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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一の受信方向を有する単指向性アンテナ、又は複数の受信方向を有する多指向性アン
テナに、ＲＦ端子を介して接続され、テレビジョン放送信号を受信するテレビジョン放送
信号受信手段と、
　前記多指向性アンテナの受信方向を切り替えるアンテナコントローラに、制御信号入出
力用端子を介して接続され、該アンテナコントローラに対して制御信号を送信すると共に
、該制御信号に対する前記アンテナコントローラからの応答信号を受信する制御信号通信
手段と、
　前記ＲＦ端子及び制御信号入出力用端子のうち少なくとも一方に接続されているアンテ
ナの種類が、双方向通信可能な多指向性アンテナか否か識別するために、前記制御信号通
信手段によって、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されている場合にのみ前記ア
ンテナコントローラから応答信号が返信される第１のアンテナ識別信号を送信し、該応答
信号を受信した場合にのみ、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていると判断
する第１のアンテナ接続識別手段と、
　を備えたテレビジョン放送受信装置において、
　前記第１のアンテナ接続識別手段により、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続さ
れていないと判断された場合に、単方向通信可能な多指向性アンテナが接続されているか
否か識別するために、前記制御信号通信手段によって、接続されたアンテナに対して、前
記多指向性アンテナの複数の受信方向を順次指示するための制御信号を順次出力し、各受
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信方向を指示した際に受信したテレビジョン放送信号の受信レベルを測定して、これら測
定された受信レベルの値がばらついている場合には、単方向通信可能な多指向性アンテナ
が接続されていると判断する第２のアンテナ接続識別手段と、
　前記第１のアンテナ接続識別手段により、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続さ
れていると判断された場合に、該多指向性アンテナがテレビジョン放送受信装置により双
方向通信を利用して提供される所定機能に対応しているか否か識別するために、前記制御
信号通信手段によって、前記多指向性アンテナが前記所定機能に対応している場合にのみ
、前記アンテナコントローラから応答信号が返信される第２のアンテナ識別信号を送信し
、該応答信号を受信した場合にのみ、前記所定機能に対応する双方向通信可能な多指向性
アンテナが接続されていると判断する第３のアンテナ接続識別手段と、
　前記第１のアンテナ接続識別手段及び前記第２のアンテナ接続識別手段により、接続さ
れているアンテナの種類が多指向性アンテナでないと判断される場合に、多指向性アンテ
ナが接続されていない旨のメッセージをユーザに提示する第１のメッセージ提示手段と、
　前記第３のアンテナ接続識別手段により、接続されているアンテナの種類が前記所定機
能に対応する双方向通信可能な多指向性アンテナでないと判断される場合に、前記所定機
能に対応する双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていない旨のメッセージをユ
ーザに提示する第２のメッセージ提示手段と、
　前記第１のアンテナ接続識別手段乃至前記第３のアンテナ接続識別手段により識別され
た多指向性アンテナの種類に基づいて、前記制御信号通信手段により各アンテナに対応し
た制御信号を前記アンテナコントローラに送信し、多指向性アンテナを制御するアンテナ
制御手段と、
　を有することを特徴とするテレビジョン放送受信装置。
【請求項２】
　単一の受信方向を有する単指向性アンテナ、又は複数の受信方向を有する多指向性アン
テナに、ＲＦ端子を介して接続され、テレビジョン放送信号を受信するテレビジョン放送
信号受信手段と、
　前記多指向性アンテナの受信方向を切り替えるアンテナコントローラに、制御信号入出
力用端子を介して接続され、該アンテナコントローラに対して制御信号を送信すると共に
、該制御信号に対する前記アンテナコントローラからの応答信号を受信する制御信号通信
手段と、
　前記ＲＦ端子及び制御信号入出力用端子のうち少なくとも一方に接続されているアンテ
ナの種類が、双方向通信可能な多指向性アンテナか否か識別するために、前記制御信号通
