
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＣＳデジタル放送受信機からテレビジョン受像機に出力される映像信号を入力する映像入
力部と、
該映像入力部で入力された映像信号で再生される映像中の、チャンネル選択時にスーパー
インポーズされるチャンネル番号表示領域の画像を抽出する監視領域抽出部と、
該監視領域抽出部で抽出された画像に含まれるチャンネル番号を検出するチャンネル番号
検出部と、
該チャンネル番号検出部で検出されたチャンネル番号を出力するデータ出力部とを備える
ことを特徴とする視聴チャンネル検出装置。
【請求項２】
前記テレビジョン受像機において前記ＣＳデジタル放送受信機の映像信号を受信中か否か
を検出するＣＳデジタル放送受信中検出機を備え、ＣＳデジタル放送受信中の場合に限り
、前記検出されるチャンネル番号を有効とする構成を有することを特徴とする請求項１記
載の視聴チャンネル検出装置。
【請求項３】
ＣＡＴＶ放送受信機からテレビジョン受像機に出力される映像信号を入力する映像入力部
と、
該映像入力部で入力された映像信号で再生される映像中の、チャンネル選択時にスーパー
インポーズされるチャンネル番号表示領域の画像を抽出する監視領域抽出部と、
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該監視領域抽出部で抽出された画像に含まれるチャンネル番号を検出するチャンネル番号
検出部と、
該チャンネル番号検出部で検出されたチャンネル番号を出力するデータ出力部とを備える
ことを特徴とする視聴チャンネル検出装置。
【請求項４】
前記テレビジョン受信機において前記ＣＡＴＶ放送受信機の映像信号を受信中か否かを検
出するＣＡＴＶ放送受信中検出機を備え、ＣＡＴＶ放送受信中の場合に限り、前記検出さ
れるチャンネル番号を有効とする構成を有することを特徴とする請求項３記載の視聴チャ
ンネル検出装置。
【請求項５】
テレビジョン受像機で視聴中のチャンネルを検出する視聴チャンネル検出装置において、
テレビジョン受像機の映像出力端子から出力される映像信号を入力する映像入力部と、
該映像入力部で入力された映像信号で再生される映像中の、チャンネル選択時にスーパー
インポーズされるチャンネル番号表示領域の画像を抽出する監視領域抽出部と、
該監視領域抽出部で抽出された画像に含まれるチャンネル番号を検出するチャンネル番号
検出部と、
該チャンネル番号検出部で検出されたチャンネル番号を出力するデータ出力部とを備える
ことを特徴とする視聴チャンネル検出装置。
【請求項６】
前記監視領域抽出部は、
映像中にスーパーインポーズされるチャンネル番号の各桁毎の監視領域を定義した監視領
域記憶部と、
該監視領域記憶部で定義された各監視領域に対応する画像を抽出する画像抽出部とを含み
、
前記チャンネル番号検出部は、
映像中にスーパーインポーズされるチャンネル番号を構成する文字毎にその２値画像を登
録してある辞書記憶部と、
前記画像抽出部で抽出された各監視領域に対応する画像の２値画像と前記辞書記憶部に登
録された２値画像とを比較して各監視領域の画像に含まれる文字を認識し、認識した文字
の列を出力する照合部と、
受信できる全ての放送チャンネルのチャンネル番号を記憶してある放送チャンネル記憶部
と、
前記照合部から出力された文字の列と前記放送チャンネル記憶部に記憶されたチャンネル
番号とを比較し、一致したチャンネル番号を出力するチェック部とを含むことを特徴とす
る請求項２，４または５記載の視聴チャンネル検出装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、テレビジョン受像機で現に視聴されているチャンネルを検出する視聴チャンネ
ル検出技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
テレビ視聴率の測定では、テレビセンサなどと呼ばれる装置をサンプル世帯のテレビジョ
ン受像機やビデオテープレコーダ等の測定対象装置に接続し、測定対象装置のオン，オフ
情報および視聴中のチャンネル番号等を時刻情報と関連させて採取し、電話回線を利用し
てセンタのコンピュータに定期的に回収するようにしている。
【０００３】
このようなテレビ視聴率の測定における視聴中チャンネルの検出は、従来、例えば特願平
