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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくともアナログ放送、および同一放送内容のアナログ放送とディジタル放送を混在し
たハイブリッド放送を受信可能なチューナーと、
　前記チューナーから出力された受信信号を受け取りアナログ放送をデコードするアナロ
グ放送デコード手段と、
　前記チューナーから出力された受信信号を受け取りディジタル放送をデコードするディ
ジタル放送デコード手段と、
　前記アナログ放送デコード手段からのアナログ音声信号または前記ディジタル放送デコ
ード手段からのディジタル音声信号のいずれか一方を選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択された音声信号を出力するスピーカと、
　受信可能な放送局を順に検索し、検索された放送局からのアナログ放送またはハイブリ
ッド放送を一定期間受信しこれを繰り返すようにチューナーを制御するスキャン制御手段
とを有し、
　前記スキャン制御手段は、前記一定期間受信したハイブリッド放送を出力する間、前記
アナログ音声信号または前記ディジタル音声信号のいずれかが選択可能となるように前記
選択手段を制御する、
オーディオ装置。
【請求項２】
オーディオ装置はさらに、ユーザからの指示を入力する入力手段を有し、前記スキャン制
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御手段は、入力手段からの指示に応答して前記選択手段の選択を制御する、請求項１に記
載のオーディオ装置。
【請求項３】
オーディオ装置はさらに、前記選択手段によりアナログ音声信号が選択されているとき、
前記チューナーがディジタル音声信号を受信可能であることを提示する提示手段を有する
、請求項１または２に記載のオーディオ装置。
【請求項４】
前記スキャン制御手段は、前記入力手段からの指示に応答して、前記ハイブリッド放送の
みをチューナーに検索させる、請求項１ないし３いずれか１つに記載のオーディオ装置。
【請求項５】
オーディオ装置はさらに、前記ハイブリッド放送の放送局を予め記憶するプリセットメモ
リを有し、前記スキャン制御手段は、プリセットメモリに記憶された放送局をチューナー
に検索させる、請求項１ないし４いずれか１つに記載のオーディオ装置。
【請求項６】
前記ハイブリッド放送は、ＩＢＯＣ放送である、請求項１ないし５いずれか１つに記載の
オーディオ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アナログラジオ放送およびディジタルラジオ放送を受信可能なオーディオ装
置に関し、特に、受信可能な放送局を順に検索し、検索された放送局からの搬送波信号を
一定期間チューナーに受信させ、更に次の放送局を検索する動作を繰り返する機能（以下
、スキャン機能またはスキャン動作という）の制御に関する。
【背景技術】
【０００２】
　オーディオ装置あるいはオーディオシステムなどに内蔵されているラジオには、スキャ
ン機能が設けられている。スキャン機能を実行することで、ユーザは、受信可能な放送局
を知ることができ、また、スキャン動作を途中で停止することで好みの放送を受信するこ
とができる。
【０００３】
　また、予め放送局をメモリに登録しておき、その登録された放送局をスキャンする、い
わゆるプリセット機能も利用されている。例えば、特許文献１では、チューナーとテープ
プレイヤーとが一体化された音響装置において、プリセットスキャンスイッチがオンされ
たとき、チューナーのスイッチのオン・オフに関わらず、メモリに記憶されたチャンネル
を自動的にスキャンさせることで、ユーザの操作性を向上させている。
【０００４】
　放送局から送信されるラジオ方法は、アナログ信号によるところが多いが、近年、米国