信手段によって、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されている場合にのみ前記ア
ンテナコントローラから応答信号が返信される第１のアンテナ識別信号を送信し、該応答
信号を受信した場合にのみ、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていると判断
する第１のアンテナ接続識別手段と、
　を備えたテレビジョン放送受信装置において、
　前記第１のアンテナ接続識別手段により、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続さ
れていないと判断された場合に、単方向通信可能な多指向性アンテナが接続されているか
否か識別するために、前記制御信号通信手段によって、接続されたアンテナに対して、前
記多指向性アンテナの複数の受信方向を順次指示するための制御信号を順次出力し、各受
信方向を指示した際に受信したテレビジョン放送信号の受信レベルを測定して、これら測
定された受信レベルの値がばらついている場合には、単方向通信可能な多指向性アンテナ
が接続されていると判断する第２のアンテナ接続識別手段と、
　前記第１のアンテナ接続識別手段及び前記第２のアンテナ接続識別手段により、接続さ
れているアンテナの種類が多指向性アンテナでないと判断される場合に、多指向性アンテ
ナが接続されていない旨のメッセージをユーザに提示するメッセージ提示手段と、
　を有することを特徴とするテレビジョン放送受信装置。
【請求項３】
　前記第１のアンテナ接続識別手段及び前記第２のアンテナ接続識別手段により識別され
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た多指向性アンテナの種類に基づいて、前記制御信号送信手段により各アンテナに対応し
た制御信号を前記アンテナコントローラに送信し、多指向性アンテナを制御するアンテナ
制御手段を更に備えることを特徴とする請求項２に記載のテレビジョン放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地上波を受信するテレビジョン放送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、地上波を受信するために、八木アンテナ等の指向性アンテナが使用されてい
る。このような指向性アンテナは、強い指向性により弱い電波でも拾うことができる一方
、特定方向からの電波しか拾うことができないという欠点がある。このような八木アンテ
ナの特性は、電波塔が一箇所に集中している日本等においてはあまり問題にならないが、
米国等においては、都市部を囲むように電波塔が分布している地域も多く、八木アンテナ
のような指向性アンテナを利用した場合、送信塔からの距離が近くても受信できない局が
多数存在するケースがあった。このため、このような問題を解決すべく、アンテナの指向
性を変更できるように、受信装置からアンテナをコントロールする規格、ＥＩＡ－９０９
”Antenna　Control　Interface”が制定された。これは、テレビジョン（ＴＶ）放送受
信装置に通称スマートアンテナと呼ばれる指向性を変更できるアンテナを接続し、これを
ＴＶ放送受信装置側からモジュラ端子を介して制御するための規格である。なお、本明細
書においては、八木アンテナ等の指向性アンテナを単指向性アンテナと呼び、指向性を変
更できるアンテナを多指向性アンテナと呼ぶことにより両者を区別する。
【０００３】
　図７（ａ）は、ＥＩＡ－９０９規格に準拠したスマートアンテナ１０２とＴＶ放送受信
装置１０１の接続例を示す図である。ＴＶ放送受信装置１０１は、ＲＦケーブル４１を介
してＲＦ端子１１１ａをアンテナコントローラ１２２のＲＦ端子１２２ｂに接続し、モジ
ュラケーブル４２を介してモジュラ端子１１７をアンテナコントローラ１２２のモジュラ
端子１２２ａに接続することによりスマートアンテナ１０２に接続される。また、図７（
ａ）に示されるようにスマートアンテナ１０２のアンテナ部１２１とアンテナコントロー
ラ１２２が別部材として構成されている場合には、上記接続に加えて、アンテナ部１２１
に接続されたＲＦケーブル４３がアンテナコントローラ１２２のアンテナ接続用のＲＦ端
子１２２ｃに接続される。ＴＶ放送受信装置１０１は、ＲＦ端子１１１ａを介してＴＶ放
送信号を受信し、モジュラ端子１１７を介して制御信号等の通信を行う。アンテナコント
ローラ１２２は、ＴＶ放送受信装置１０１からの制御信号をモジュラ端子１２２ａを介し
て受信し、この制御信号に基づいてアンテナ部１２１の有効な受信方向を切り替える。
【０００４】