２－１０７０３８号に示されるように、測定対象装置のチューナの局部発振信号を検出し
、受信チャンネルと局部発振信号の周波数とが１対１に対応することを利用して、その周
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波数から受信チャンネルを検出している。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
このような従来の視聴チャンネル検出技術は、既存の地上放送ならびにＣＳアナログ放送
等のＦＭ変調によるアナログ放送には好適な技術であったが、最近放送の開始されたＣＳ
デジタル放送には適用できない。その理由は、ＣＳデジタル放送では、映像や音声の情報
をデジタル化して圧縮し、１本のトランスポンダで４乃至８チャンネル程度の番組を時分
割多重で伝送しているため、各家庭のＣＳデジタル放送受信機におけるチューナの選択状
況を局部発振信号の周波数を利用して検出しても、その内の何れのチャンネルが視聴され
ているかが特定できないからである。
【０００５】
本発明の目的は、このようなＣＳデジタル放送の視聴チャンネルを特定し得るようにする
ことにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の視聴チャンネル検出装置は、上記の目的を達成するために、
ＣＳデジタル放送受信機からテレビジョン受像機に出力される映像信号を入力する映像入
力部と、
該映像入力部で入力された映像信号で再生される映像中の、チャンネル選択時にスーパー
インポーズされるチャンネル番号表示領域の画像を抽出する監視領域抽出部と、
該監視領域抽出部で抽出された画像に含まれるチャンネル番号を検出するチャンネル番号
検出部と、
該チャンネル番号検出部で検出されたチャンネル番号を出力するデータ出力部とを備える
ことを特徴とする。
【０００７】
また、前記テレビジョン受像機において前記ＣＳデジタル放送受信機の映像信号を受信中
（再生中）か否かを検出するＣＳデジタル放送受信中検出機を備え、ＣＳデジタル放送受
信中の場合に限り、前記検出されるチャンネル番号を有効とする構成を採用している。
【０００８】
一般に視聴者がＣＳデジタル放送を受信する場合、ＣＳデジタル放送受信機の映像・音声
出力端子をテレビジョン受像機の映像・音声入力端子に接続し、テレビジョン受像機の入
力ソース（外部入力端子）としてＣＳデジタル放送受信機の映像・音声出力端子を選択し
、ＣＳデジタル放送受信機に対してリモコン等によって受信したいチャンネルを選択する
。これによって、ＣＳデジタル放送中の選択したチャンネルの映像がテレビジョン受像機
の画面に表示され、またその音声が出力される。
【０００９】
視聴者が何かしらの番組を継続して視聴している場合、画面には放送されている内容しか
映し出されていないが、視聴者がチャンネルを変えたとき、変更後のチャンネル番号を視
聴者に明示するために、ＣＳデジタル放送受信機は、画面の一部にチャンネル番号を一定
時間だけスーパーインポーズする。このチャンネル番号がスーパーインポーズされる位置
は画面上で常に一定である。
【００１０】
そこで本発明では、映像入力部が、ＣＳデジタル放送受信機からテレビジョン受像機に出
力される映像信号を入力すると共に、監視領域抽出部が、この入力された映像信号で再生
される映像中の、チャンネル選択時にスーパーインポーズされるチャンネル番号表示領域
の画像を抽出する。そして、チャンネル番号検出部が、この抽出された画像に含まれるチ
ャンネル番号をそのスーパーインポーズ時に検出し、データ出力部を通じて出力すること
により、ＣＳデジタル放送の視聴チャンネルを検出する。
【００１１】
他方、ＣＳデジタル放送受信中検出機が、テレビジョン受像機においてＣＳデジタル放送
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受信機の映像信号を受信中か否かを検出しており、ＣＳデジタル放送受信中の場合に限り
、前記検出されるチャンネル番号を有効とする。ここで、ＣＳデジタル放送受信中検出機
の構成例としては、ＣＳデジタル放送受信機の映像信号から分離した垂直，水平同期信号
と、テレビジョン受像機から検出した再生中映像信号の垂直，水平同期信号との位相を比
較することにより、テレビジョン受像機においてＣＳデジタル放送受信機の映像信号を受