において地上ディジタル音声放送(以下、ＩＢＯＣ:In-Band On-Channelと称す)が実用化
されている。ＩＢＯＣには、同一中心周波数に、同一内容のアナログ放送とディジタル放
送を混在させたハイブリッド方式や、ディジタル放送だけで構成されるオールディジタル
方式がある。これらの方式では、従来のアナログ方式に比べて、マルチパス等の受信環境
の影響を受けにくい高音質の放送を提供することができる。
【０００５】
　例えば特許文献２は、ハイブリッド方式のラジオ放送を受信する場合に、通常は高品質
のディジタル放送を受信し、受信環境が悪化してディジタル放送を受信できなくなると、
自動的にアナログ放送を受信するようにし、受信環境の変化に対してシームレスに音声出
力をできるようにしたラジオ放送システムを開示している。
【０００６】
【特許文献１】特開平５－１２２０１６
【特許文献２】特表２００１－５２０４７９
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　アナログ放送を受信するラジオでは、周波数を切替えてから音声が出力されるまでの時
間はわずかであり、従って、スキャン動作を実行しても、受信可能な放送局の放送内容を
順に、一定時間ずつ聞くことができ、所望の放送局を快適に選択することができた。
【０００８】
　しかしながら、ディジタルラジオ放送の場合には、マルチパス耐性を改善するためのタ
イムインターリーブや、音声信号を符号化して伝送することにより受信品質を高めている
ため、それをデコードするための処理時間が必要となる。このため、従来のＦＭやＡＭの
ラジオ放送に比べて、中心周波数を受信してから音声信号を出力するまでの時間が長くな
ってしまう。そこで、ハイブリッド方式の放送を受信する場合には、一般に受信周波数を
切替えた直後は、同期時間が早いアナログ放送による音声を出力し、ディジタル放送の同
期が確保されたら自動的にディジタル放送による音声を出力することで、従来のＦＭ／Ａ
Ｍラジオと違和感のない操作ができるようになっている。
【０００９】
　従って、このような従来のＦＭ／ＡＭラジオ放送と異なるハイブリッド放送またはＩＢ
ＯＣ放送に適したスキャン動作が必要となる。図６は、アナログ放送とハイブリッド放送
が混在している場合に、スキャン動作を実行したときの受信状況を説明する図である。同
図に示すように、スキャン１においてアナログ放送局Ａが検索されると、期間Ｔの間、ア
ナログ音声信号が出力される。次にスキャン２においてＩＢＯＣ放送局Ｂ（ハイブリッド
放送）が検索されると、最初の期間ＴＡにおいてアナログ音声信号が出力され、次の期間
ＴＤにおいてディジタル音声信号が出力される。次のスキャン３においてアナログ放送局
Ｃが検索されると、期間Ｔにおいてアナログ音声信号が出力される。このように、ハイブ
リッド放送を受信する場合には、アナログ音声信号とディジタル音声信号とが混在してし
まうことになる。ディジタル音声出力は、アナログ音声出力に比べて音質が優れているが
、一連のスキャン実行時に、音質が途中で切り替わると、ユーザに不快感や違和感を与え
てしまう。また、スキャン機能は、ユーザにとってみれば、放送局が放送している内容を
知ることができれば十分である。
【００１０】
　そこで、本発明は上記従来の課題を解決し、スキャン動作の実行時に、アナログ音声信
号かディジタル音声信号かのいずれかを選択できるようにしたオーディオ装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係るオーディオ装置は、少なくともアナログ音声信号およびディジタル音声信
号を含む搬送波信号を受信可能なチューナーと、受信可能な放送局を順に検索し、検索さ
れた放送局からの搬送波信号を一定期間受信しこれを繰り返するようにチューナーを制御
するスキャン制御手段と、スキャン動作中に、チューナーから出力されるアナログ音声信
号およびディジタル音声信号からいずれか一方の音声信号を選択する選択手段と、選択手