　ところで、スマートアンテナ１０２のアンテナ部１２１及びアンテナコントローラ１２
２を駆動させるための電源は、例えば、制御信号と共にモジュラケーブル４２を介してア
ンテナコントローラ１２２に伝送され、ＲＦケーブル４３を介してアンテナ部１２１に供
給される。しかしながら、例えば、図７（ｂ）に示されるように、ユーザが誤ってＲＦケ
ーブル４１をアンテナ接続用のＲＦ端子１２２ｃに接続し、ＲＦケーブル４３をＴＶ放送
受信装置接続用のＲＦ端子１２２ｂに接続した場合、アンテナ部１２１に電源を供給でき
なくなり、制御信号に基づいてアンテナ部１２１の有効な受信方向を切り替えることがで
きなくなる場合があった。このようにユーザがＲＦケーブル４１，４３の接続を間違った
としても、アンテナ部１２１の有効になっている受信方向のチャンネルについては、ＴＶ
放送信号を受信することができる場合があるので、ユーザは接続の間違いに気づき難かっ
た。なお、アンテナ等とこれに接続される制御部等の接続を検出できるように回路構成を
工夫した装置として、例えば、特許文献１又は特許文献２に記載されるアンテナ装置等が
知られている。
【０００５】
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　一方、ＥＩＡ－９０９規格では、ＴＶ放送受信装置側からアンテナ側に向けて単方向通
信可能なモードＡと、受信装置側とアンテナ側の間で双方向通信可能なモードＢが規定さ
れている。このようなモードＢに対応するＴＶ放送受信装置においては、スマートアンテ
ナとの間で所定の取り決めをすることにより、双方向通信を利用してより高度な機能を提
供することも可能である。なお、ＥＩＡ－９０９の規格に準拠したＴＶ放送受信装置にお
いては、モードＢのスマートアンテナが接続されている場合にのみ応答信号が返信される
制御信号を送信し、その応答信号によってモードＢのスマートアンテナが接続されている
か否か識別することが可能である。
【特許文献１】登録実用新案第３０３５２１７号公報
【特許文献２】実開平１０－３０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のＴＶ放送受信装置においては、上述したように、ＥＩＡ－９０９
規格に基づいて、単方向通信可能な多指向性アンテナ（モードＡのスマートアンテナ）が
接続されているか、双方向通信可能な多指向性アンテナ（モードＢのスマートアンテナ）
が接続されているか識別することができるものの、多指向性アンテナが正常に接続されて
いるか否か識別することができなかった。また、多指向性アンテナがＴＶ放送受信装置に
より双方向通信を利用して提供される所定機能に対応しているか否か識別することができ
なかった。このため、ユーザは、多指向性アンテナが正常に接続されているか否か、ＴＶ
放送受信装置により提供される所定機能に対応しているか否か把握することができなかっ
た。
【０００７】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたものであり、多指向性アンテナが正常
に接続されているか否かを識別して、多指向性アンテナが正常に接続されていない場合に
は、その旨をユーザに提示することができるテレビジョン放送受信装置を提供することを
第１の目的とし、多指向性アンテナがテレビジョン放送受信装置により提供される所定機
能に対応しているか否か識別して、多指向性アンテナがテレビジョン放送受信装置により
提供される所定機能に対応していない場合には、その旨をユーザに提示することができる
テレビジョン放送受信装置を提供することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために請求項１の発明は、単一の受信方向を有する単指向性アンテ
ナ、又は複数の受信方向を有する多指向性アンテナに、ＲＦ端子を介して接続され、テレ
ビジョン放送信号を受信するテレビジョン放送信号受信手段と、前記多指向性アンテナの
受信方向を切り替えるアンテナコントローラに、制御信号入出力用端子を介して接続され
、該アンテナコントローラに対して制御信号を送信すると共に、該制御信号に対する前記
アンテナコントローラからの応答信号を受信する制御信号通信手段と、前記ＲＦ端子及び
制御信号入出力用端子のうち少なくとも一方に接続されているアンテナの種類が、双方向
通信可能な多指向性アンテナか否か識別するために、前記制御信号通信手段によって、双
方向通信可能な多指向性アンテナが接続されている場合にのみ前記アンテナコントローラ
から応答信号が返信される第１のアンテナ識別信号を送信し、該応答信号を受信した場合
にのみ、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていると判断する第１のアンテナ