信中か否かを検出する機構が利用可能である。なお、このＣＳデジタル放送受信中検出機
は必須ではなく、テレビジョン受像機がＣＳデジタル放送受信機の再生専用に使用されて
いる場合には省略することができる。
【００１２】
また、チャンネル選択時に選択したチャンネル番号を画面の固定箇所にスーパーインポー
ズすることは、ＣＡＴＶ放送受信機においても行われている。従って、本発明はＣＡＴＶ
放送の視聴チャンネルの検出にも応用できる。この場合、視聴チャンネル検出装置は、Ｃ
ＡＴＶ放送受信機からテレビジョン受像機に出力される映像信号を入力する映像入力部と
、該映像入力部で入力された映像信号で再生される映像中の、チャンネル選択時にスーパ
ーインポーズされるチャンネル番号表示領域の画像を抽出する監視領域抽出部と、該監視
領域抽出部で抽出された画像に含まれるチャンネル番号を検出するチャンネル番号検出部
と、該チャンネル番号検出部で検出されたチャンネル番号を出力するデータ出力部とから
構成される。また、前記テレビジョン受像機において前記ＣＡＴＶ放送受信機の映像信号
を受信中（再生中）か否かを検出するＣＡＴＶ放送受信中検出機が設けられ、ＣＡＴＶ放
送受信中の場合に限り、前記検出されるチャンネル番号を有効とする構成が採用される。
【００１３】
更に、最近のテレビジョン受像機には映像出力端子が備えられている。この映像出力端子
から出力される映像信号はテレビジョン受像機の画面に表示される映像に対応している。
また、地上放送のチャンネル選択時にもチャンネル番号をスーパーインポーズすることが
行われている。従って、この映像出力端子から出力される映像信号を用いてチャンネル検
出を行えば、地上放送の視聴チャンネルに加え、そのテレビジョン受像機に接続されてい
るＣＳデジタル放送受信機やＣＡＴＶ放送受信機の視聴チャンネルも検出することができ
る。そこで、テレビジョン受像機で視聴中のチャンネルを検出する本発明の視聴チャンネ
ル検出装置は、テレビジョン受像機の映像出力端子から出力される映像信号を入力する映
像入力部と、該映像入力部で入力された映像信号で再生される映像中の、チャンネル選択
時にスーパーインポーズされるチャンネル番号表示領域の画像を抽出する監視領域抽出部
と、該監視領域抽出部で抽出された画像に含まれるチャンネル番号を検出するチャンネル
番号検出部と、該チャンネル番号検出部で検出されたチャンネル番号を出力するデータ出
力部とを備えている。
【００１４】
【発明の実施の形態】
次に本発明の実施の形態の例について図面を参照して詳細に説明する。
【００１５】
図１は本発明の一実施例のブロック図である。同図において、１はテレビジョン（ＴＶ）
受像機、２はＣＳデジタル放送受信機であり、その映像出力端子２ａから出力される映像
信号がテレビジョン受像機１の映像入力端子１ａに入力され、その音声出力端子２ｂから
出力される音声信号がテレビジョン受像機１の音声入力端子１ｂに入力されている。テレ
ビジョン受像機１でＣＳデジタル放送の或るチャンネルの番組を視聴する場合、図示しな
いリモコン等によって、テレビジョン受像機１の入力ソースとして映像，音声入力端子１
ａ，１ｂを選択し且つＣＳデジタル放送受信機２でその番組のチャンネルを選択する。こ
れにより、ＣＳデジタル放送受信機２から出力される当該チャンネルの映像信号および音
声信号がテレビジョン受像機１で再生され、番組の内容が画面に表示され、またその音声
が出力されることになる。
【００１６】
本実施例では、テレビジョン受像機１で再生中（受信中）のＣＳデジタル放送のチャンネ
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ルを検出するために、チャンネル検出装置３とＣＳデジタル放送受信中検出機４とが設け
られている。
【００１７】
チャンネル検出装置３は、ＣＳデジタル放送受信機２で再生中のチャンネルを検出する装
置であり、ＣＳデジタル放送受信機２の映像出力端子２ａから出力されている映像信号が
加えられる入力端子３ａと、検出した視聴チャンネル番号を出力する出力端子３ｂと、Ｃ
Ｓデジタル放送受信中検出機４からのＣＳデジタル放送受信中信号５が入力される制御端
子３ｃとを有し、内部に、映像入力部３１と、監視領域抽出部３２と、チャンネル番号検
出部３３と、データ出力部３４とを備えている。
【００１８】
映像入力部３１は、入力端子３ａを通じてＣＳデジタル放送受信機２の映像信号を入力す