段によって選択された音声信号を出力するスピーカとを有して構成される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係るオーディオ装置によれば、スキャン動作において、アナログ音声信号かデ
ィジタル音声信号かのいずれかを選択することができるようになったので、スキャン期間
中に音質が途中で切り替わることがなくなり、ユーザへの違和感や不快感をなくすること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明に係るオーディオ装置は、好ましくはカーオーディオ装置またはそのシステムに
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おいて実施される。以下、カーオーディオシステムの詳細を図面を参照して説明する。
【実施例】
【００１４】
　図１は、本実施例に係るカーオーディオシステムの一構成例である。カーオーディオシ
ステム１は、オーディオ装置１００とナビゲーション装置２００とを備えている。オーデ
ィオ装置１００は、ＣＤ、ＤＶＤ、あるいはハードディスクなどに記憶された楽曲データ
の再生機能に加え、ラジオ放送を受信する機能を備えている。ナビゲーション装置２００
は、目的地までの経路探索およびその案内するナビゲーション機能を備えている。オーデ
ィオ装置１００およびナビゲーション装置２００は相互に接続され、ハードディスク等の
記憶媒体やディスプレイなどを共有することが可能である。
【００１５】
　図２は、オーディオ装置１００に含まれるラジオ受信機の構成を示すブロック図である
。本実施例のラジオ受信機３００は、ＩＢＯＣ放送によるハイブリッド放送を受信する機
能を有している。ＩＢＯＣ放送は、上記したように、同一中心周波数にアナログ音声信号
とディジタル音声信号とを混在させる。このため、アナログ音声信号の搬送波の両側波帯
をディジタル音声信号に利用する。
【００１６】
　ラジオ受信機３００は、ラジオ放送を受信するアンテナ３１０、アンテナ３１０と接続
されたチューナー３２０、チューナー３２０から出力される中間周波数（ＩＦ）を受け取
るアナログ放送デコーダ３３０およびディジタル放送デコーダ３４０、アナログ放送デコ
ーダ３３０によってデコードされたアナログ音声信号を第１の入力端子３５２に接続する
スイッチ３５０、ディジタル放送デコーダ３４０によってデコードされたディジタル音声
信号を記憶する記憶装置３６０、記憶装置３６０から読み出されたディジタル音声信号を
アナログ音声信号に変換し、スイッチ３５０の第２の入力端子３５４へ出力するＤ／Ａ（
ディジタル・アナログ）コンバーター３７０、アナログ放送デコーダ３３０から受信品質
信号３３２とディジタル放送デコーダ３４０から受信品質信号３４２を入力し、受信品質
信号３３２、３３４に基づきスイッチ３５０の出力の切替を制御する切替制御信号Ｓ５を
出力するアナログ／ディジタル切替判定部３８０、および各部を制御するためのマイクロ
コンピュータ３９０を有して構成される。マイクロコンピュータ３９０は、各部を制御す
るためのプログラムおよび必要なデータを記憶するメモリを含んでいる。
【００１７】
　マイクロコンピュータ３９０は、チューナー３２０と制御データＳ１の送受を行う。チ
ューナー３２０は、制御データＳ１に応答して、放送局の周波数の同調や、スキャン動作
を実行する。制御データＳ１には、アナログ放送デコーダ３３０およびディジタル放送デ
コーダ３４０を制御するための制御データＳ２、Ｓ３、およびアナログ／ディジタル切替
判定部３８０を制御するための制御データＳ４が含まれている。
【００１８】
　制御データＳ２は、アナログ放送デコーダ３３０のオン・オフ等の制御を含み、制御デ
ータＳ３はディジタル放送デコーダ３４０のオン・オフ等の制御を含む。制御データＳ４
は、スキャン動作中、スイッチ３５０の出力がアナログ音声に固定されるように制御する