接続識別手段と、を備えたテレビジョン放送受信装置において、前記第１のアンテナ接続
識別手段により、双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていないと判断された場
合に、単方向通信可能な多指向性アンテナが接続されているか否か識別するために、前記
制御信号通信手段によって、接続されたアンテナに対して、前記多指向性アンテナの複数
の受信方向を順次指示するための制御信号を順次出力し、各受信方向を指示した際に受信
したテレビジョン放送信号の受信レベルを測定して、これら測定された受信レベルの値が
ばらついている場合には、単方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていると判断す
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る第２のアンテナ接続識別手段と、前記第１のアンテナ接続識別手段により、双方向通信
可能な多指向性アンテナが接続されていると判断された場合に、該多指向性アンテナがテ
レビジョン放送受信装置により双方向通信を利用して提供される所定機能に対応している
か否か識別するために、前記制御信号通信手段によって、前記多指向性アンテナが前記所
定機能に対応している場合にのみ、前記アンテナコントローラから応答信号が返信される
第２のアンテナ識別信号を送信し、該応答信号を受信した場合にのみ、前記所定機能に対
応する双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていると判断する第３のアンテナ接
続識別手段と、前記第１のアンテナ接続識別手段及び前記第２のアンテナ接続識別手段に
より、接続されているアンテナの種類が多指向性アンテナでないと判断される場合に、多
指向性アンテナが接続されていない旨のメッセージをユーザに提示する第１のメッセージ
提示手段と、前記第３のアンテナ接続識別手段により、接続されているアンテナの種類が
前記所定機能に対応する双方向通信可能な多指向性アンテナでないと判断される場合に、
前記所定機能に対応する双方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていない旨のメッ
セージをユーザに提示する第２のメッセージ提示手段と、前記第１のアンテナ接続識別手
段乃至前記第３のアンテナ接続識別手段により識別された多指向性アンテナの種類に基づ
いて、前記制御信号通信手段により各アンテナに対応した制御信号を前記アンテナコント
ローラに送信し、多指向性アンテナを制御するアンテナ制御手段とを有することを特徴と
する。
【０００９】
　請求項２の発明は、単一の受信方向を有する単指向性アンテナ、又は複数の受信方向を
有する多指向性アンテナに、ＲＦ端子を介して接続され、テレビジョン放送信号を受信す
るテレビジョン放送信号受信手段と、前記多指向性アンテナの受信方向を切り替えるアン
テナコントローラに、制御信号入出力用端子を介して接続され、該アンテナコントローラ
に対して制御信号を送信すると共に、該制御信号に対する前記アンテナコントローラから
の応答信号を受信する制御信号通信手段と、前記ＲＦ端子及び制御信号入出力用端子のう
ち少なくとも一方に接続されているアンテナの種類が、双方向通信可能な多指向性アンテ
ナか否か識別するために、前記制御信号通信手段によって、双方向通信可能な多指向性ア
ンテナが接続されている場合にのみ前記アンテナコントローラから応答信号が返信される
第１のアンテナ識別信号を送信し、該応答信号を受信した場合にのみ、双方向通信可能な
多指向性アンテナが接続されていると判断する第１のアンテナ接続識別手段とを備えたテ
レビジョン放送受信装置において、前記第１のアンテナ接続識別手段により、双方向通信
可能な多指向性アンテナが接続されていないと判断された場合に、単方向通信可能な多指
向性アンテナが接続されているか否か識別するために、前記制御信号通信手段によって、
接続されたアンテナに対して、前記多指向性アンテナの複数の受信方向を順次指示するた
めの制御信号を順次出力し、各受信方向を指示した際に受信したテレビジョン放送信号の
受信レベルを測定して、これら測定された受信レベルの値がばらついている場合には、単
方向通信可能な多指向性アンテナが接続されていると判断する第２のアンテナ接続識別手
段と、前記第１のアンテナ接続識別手段及び前記第２のアンテナ接続識別手段により、接
続されているアンテナの種類が多指向性アンテナでないと判断される場合に、多指向性ア
ンテナが接続されていない旨のメッセージをユーザに提示するメッセージ提示手段とを有