る部分であり、例えば画像入力ボードで構成される。この映像入力部３１は、例えば図２
（ａ）に示すようなＮ×Ｍ個の記憶領域を持つ画面メモリ３１１を備えており、入力端子
３ａからの映像信号をサンプリング，デジタル化して画面メモリ３１１に書き込むことで
、ＣＳデジタル放送受信機２の出力する映像を再生している。この映像の再生は、例えば
映像信号の各フレーム毎に行っても良いし、何フレームかに１回ずつ行っても良い。要す
るに、チャンネル番号がスーパーインポーズされる期間に少なくとも１回再生が行われれ
ば良い。なお、画面メモリ３１１は例えば２ポートＲＡＭで構成される。また、画面メモ
リ３１１を用いた映像の再生はテレビジョン受像機１の画面と同じフルスケールで行って
も良く、また何分の１かに縮小した画像を再生するようにしても良い。更に、画面全体の
画像を再生する必要はなく、スーパーインポーズされるチャンネル番号表示領域を含む部
分の画像が再生されていれば良い。
【００１９】
監視領域抽出部３２は、映像入力部３１で再生された映像中の所定領域の画像を抽出する
部分である。ここで、所定領域とは、チャンネル選択時にスーパーインポーズされるチャ
ンネル番号表示領域のことである。このために本実施例の監視領域抽出部３２は、映像中
にスーパーインポーズされるチャンネル番号の各桁毎の監視領域を記憶する監視領域記憶
部３２１と、この監視領域記憶部３２１で定義された各監視領域に対応する画像を抽出す
る画像抽出部３２２とを有している。監視領域記憶部３２１は例えばＲＯＭやＥＥＰＲＯ
Ｍ等で構成され、画像抽出部３２２は例えばＭＰＵと制御用のプログラムで構成される。
【００２０】
映像中にスーパーインポーズされるチャンネル番号が３桁である場合の、監視領域記憶部
３２１の内容例を図２（ｂ）に示し、図２（ｃ）に各監視領域の表示メモリ３１１上での
位置を示す。同図において、ｋ１ ， ｋ２ ， ｋ３ 　 はチャンネル番号のそれぞれ１００桁，
１０桁，１桁目に対応する監視領域を、左上，右下に記述されているＣ１１等は各監視領
域の左上の位置，右下の位置をそれぞれ示す。即ち、１００桁目の監視領域ｋ１ 　 はＣ１
１を左上とし、Ｃ１２を右下とする矩形領域であり、１０桁目の監視領域ｋ２ 　 はＣ２１
を左上とし、Ｃ２２を右下とする矩形領域であり、１桁目の監視領域ｋ３ 　 はＣ３１を左
上とし、Ｃ３２を右上とする矩形領域である。このＣ１１等は画面メモリ３１１の左上の
記憶領域を原点としたＸＹ座標系の座標値（目盛りは記憶領域数）で与えられる。なお、
Ｃ１１等は例えば以下のような値である。
Ｃ１１＝（２，７），　　Ｃ１２＝（１１，１４）
Ｃ２１＝（２，１７），　Ｃ２２＝（１１，２４）
Ｃ３１＝（２，２７），　Ｃ３２＝（１１，３４）
この場合、各桁の監視領域のサイズは、画面メモリ３１１の記憶領域数にして、縦方向が
９個，横方向が７個の、９×７のサイズとなっている。
【００２１】
画像抽出部３２２は、監視領域記憶部３２１を参照し、画面メモリ３１１上の画像のうち
各桁の監視領域に対応する画像を抽出し、後段のチャンネル番号検出部３３に伝達する。
例えば監視領域記憶部３２１が図２（ｂ）である場合、各監視領域ｋ１ ， ｋ２ ， ｋ３ 　 毎
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にその画像を抽出して、チャンネル番号検出部３３に伝達する。
【００２２】
チャンネル番号検出部３３は、監視領域抽出部３２で抽出された画像に含まれるチャンネ
ル番号を検出する部分である。このため本実施例のチャンネル番号検出部３３は、映像中
にスーパーインポーズされるチャンネル番号を構成する文字毎にその２値画像を登録して
ある辞書記憶部３３１と、画像抽出部３２２で抽出された各監視領域に対応する画像の２
値画像と辞書記憶部３３１に登録された２値画像とを比較して各監視領域の画像に含まれ
る文字を認識し、認識した文字の列を出力する照合部３３２と、この認識された文字の列
を保持する認識データ保持部３３３と、ＣＳデジタル放送受信機２で受信できる全ての放
送チャンネルのチャンネル番号を記憶してある放送チャンネル記憶部３３４と、認識デー
タ保持部３３３に保持された文字の列と放送チャンネル記憶部３３４に記憶されたチャン
ネル番号とを比較し、一致したチャンネル番号をデータ出力部３４に出力するチェック部