。言い換えれば、切替制御信号Ｓ５によりスイッチ３５０の第１の入力端子３５２が出力
されるようにする。一方、スキャン動作以外の通常のラジオ放送の受信時には、アナログ
／ディジタル切替判定部３８０が受信品質信号３３２、３４２に基づき、受信品質の良い
方の音声信号が出力されるようにスイッチ３５０を制御する。また、アナログ／ディジタ
ル切替判定部３８０は、受信品質信号３３２、３４２に基づき、アンテナ３１０で受信さ
れているラジオ放送が、アナログ放送、ディジタル放送、あるいはハイブリッド放送かを
制御データＳ４を介してマイクロコンピュータ３９０に出力する。
【００１９】
　スイッチ３５０は、上記したように、切替制御信号Ｓ５に応答して、第１の入力端子３
５２または第２の入力端子３５４のいずれかの音声信号を出力する。スイッチ３５０の出
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力は、アンプ（図示省略）等を介してスピーカ４２０に接続されている。
【００２０】
　さらにマイクロコンピュータ３９０には、入力部４００が接続され、ユーザからの各種
の指示が入力される。例えば、スキャン動作の指示、スキャン動作を実行するときの放送
局の種別の設定、受信する音声信号の種別の設定等を指示することができる。例えば、ユ
ーザからの入力は、図３に示すようなテーブルに保持される。図３（ａ）のテーブルは、
どの放送（アナログ放送、ＩＢＯＣ放送）に対して、スキャンを実施するかが設定されて
いる。「１」は有効、「０」は無効を示し、この例は、アナログ放送とＩＢＯＣ放送（ハ
イブリッド放送とオールディジタル放送を含む）がスキャン対象であることを示している
。
【００２１】
　図３（ｂ）のテーブルには、スキャン動作時に、どの音声信号（アナログ音声信号また
はディジタル音声信号）をスピーカから出力するかを設定する。図の例では、アナログ音
声信号をスピーカから出力する設定がなされている。なお、入力部３８０は、オーディオ
装置１００やナビゲーション装置２００の入力部を共用してもよい。
【００２２】
　さらにマイクロコンピュータ３９０には、ディスプレイ４２０が接続され、ディスプレ
イ４２０に所望のデータを表示させるようにしてもよい。ディスプレイ４２０は、オーデ
ィオ装置１００やナビゲーション装置２００と共用されるものであってもよい。
【００２３】
　次に、本実施例のラジオ受信機によるスキャン動作を図４のフローチャートを参照して
説明する。この例では、複数の放送局、すなわち、アナログ放送およびＩＢＯＣ放送が混
在しているものとする。
【００２４】
　先ず、ユーザからスキャン動作実行の指示が入力されると、マイクロコンピュータ３９
０は、チューナー３２０に対して受信可能な放送局を検索するためのチューニングを行わ
せる（ステップＳ１０１）。チューナー３２０の信号レベルが一定値を越えたとき、マイ
クロコンピュータ３９０は、受信可能な放送局が検索されたと判定する（ステップＳ１０
２）。
【００２５】
　次に、マイクロコンピュータ３９０は、図３（ｂ）のテーブルを参照し、ユーザがディ
ジタル音声信号しか受信しない設定になっているか否かを判別する（ステップＳ１０３）
。ディジタル音声信号しか受信しない設定であれば、マイクロコンピュータ３９０は制御
データＳ２によりアナログ放送デコーダ３３０をオフさせ、制御データＳ３によりディジ
タル放送デコーダ３４０を動作可能にしてもよい。
【００２６】
　次に、マイクロコンピュータ３９０は、受信中の信号が一定時間内にＩＢＯＣ信号（こ
こでは、ハイブリッド放送）であることの確認を行う(ステップＳ１０４)。この確認は、
ディジタル放送デコーダ３４０からの受信品質信号３４２の有無によって行われる。つま
り、ディジタル放送デコーダ３４０から一定の時間内に受信品質信号３４２からのデータ
出力があれば、ＩＢＯＣ信号を受信したと確認する。
【００２７】
　ＩＢＯＣ信号の受信を確認すると、マイクロコンピュータ３９０は、切替制御信号Ｓ５