することを特徴とする。
【００１０】
　請求項３の発明は、請求項２のテレビジョン放送受信装置において、前記第１のアンテ
ナ接続識別手段及び前記第２のアンテナ接続識別手段により識別された多指向性アンテナ
の種類に基づいて、前記制御信号送信手段により各アンテナに対応した制御信号を前記ア
ンテナコントローラに送信し、多指向性アンテナを制御するアンテナ制御手段を更に備え
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、第１のアンテナ接続識別手段及び第２のアンテナ接続識別手段により
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多指向性アンテナが接続されているか否か識別し、接続されているアンテナの種類が多指
向性アンテナでないと判断される場合に、第１のメッセージ提示手段により多指向性アン
テナが接続されていない旨のメッセージをユーザに提示するので、ユーザは接続されてい
るアンテナの種類を容易に把握することができる。この際、多指向性アンテナがテレビジ
ョン受信装置に接続されているにもかかわらず、多指向性アンテナが接続されていない旨
が提示された場合には、ユーザは多指向性アンテナが正常に接続されていないことを把握
することができる。
【００１２】
　また、第３のアンテナ接続識別手段により、接続されている多指向性アンテナが、テレ
ビジョン放送受信装置により提供される所定機能に対応しているか否か識別し、対応して
いないと判断される場合には、その旨を第２のメッセージ提示手段によりユーザに提示す
るので、ユーザは接続されている多指向性アンテナがテレビジョン放送受信装置が提供す
る機能に対応しているか否かを容易に把握することができる。
【００１３】
　更に、第１のアンテナ接続識別手段乃至第３のアンテナ接続識別手段により識別された
多指向性アンテナの種類に基づいて、制御信号通信手段により各アンテナに対応した制御
信号をアンテナコントローラに送信し、多指向性アンテナを制御するアンテナ制御手段を
備えるので、地上波を受信する際、識別されたアンテナの種類に応じて適切な受信制御を
することができる。
【００１４】
　請求項２によれば、第１のアンテナ接続識別手段及び第２のアンテナ接続識別手段によ
り多指向性アンテナが接続されているか否か識別し、接続されているアンテナの種類が多
指向性アンテナでないと判断される場合に、メッセージ提示手段により多指向性アンテナ
が接続されていない旨のメッセージをユーザに提示するので、ユーザは接続されているア
ンテナの種類を容易に把握することができる。
【００１５】
　請求項３によれば、アンテナ制御手段を備えるので、請求項２の効果に加えて、地上波
を受信する際、識別されたアンテナの種類に応じて適切な受信制御をすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の一実施形態に係るテレビジョン（ＴＶ）放送受信装置について説明する。図１
に示されるように、ＴＶ放送受信装置１は、八木アンテナ等の単指向性アンテナ（図示せ
ず）、又はスマートアンテナ（多指向性アンテナ）２に接続され、放送局から所定周波数
帯域で配信されてくるＴＶ放送信号を受信して、各チャンネルのＴＶ放送信号に含まれる
ＴＶ番組をモニタ装置３に出力する装置である。なお、本実施形態の説明では、ＴＶ番組
の放送に使用されている搬送波の周波数帯域である物理チャンネルのことを、単にチャン
ネルという。
【００１７】
　ＴＶ放送受信装置１は、アンテナに接続されＴＶ放送信号を受信するチューナ１１と、
チューナ１１で受信したＴＶ放送信号に対して所定の信号処理を行い、復号化するフロン
トエンド１２と、ＭＰＥＧ圧縮されていたＴＶ放送信号をＭＰＥＧデコードするＭＰＥＧ
デコーダ１３と、デコードされたＴＶ放送信号に所定の表示画像を重畳させるオンスクリ
ーンディスプレイ（ＯＳＤ）部１４と、各種情報を記憶するメモリ１５と、アンテナコン
トローラ２２のモジュラ端子にモジュラケーブル４２を介して接続されるモジュラ端子（
制御信号入出力用端子）１６と、ＴＶ放送受信装置１全体の制御を司る制御部１７とを備
えている。また、スマートアンテナ２は、アンテナ部２１とアンテナコントローラ２２と
を備えている。
【００１８】
　チューナ（テレビジョン放送信号受信手段）１１はＲＦ端子を有しており、このＲＦ端
子を介して単指向性アンテナ、又はスマートアンテナ２に接続され、ＴＶ放送信号を受信
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する。なお、ＴＶ放送受信装置１は、図７（ａ）に示されるＴＶ放送受信装置１０１と同