３３５とを備えている。辞書記憶部３３１および放送チャンネル記憶部３３４は例えばＲ
ＯＭやＥＥＰＲＯＭ等で構成される。また、照合部３３２，認識データ保持部３３３およ
びチェック部３３５は、例えばＭＰＵおよび制御用のプログラム等で構成される。
【００２３】
映像中にスーパーインポーズされるチャンネル番号が０から９までの１０種類の数値で構
成される３桁のチャンネル番号である場合の、辞書記憶部３３１の内容例を図３に示す。
同図において、３３１０～３３１９はそれぞれ数字０～９の辞書であり、そのサイズは、
監視領域記憶部３２１が定義する各桁の監視領域と等しくなっている。即ち、図２（ｃ）
の場合、各桁の監視領域ｋ１ ， ｋ２ ， ｋ３ 　 は画面メモリ３１１の記憶領域数にして９×
７のサイズになっているため、各辞書のサイズも同サイズとなっている。
【００２４】
ここで、辞書記憶部３３１に登録する辞書情報の生成方法を、監視領域記憶部３２１に設
定する監視領域の生成方法と共に、図４を参照して説明しておく。
【００２５】
図４において、３１は図１に示される映像入力部である。この映像入力部３１内の画面メ
モリ３１１の内容は画面メモリ表示部６０１によって読み出されて、表示装置６０２の画
面に常に表示されている。オペレータがＣＳデジタル放送受信機２のリモコンを操作して
チャンネルを変更すると、変更後のチャンネル番号がスーパーインポーズされるため、表
示装置６０２に表示された画面メモリ３１１の内容にもチャンネル番号が現れる。オペレ
ータは、３桁のチャンネル番号が現れた時点でキーボード６０３から画面メモリ表示部６
０１に対して一時停止指示を出し、表示装置６０２の画面にスーパーインポーズされたチ
ャンネル番号を含む画像を静止させる。そしてオペレータは、先ずキーボード６０３から
監視領域設定指示を監視領域設定部６０５に与えた後、マウス６０４によって、チャンネ
ル番号の各桁の監視領域毎に、その左上の位置および右下の位置を画面上でポイントして
いく。監視領域設定部６０５は、オペレータによってポイントされた各桁の左上の位置お
よび右下の位置を検出し、監視領域ファイル６０７に登録する。これによって、図１の監
視領域記憶部３２１に登録すべき監視領域のデータを得ることができる。
【００２６】
また、オペレータは、前述と同様にして、表示装置６０２の画面に０を含むチャンネル番
号がスーパーインポーズされた時点で表示画像を静止し、キーボード６０３から辞書設定
指示を辞書登録部６０６に与えた後、マウス６０４によって、チャンネル番号の０の部分
をポイントする。辞書登録部６０６は、オペレータがポイントした位置を含む監視領域を
監視領域ファイル６０７から取り出し、表示装置６０２に表示された画面メモリ３１１の
画像のうち、前記取り出した監視領域内の画像を入力し、平滑化処理および背景色による
２値化処理を施して数字０にかかる辞書（例えば数字部分が論理“１”，背景部分が論理
“０”の画像）を作成し、これを辞書ファイル６０８に登録する。同様の方法で、残りの
１から９までの数字にかかる辞書を辞書ファイル６０８に登録する。これによって、図１
の辞書記憶部３３１に登録すべき辞書のデータを得ることができる。
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【００２７】
再び図１を参照すると、チャンネル番号検出部３３内の照合部３３２は、画像抽出部３２
２で抽出された各監視領域に対応する画像の２値画像と辞書記憶部３３１に登録された２
値画像とを比較して、チャンネル選択時にスーパーインポーズされたチャンネル番号を検
出する。図５は照合部３３２の処理例を示すフローチャートである。
【００２８】
照合部３３２は、画像抽出部３２２から各桁の監視領域の画像が送られてくると、図５に
示す処理を開始する。先ず、最上位桁の監視領域の画像に注目し（ステップＳ１）、その
画像に対して辞書の生成時と同様の平滑化処理および２値化処理を行い（ステップＳ２，
Ｓ３）、監視領域の画像の２値化画像を生成する。次いで、辞書記憶部３３１から１つの
辞書の２値化画像を読み出し、監視領域の２値化画像との差分をとり、差分値が予め定め
られた閾値以下かどうかを調べる（ステップＳ４～Ｓ６）。差分値が閾値以下であれば、
今回の監視領域の２値化画像は、今回読み出した辞書にかかる文字であるため、照合結果
を内部に蓄積する（ステップＳ８）。他方、差分値が閾値以下でなければ、辞書記憶部３
