ３１０）、一方、仮想チャン
ネルへのダイレクト選局であった場合には、第１テ－ブルおよび第２テ－ブルを参照する
ことによりチュ－ナ部２２の周波数の設定が行われる（ステップＳ３２０）。そして、受
信方位パタ－ンをＤ＝０から順に１ずつ増加させながら、各受信方位パタ－ンにおいて信
号状態の検出を行う（ステップＳ３３０）とともに、検出された信号状態が所定の信号状
態であるか否かについての特定を行い（ステップＳ３４０）、所定の信号状態であった場
合には、そのときの受信方位が保持される。
【００６６】
一方、再スキャン処理では、まず、物理チャンネルへのダイレクト選局テ－ブルあったか
、または、仮想チャンネルへのダイレクト選局であったかが特定される（ステップＳ４０
０）。物理チャンネルへのダイレクト選局であった場合には、第１テ－ブルを参照するこ
とによりチュ－ナ部２２の周波数の設定が行われ（ステップＳ４１０）、一方、仮想チャ
ンネルへのダイレクト選局であった場合には、第１テ－ブルおよび第２テ－ブルを参照す
ることによりチュ－ナ部２２の周波数の設定が行われる（ステップＳ４２０）。そして、
同受信チャンネルについて、受信方位パタ－ンをＤ＝０から順に１ずつ増加させながら、
各受信方位パタ－ンにおいて信号状態の検出を行う（ステップＳ４５０）とともに、検出
された信号状態が所定の信号状態であるか否かについての特定を行い（ステップＳ４６０
）、所定の信号状態であった場合には、そのときの受信方位が保持される。また、この再
スキャン処理では、再スキャンが実行中である旨を示す報知画像が表示される（ステップ
Ｓ４３０）。この報知画像は、各受信方位パタ－ンでの信号状態の特定が行われる毎に、
再スキャンが進行したことを示すように表示変更される（ステップＳ４９０）。
【００６７】
次に、図１０に示した再スキャン処理が実行されているときに、テレビジョン３０の画面
上に表示される上記報知画像の一例について、図１１に基づいて説明する。同図において
、受信方位パタ－ンＤ＝０～１５の各々に対応する画像が表示されており、同画像の外側
を周方向に移動する矢印が表示されている。この矢印の移動により、再スキャンの進行状
況が示されるのである。なお、上記報知画像は、再スキャンが実行中であことをユ－ザ－
が認識することができるものであればよく、必ずしも、図１１に示した例に限定されるも
のではない。また、本発明では、再スキャンの実行中である旨を音声により報知するよう
にしてもよい。
【００６８】
　なお、本実施形態では、受像中の受信チャンネルと同一の受信チャンネルへのダイレク
ト選局があったことを受けて行われる再スキャン処理（図１０参照）の実行中に上記報知
画像が表示される場合について説明したが、本発明では、受像中の受信チャンネルと異な
る受信チャンネルへのダイレクト選局があったことを受けて行われるチャンネル変更処理
（図９参照）の実行中に上記報知画像が表示されるようにしてもよい。
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【００６９】
以上説明したように、本発明によれば、現在受像中の受信チャンネルへのダイレクト選局
が行われたことを受けて再スキャンが行われるため、ユ－ザ－にとって直感的に把握し易
く、且つ、簡単な操作により再スキャンを行うことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】テレビジョン受信システムの構成を示すブロック図である。
【図２】スマ－トアンテナユニットの内部構成を示すブロック図である。
【図３】テレビジョン受信チュ－ナの内部構成を示すブロック図である。
【図４】スマ－トアンテナユニットの指向性を示す概念図である。
【図５】第１テ－ブルの一例を示す図である。
【図６】第２テ－ブルの一例を示す図である。
【図７】物理チャンネルに割り当てられる仮想チャネルが変更されたときの第２テ－ブル
の一例を示す図である。
【図８】メイン処理を示すフロ－チャ－トである。
【図９】図８に示したフロ－チャ－トのステップＳ１４０において呼び出されて実行され
るチャンネル変更処理を示すフロ－チャ－トである。
【図１０】図８に示したフロ－チャ－トのステップＳ１５０において呼び出されて実行さ
れる再スキャン処理を示すフロ－チャ－トである。
【図１１】再スキャン処理が実行されているときにテレビジョンに表示される画像の一例
を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００７１】
１０…スマ－トアンテナユニット
１１…指向性アンテナ
１２…位相器
１３…ブ－スタ－回路
１４…合成器
２０…テレビジョン受信チュ－ナ
２１…アンテナコントロ－ル部
２２…チュ－ナ部
２３…デジタル再生部
２３ａ…デジタルＩ／Ｆ
２４…アナログ再生部
２４ａ…アナログＩ／Ｆ
２４ｂ…復調回路
２４ｂ１…ＡＧＣ回路
２８ａ…ＣＰＵ
２８ｂ…ＲＡＭ
２８ｄ…ＥＥＰＲＯＭ
３０…テレビジョン
４０…リモコン
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