様、チューナ１１のＲＦ端子を、ＲＦケーブル４１を介してアンテナコントローラ２２の
ＴＶ放送受信装置接続用のＲＦ端子に接続すると共に、モジュラ端子１６をモジュラケー
ブル４２を介してアンテナコントローラ２２のモジュラ端子に接続することにより、スマ
ートアンテナ２に接続される。また、アンテナ部２１とアンテナコントローラ２２は別部
材で構成されており、アンテナコントローラ２２のアンテナ接続用のＲＦ端子は、アンテ
ナ部２１に接続されたＲＦケーブル４３に接続される。
【００１９】
　ＯＳＤ部１４は、後述するアンテナ接続判定処理及びモードＡアンテナ接続判定処理に
より接続されているアンテナの種類がスマートアンテナ２でないと判断される場合に、ス
マートアンテナ２が接続されていない旨のメッセージをユーザに提示する第１のメッセー
ジ提示手段（メッセージ提示手段）として機能する。また、ＯＳＤ部１４は、接続されて
いる双方向通信可能なスマートアンテナ２が、ＴＶ放送受信装置１が提供する所定機能に
対応していないと判断される場合に、その旨をユーザに提示する第２のメッセージ提示手
段として機能する。
【００２０】
　メモリ１５は、図２に示されるように、放送局から配信される各チャンネルのチャンネ
ル番号５１、これら各チャンネルを受信する際のスマートアンテナ２の最適受信方向５２
、及びこれら各チャンネルが選局可能なチャンネルとして登録されているか否かを示す登
録チャンネル情報５３を含むチャンネルマップ５０を記憶する。制御部１７は、このチャ
ンネルマップ５０に基づいて、選局可能なチャンネルとして登録されているチャンネルに
ついて受信処理を実行し、メモリ１５から選局されるチャンネルの最適受信方向５２を読
み出して、この最適受信方向５２を指示する制御信号をスマートアンテナ２に出力し、チ
ューナ１１に対して選局するチャンネルを指示することにより受信処理を実行する。なお
、図２においては、あるチャンネルが選局可能なチャンネルとして登録されている状態を
ＡＤＤフラグがオン状態であるとして○印で示し、あるチャンネルが選局不可能なチャン
ネルとして登録されている状態をＡＤＤフラグがオフ状態であるとして無印で示している
。
【００２１】
　制御部１７は、アンテナコントローラ２２に対して制御信号を送信すると共に、この制
御信号に対するアンテナコントローラ２２からの応答信号を受信する制御信号通信手段と
して機能する。また、制御部１７は、アンテナ接続判定処理及びモードＡアンテナ接続判
定処理を実行することにより、第１のアンテナ接続識別手段乃至第３のアンテナ接続識別
手段として機能する。更に、制御部１７は、アンテナ接続判定処理及びモードＡアンテナ
接続判定処理により識別されたスマートアンテナ２の種類に基づいて、各アンテナに対応
した制御信号をアンテナコントローラ２２に送信してスマートアンテナ２を制御する、ア
ンテナ制御手段として機能する。
【００２２】
　スマートアンテナ２は、有効な受信方向を機械的又は電子的に切り替えることにより複
数の受信方向Ｄ１～Ｄ１６（図３参照）からＴＶ放送信号を受信するアンテナ部２１と、
アンテナ部２１の動作を制御するアンテナコントローラ２２とを備えている。アンテナコ
ントローラ２２は、ＴＶ放送受信装置１からの制御信号に応じて、アンテナ部２１の複数
ある受信方向Ｄ１～Ｄ１６のうち、指示された受信方向のみを有効にする。
【００２３】
　次に、ＴＶ放送受信装置１に接続されたアンテナを識別するために行われるアンテナ接
続判定処理について図４を参照して説明する。アンテナ接続判定処理は、例えば、ＴＶ放
送受信装置１の電源投入時に実行される。制御部１７は、ＴＶ放送受信装置１の電源が入
れられると、まず、接続されたアンテナの種類が、ＥＩＡ－９０９規格に規定されるモー
ドＢのスマートアンテナ（双方向通信可能な多指向性アンテナ）か否か識別するために、
モードＢのスマートアンテナが接続されている場合にのみアンテナコントローラ２２から
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応答信号が返信されるＥＩＡ－９０９規格にされる第１のアンテナ識別信号を送信する（
＃１）。そして、所定時間内にアンテナから応答信号を受信したか否か判断し、応答信号
を受信した場合にのみ（＃２でＹＥＳ）、モードＢのスマートアンテナが接続されている
と判断する。
【００２４】
　モードＢのスマートアンテナが接続されていると判断される場合には（＃２でＹＥＳ）
、更に、このモードＢのスマートアンテナが、ＴＶ放送受信装置１により双方向通信を利
用して提供される所定機能に対応しているか否か識別するために、スマートアンテナがＴ
Ｖ放送受信装置１が提供する所定機能に対応している場合にのみアンテナコントローラ２