３１から次の辞書の２値化画像を読み出し、同様の処理を行う。全ての辞書について照合
しても、差分値が閾値以下となる辞書が存在しなかった場合は（ステップＳ７でＹＥＳ）
、当該監視領域にはチャンネル番号を構成する文字が表示されていないことになるので、
今回の処理を終了する。
【００２９】
照合部３３２は、最上位桁の監視領域の画像に対してその照合結果を蓄積すると、次の桁
の監視領域の画像に注目し（ステップＳ１０）、ステップＳ２に戻って上述した処理を繰
り返す。そして、全ての監視領域の画像についてその照合結果を得たときは（ステップＳ
９でＹＥＳ）、最上位桁の照合結果から最下位桁の照合結果までを順に並べた照合結果を
、認識データ保持部３３３に出力し（ステップＳ１１）、今回の処理を終了する。
【００３０】
チェック部３３５は、認識データ保持部３３３に保持された照合結果と、放送チャンネル
記憶部３３４に記憶されたチャンネル番号とを比較し、一致したチャンネル番号をデータ
出力部３４に出力し、何れのチャンネル番号とも一致しなかった場合には、認識データ保
持部３３３に今回保持された照合結果は誤りであると見做して無視する。放送チャンネル
記憶部３３４には、ＣＳデジタル放送受信機２で受信できる全ての放送チャンネルのチャ
ンネル番号が記憶されている。換言すれば、ここに記憶されているチャンネル番号以外の
チャンネル番号はあり得ない。従って、照合結果がそれ以外のチャンネル番号を示す場合
、チェック部３３５で排除することにより、チャンネル検出の信頼性を高めている。
【００３１】
図６に放送チャンネル記憶部３３４の内容の一例を、図７にチェック部３３５の処理例の
フローチャートを示す。放送チャンネル記憶部３３４には、ＣＳデジタル放送受信機２で
受信できる全ての放送チャンネル毎に、その識別子Ｃ１ 　 ～Ｃｎ 　 と、そのチャンネル番
号「２００」等が記憶されている。
【００３２】
チェック部３３５は、認識データ保持部３３３に新たな照合結果が入力される毎に図７に
示す処理を開始する。先ず、放送チャンネル記憶部３３４中の１つのチャンネル番号に注
目し（ステップＳ２１）、認識データ保持部３３３中の照合結果と一致するか否かを判別
する（ステップＳ２２）。一致した場合には、今回注目したチャンネル番号をデータ出力
部３４に出力する（ステップＳ２４）。一致しなかった場合は、放送チャンネル記憶部３
３４中の次のチャンネル番号に注目を移し、同様の処理を行う。放送チャンネル記憶部３
３４中に今回の照合結果と一致するチャンネル番号が存在しなかった場合は（ステップＳ
２３でＹＥＳ）、照合結果をエラーと判断して、今回の処理を終了する。
【００３３】
次に図１におけるデータ出力部３４は、チャンネル番号検出部３３のチェック部３３５か
ら出力されるチャンネル番号を保持し、出力端子３ｂから視聴チャンネル番号として出力
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する部分である。このデータ出力部３４は、例えばチェック部３３５の出力を保持するラ
ッチ回路等で構成される。
【００３４】
他方、図１におけるＣＳデジタル放送受信中検出機４は、テレビジョン受信機１において
ＣＳデジタル放送受信機２の映像信号を再生中（受信中）か否かを検出する部分であり、
ＣＳデジタル放送受信機２の映像出力端子２ａから出力されている映像信号を入力する入
力端子４ａと、テレビジョン受像機１のブラウン管の偏向ヨーク等の近傍から図示しない
Ｖ同期センサによって検出された垂直同期信号Ｖを入力する入力端子４ｂと、同じくテレ
ビジョン受像機１のフライバックトランス等の近傍から図示しないＨ同期センサによって
検出された水平同期信号Ｈを入力する入力端子４ｃと、ＣＳデジタル放送受信中信号５を
出力する出力端子４ｄとを有し、内部に、同期信号抽出部４１，４２と、位相比較部４３
とを備えている。
【００３５】
同期信号抽出部４１は、ＣＳデジタル放送受信機２の出力する映像信号中から垂直同期信
号および水平同期信号を分離し、その各々を例えばワンショットマルチバイブレータ等で
整形した垂直同期信号Ｖ１および水平同期信号Ｈ１を位相比較部４３に出力する。他方、
同期信号抽出部４２は、入力端子４ｂに加わる垂直同期信号Ｖおよび入力端子４ｃに加わ
る水平同期信号Ｈの各々を例えばワンショットマルチバイブレータ等で整形した垂直同期
信号Ｖ２および水平同期信号Ｈ２を位相比較部４３に出力する。位相比較部４３は、垂直
同期信号Ｖ１と垂直同期信号Ｖ２との位相を比較すると共に、水平同期信号Ｈ１と水平同
期信号Ｈ２との位相を比較し、垂直および水平の同期信号の双方がほぼ一致している場合
に、ＣＳデジタル放送受信中と判断してＣＳデジタル放送受信中信号５をオンとし、何れ
か一方が一致しない場合にはＣＳデジタル放送非受信中と判断してＣＳデジタル放送受信
中信号５をオフとする。
【００３６】
このようにＣＳデジタル放送受信中であることを検出している期間中、ＣＳデジタル放送
受信中信号５がオンとなってチャンネル検出装置３に与えられる。チャンネル検出装置３
の監視領域抽出部３２，チャンネル番号検出部３３およびデータ出力部３４は、ＣＳデジ
タル放送受信中信号５がオンの期間中だけ動作し、それ以外は動作しない。これによって
、テレビジョン受像機１が別のソース（例えば地上放送等）を受信再生している場合に、
チャンネル検出装置３の検出する視聴チャンネル番号を無効化する。なお、本実施例では
、ＣＳデジタル放送受信中信号５をチャンネル検出装置３に与えてその出力を無効化して
いるが、他の実施例として、ＣＳデジタル放送受信中信号５を図示しない上位装置に与え
、この上位装置がＣＳデジタル放送受信中の場合にはチャンネル検出装置３の出力を有効
とし、それ以外は無効とするように構成することもできる。
【００３７】
このように図１に示した実施例によれば、ＣＳデジタル放送受信機２およびテレビジョン
受像機１にチャンネル検出装置３およびＣＳデジタル放送受信中検出機４を接続するだけ
で、テレビジョン受像機１において視聴中のＣＳデジタル放送のチャンネルを検出するこ
とができる。
【００３８】
図８は本発明の別の実施例のブロック図であり、図１と同一符号は同一部分を示し、２’
はＣＡＴＶ放送受信機、４’はＣＡＴＶ放送受信中検出機、５’はＣＡＴＶ放送受信中信
号である。この実施例は、テレビジョン受像機１にＣＡＴＶ放送受信機２’を接続してＣ
ＡＴＶ放送を視聴する世帯において、視聴中のＣＡＴＶ放送のチャンネルを検出するもの
である。全体の構成および動作は図１の実施例とほぼ同様である。但し、ＣＳデジタル放
送受信機２に代えてＣＡＴＶ放送受信機２’がテレビジョン受像機１に接続されているた
め、チャンネル検出装置３の入力端子３ａには、ＣＡＴＶ放送受信機２’の映像出力端子
２ａから出力されている映像信号を入力している。この場合、監視領域記憶部３２１には
ＣＡＴＶ放送受信機２’がチャンネル選択時に画面にスーパーインポーズするチャンネル
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番号の各桁毎の監視領域が定義されており、辞書記憶部３３１にはＣＡＴＶ放送のチャン
ネル番号を構成する各文字毎の辞書が登録され、そして放送チャンネル記憶部３３４には
ＣＡＴＶ放送受信機２’で受信できる全てのチャンネルのチャンネル番号が記憶されてい
る。また、ＣＳデジタル放送受信中検出機４に代えてＣＡＴＶ放送受信中検出機４’を設
け、ＣＡＴＶ放送受信中信号５’をチャンネル検出装置３の制御端子３ｃに与えている。
【００３９】
図９は本発明の更に別の実施例のブロック図であり、図１と同一符号は同一部分を示し、
１ｃはテレビジョン受像機１の映像出力端子である。この実施例では、テレビジョン受像
機１の映像出力端子１ｃから出力されている映像信号をチャンネル検出装置３の入力端子
３ａに与え、チャンネル検出装置３でテレビジョン受像機１で現に視聴中のチャンネルを
検出するようにしている。映像出力端子１ｃから出力される映像信号は、視聴者がソース
としてＣＳデジタル放送受信機２を選択している場合にはＣＳデジタル放送の或るチャン
ネルの映像信号であり、それ以外は地上放送の或るチャンネルの映像信号である。従って
、図１の実施例と異なりＣＳデジタル放送受信中検出機４は省略されている。
【００４０】
図９のチャンネル検出装置３は、ＣＳデジタル放送の視聴チャンネルだけでなく、地上放
送の視聴チャンネルも検出する機能を持つことになる。この場合、チャンネル選択時にチ
ャンネル番号をスーパーインポーズする位置がＣＳデジタル放送受信機２とテレビジョン
受像機１の地上放送とで異なる場合には、監視領域記憶部３２１には各々の監視領域が定
義され、また、辞書記憶部３３１にも双方のチャンネル番号を構成する文字の辞書が登録