２から応答信号が返信される第２のアンテナ識別信号を送信する（＃３）。そして、所定
時間内にアンテナから所定の応答信号を受信したか否か判断し、応答信号を受信した場合
にのみ（＃４でＹＥＳ）、ＴＶ放送受信装置１が提供する所定機能に対応するモードＢの
スマートアンテナが正常に接続されていると判断し、以下、接続されたアンテナに対して
この機能等を利用して制御を行う（＃５）。所定時間内に所定の応答信号が返信されない
場合には（＃４でＮＯ）、図６（ａ）に示されるように、対応するモードＢのスマートア
ンテナが接続されていない旨のメッセージ３１をモニタ画面３０にＯＳＤ表示し（＃６）
、モードＡ（単方向通信可能な多指向性アンテナ）によるアンテナの制御を行う（＃７）
。
【００２５】
　なお、ここで、ＴＶ放送受信装置１により提供される所定機能は特に限定されるもので
はなく、双方向通信を利用して提供される機能であればよい。また、ＴＶ放送受信装置１
により提供される機能が種々のバージョンを有する場合には、アンテナコントローラ２２
の対応しているバージョン情報を返信させるための第２のアンテナ識別信号をアンテナコ
ントローラ２２に送信し、返信された応答信号に応じてアンテナコントローラ２２に対す
る制御を変えるなどしてもよい。
【００２６】
　一方、ステップ＃２において、所定時間内にアンテナから応答信号が返信されなかった
場合には（＃２でＮＯ）、モードＢのスマートアンテナが接続されていないと判断し、モ
ードＡアンテナ接続判定処理を行い（＃８）、モードＡのスマートアンテナが正常に接続
されているか否かの判定を行う。
【００２７】
　図５に示されるように、モードＡアンテナ接続判定処理においては、まず、チャンネル
マップ５０に選局可能として登録されているチャンネル（図２において、チャンネル３、
チャンネル４、チャンネル６等）を利用して、モードＡのスマートアンテナが接続されて
いるか否かの判定をし（＃２１～＃３０）、それでも判定できない場合にのみ（＃２２で
ＹＥＳ）、チャンネルマップ５０に選局可能として登録されていないチャンネル（図２に
おいて、チャンネル２、チャンネル５等）を利用して、モードＡのスマートアンテナが接
続されているか否かの判定をする（＃３１～＃３６、＃２７～＃３０）。モードＡアンテ
ナ接続判定処理が開始されると、制御部１７は、判定処理を行うチャンネルＣｈ、及びチ
ャンネルの最大値Ｃｈｍａｘをセットする（＃２１）。そして、判定に利用されるチャン
ネルＣｈの値が、最大値Ｃｈｍａｘより大きいか否か判断し（＃２２）、全てのチャンネ
ルについて、以下のステップ＃２３からステップ＃２６の処理が行われていなければ（＃
２２でＮＯ）、そのチャンネルＣｈについてチャンネルマップ５０に登録されているか否
か判断する（＃２３）。そして、チャンネルＣｈがチャンネルマップ５０に登録されてい
なければ（＃２３でＮＯ）、チャンネルＣｈの値をインクリメントして（＃２４）、次の
チャンネルについてステップ＃２２以降の処理を行う。一方、チャンネルＣｈがチャンネ
ルマップ５０に登録されていれば（＃２３でＹＥＳ）、このチャンネルＣｈ選局し（＃２
５）、受信レベルを測定して、受信レベルが一定値以上か否か判断する（＃２６）。そし
て、受信レベルが一定値以上でなければ（＃２６でＮＯ）、チャンネルＣｈの値をインク
リメントして（＃２４）、ステップ＃２２からの処理を繰り返す。一方、受信レベルが一
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定値以上であれば（＃２６でＹＥＳ）、アンテナコントローラ２２にアンテナの方向を変
更させるための制御信号を送信し（＃２７）、受信レベルを測定してステップ＃２６で測
定した受信レベルに対して変化があったか否か判断する（＃２８）。そして、受信レベル
に変化があれば（＃２８でＹＥＳ）、ステップ＃２７で送信した制御信号に基づいてスマ
ートアンテナ２の有効な受信方向が変化したものとして、モードＡのスマートアンテナが
接続されていると判定する（＃２９）。一方、受信レベルに変化がなければ（＃２８でＮ
Ｏ）、ステップ＃２７で送信した制御信号に基づいてアンテナの受信方向が変化していな
いと判断して、モードＡのスマートアンテナが接続されていないと判定する（＃３０）。
【００２８】
　一方、チャンネルマップ５０に受信可能なチャンネルとして登録されている全てのチャ
ンネルについて一定値以上の受信レベルが得られなければ（＃２６でＮＯ、＃２２でＹＥ
Ｓ）、チャンネルＣｈの値をセットし直し（＃３１）、チャンネルマップ５０に受信可能
として登録されていないチャンネルＣｈについて、ステップ＃３２からステップ＃３６の
処理を実行して、受信レベルが一定値以上のチャンネルＣｈを検出し（＃３６でＹＥＳ）