される。そして、画像抽出部３２２ではその各々の監視領域についての画像を抽出し、照
合部３３２ではその各々の画像中からチャンネル番号を検出する。更に、放送チャンネル
記憶部３３４にも双方の全てのチャンネル番号が記憶される。
【００４１】
以上本発明の実施例について説明したが、本発明は以上の実施例にのみ限定されず、その
他各種の付加変更が可能である。例えば、チャンネル番号として０から９までの数字から
構成される３桁のチャンネル番号を例示したが、チャンネル番号の桁数は３桁に限られな
いことは言うまでもない。また、アルファベットの文字等がチャンネル番号中に含まれる
場合には、そのアルファベットの文字を辞書記憶部３３１に登録しておくことで対処可能
である。
【００４２】
更に、テレビジョン受像機１の画面が特殊な使い方で使用されている場合に、その使い方
を検出することに本発明を応用することが可能である。例えば、所謂Ｗウインドウと呼ば
れるように画面に２局の番組を同時に表示するといった使い方が行われている。この場合
、画面に「２画面」といった文字がスーパーインポーズされる。また、文字放送を受信す
る際には「文字放送」といった文字がスーパーインポーズされる。これらのスーパーイン
ポーズ箇所も予め決まっている。そこで、監視領域記憶部３２１に、それらがスーパーイ
ンポーズされる領域を定義しておくと共に、辞書記憶部３３１にスーパーインポーズされ
る文字列を構成する各文字を登録しておき、また放送チャンネル記憶部３３４にも出現す
る全ての文字列を追加しておくことで、画面の特殊な使い方を自動検出することが可能で
ある。
【００４３】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば以下のような効果を得ることができる。
【００４４】
１本のトランスポンダで複数のチャンネルが多重伝送されるＣＳデジタル放送では、チュ
ーナの動作によってチャンネルを検出する従来のチャンネル検出技術では対処できなかっ
たが、本発明によれば、チャンネル選択時に画面にスーパーインポーズされるチャンネル
番号を検出することにより、ＣＳデジタル放送の視聴チャンネルを確実に検出することが
できる。
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【００４５】
また本発明をＣＡＴＶ放送に応用した構成では、ＣＡＴＶ放送の視聴中チャンネルを検出
することができる。よって、既存のＣＡＴＶアナログ放送のみならず、ＣＡＴＶ放送が将
来デジタル化された場合にも対応が可能となる。
【００４６】
テレビジョン受像機の映像出力端子から映像信号を入力してチャンネル検出する構成では
、異種のソース（地上放送，ＣＳ放送等）に対するチャンネル検出が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例のブロック図である。
【図２】映像入力部が備える画面メモリの構成例と監視領域の設定例とを示す図である。
【図３】辞書記憶部に登録されている辞書の一例を示す図である。
【図４】辞書記憶部に登録する辞書情報の生成方法と監視領域記憶部に設定する監視領域
の生成方法の説明図である。
【図５】照合部の処理例を示すフローチャートである。
【図６】放送チャンネル記憶部の記憶内容の一例を示す図である。
【図７】チェック部の処理例を示すフローチャートである。
【図８】本発明の別の実施例のブロック図である。
【図９】本発明の更に別の実施例のブロック図である。
【符号の説明】
１…テレビジョン（ＴＶ）受像機
１ａ…映像入力端子
１ｂ…音声入力端子
２…ＣＳデジタル放送受信機
２ａ…映像出力端子
２ｂ…音声出力端子
３…チャンネル検出装置
３ａ…入力端子
３ｂ…出力端子
３ｃ…制御端子
３１…映像入力部
３２…監視領域抽出部
３２１…監視領域記憶部
３２２…画像抽出部
３３…チャンネル番号検出部
３３１…辞書記憶部
３３２…照合部
３３３…認識データ保持部
３３４…放送チャンネル記憶部
３３５…チェック部
３４…データ出力部
４…ＣＳデジタル放送受信中検出機
４ａ～４ｃ…入力端子
４ｄ…出力端子
５…ＣＳデジタル放送受信中信号
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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