、アンテナ方向を変更して（＃２７）、受信レベルの変化に基づいてモードＡのスマート
アンテナが接続されているか否か判定する（＃２８）。チャンネルマップ５０に受信可能
として登録されていない全てのチャンネルについて、一定値以上の受信レベルが得られな
ければ（＃３６でＮＯ、＃３２でＹＥＳ）、モードＡのスマートアンテナが接続されてい
ないと判定する（＃３０）。
【００２９】
　モードＡアンテナ接続判定処理（＃８）が終了すると、図４のステップ＃９において、
モードＡのスマートアンテナが接続されているか否か判断され、モードＡのスマートアン
テナが接続されていると判断される場合には（＃９でＹＥＳ）、モードＡのスマートアン
テナが正常に接続されているとして、モードＡで動作を行う（＃１０）。一方、モードＡ
のスマートアンテナが接続されていないと判断される場合には（＃９でＮＯ）、図６（ｂ
）に示されるように、スマートアンテナが接続されていない旨のメッセージ３２をモニタ
画面３０にＯＳＤ表示し（＃１１）、スマートアンテナに対する制御動作を行わないよう
にする（＃１２）。
【００３０】
　以上のように、本実施形態のＴＶ放送受信装置１によれば、アンテナ接続判定処理及び
モードＡアンテナ接続判定処理によりスマートアンテナ２が接続されているか否か識別し
、接続されているアンテナの種類がスマートアンテナ２でないと判断される場合に、ＯＳ
Ｄ部１４によりスマートアンテナ２が接続されていない旨のメッセージ３２をユーザに提
示するので、ユーザは接続されているアンテナの種類を容易に把握することができる。こ
の際、スマートアンテナ２がＴＶ放送受信装置１に接続されているにもかかわらず、スマ
ートアンテナ２が接続されていない旨が提示された場合には、ユーザはスマートアンテナ
２が正常に接続されていないことを把握することができる。
【００３１】
　また、アンテナ接続判定処理により、接続されているスマートアンテナ２が、ＴＶ放送
受信装置１により提供される所定機能に対応しているか否か識別し、対応していないと判
断される場合には、その旨をＯＳＤ表示してユーザに提示するので、ユーザは接続されて
いるスマートアンテナ２がＴＶ放送受信装置１が提供する機能を対応しているか否か容易
に把握することができる。
【００３２】
　更に、アンテナ接続判定処理及びモードＡアンテナ接続判定処理により識別されたスマ
ートアンテナ２の種類に基づいて、制御部１７により各スマートアンテナ２に対応した制
御信号をアンテナコントローラ２２に送信し、スマートアンテナ２を制御するので、地上
波を受信する際、スマートアンテナ２の種類に応じて適切な受信制御をすることができる
。
【００３３】
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　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る。例え
ば、本実施形態においては、アンテナ部２１とアンテナコントローラ２２が別部材として
構成された例を示したが、アンテナコントローラ２２をアンテナ部２１又はＴＶ放送受信
装置１と一体的に形成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の一実施形態に係るＴＶ放送受信装置の構成を示すブロック図。
【図２】同受信装置のメモリに記憶されるチャンネルマップの説明図。
【図３】同受信装置に接続されるスマートアンテナの受信方向の説明図。
【図４】同受信装置によるアンテナ接続判定処理を示すフローチャート。
【図５】同受信装置によるモードＡアンテナ接続判定処理を示すフローチャート。
【図６】同アンテナ接続判定処理又は同モードＡアンテナ接続判定処理の際に表示される
メッセージ画面の説明図。
【図７】（ａ）はＴＶ放送受信装置と多指向性アンテナの正常な接続例を示す図、（ｂ）
はＴＶ放送受信装置と多指向性アンテナの間違った接続例を示す図。
【符号の説明】
【００３５】
　１　テレビジョン放送受信装置
　２　スマートアンテナ（多指向性アンテナ）
　３　モニタ装置
　１１　チューナ（テレビジョン放送信号受信手段）
　１２　フロントエンド
　１３　ＭＰＥＧデコーダ
　１４　オンスクリーンディスプレイ部（第１のメッセージ提示手段、第２のメッセージ
提示手段、メッセージ提示手段）
　１５　メモリ
　１６　モジュラ端子（制御信号入出力用端子）
　１７　制御部（制御信号通信手段、第１のアンテナ接続識別手段、第２のアンテナ接続
識別手段、第３のアンテナ接続識別手段、アンテナ制御手段）
　２１　アンテナ部
　２２　アンテナコントローラ
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