によりスイッチ３５０の出力を第２の入力端子３５４に接続させる。チューナー３２０か
らのＩＦ信号は、ディジタル放送デコーダ３４０においてデコード等のディジタル処理を
された後、記憶装置３６０に一時蓄積されて、同期を取られた後、Ｄ／Ａコンバータ３７
０によってアナログ音声信号に変換され、スピーカ４２０から出力される。こうして、デ
ィジタル音声信号の受信が行われる（ステップＳ１０５）。
【００２８】
　ステップＳ１０４において、ＩＢＯＣ信号の受信が確認できなかった場合には、受信し
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ている放送をアナログ放送と判別し、マイクロコンピュータ３９０はチューナー３２０に
対し、他の放送局をサーチさせる。
【００２９】
　ディジタル音声信号の受信が一定時間経過すると、マイクロコンピュータ３９０は、チ
ューナー３２０に次の放送局を検索させる（ステップＳ１０６）。
【００３０】
　一方、ステップＳ１０３において、ユーザがディジタル音声信号しか受信しない設定に
していない場合、つまり、アナログ音声信号の受信を可能に設定している場合、チューナ
ー３２０からのＩＦ信号がアナログ放送デコーダ３３０およびディジタル放送デコーダ３
４０に出力される。そして、マイクロコンピュータ３９０は、切替制御信号Ｓ５により第
１の入力端子３５２を選択させ、スピーカ３９０からアナログ音声信号を出力させる（ス
テップＳ１０７）。
【００３１】
　マイクロコンピュータ３９０は、受信中の信号が一定時間内にＩＢＯＣ信号であるか否
かを確認する（ステップＳ１０８）。この確認は、ディジタル放送デコーダ３４０の受信
品質信号３４２の有無により行うことができる。ＩＢＯＣ信号を確認することができない
場合には、アナログ音声信号を一定期間受信させ（ステップＳ１０６）、その期間終了後
に、次の放送局のスキャンが行われる。
【００３２】
　ＩＢＯＣ信号が確認された場合（ステップＳ１０８）、マイクロコンピュータ３９０は
、ユーザがディジタル受信に切替ない設定をしているか否かを判別する（ステップＳ１０
９）。例えば、ユーザは、ＩＢＯＣ放送のときのみディジタル音声信号を出力させるよう
な設定を入力部４００から行うことができる。
【００３３】
　上記のように、ユーザがディジタル音声信号の受信切替を可能としている場合は、マイ
クロコンピュータ３９０は、切替制御信号Ｓ５により第２の入力端子３５４が出力される
ようにスイッチ３５０を切替え、ディジタル音声信号を受信するようにする（ステップＳ
１１０）。一定期間の音声出力を行った後、次の放送局の検索が行われる（ステップＳ１
０６）。
【００３４】
　このように本実施例によれば、スキャン動作を実行するときに、受信可能な音声信号の
種別をユーザが選択できるようにしたので、スキャン中の音声の品質を一定に保つことが
できる。
【００３５】
　すなわち、ハイブリッド放送の場合は、音声出力をアナログのままとすることにより、
スキャン中に、音質がアナログ信号からディジタル信号に切り替わることでユーザに不快
感を与えることがなくなる。特に、ＡＭ放送では、アナログ信号とディジタル信号の品質
が著しく異なるため、スキャン動作中の音声が出力される数秒の期間内に、アナログから
ディジタルに切り替わることを防ぐことで、ユーザへ不快感を与えることがなくなる。
【００３６】
　また、図４のフローチャートで説明したように、スキャン中に、必ずしもアナログ信号
の音声を最初に出力する必要はなく、ユーザの設定に基づき、ＩＢＯＣ放送の場合にのみ
、ディジタル信号の音声出力をするようにしてもよい。これにより、ディジタル信号の同
期に一定の時間を要した場合には、ユーザは、ディジタル放送を受信していることを容易
に理解し、最初から高音質の音声を受信することができる。
【００３７】
　次に、本発明の第２の実施例について説明する。第１の実施例では、アナログ受信を設
定し、ＩＢＯＣ信号を検出しても、ディジタル受信に切替えない設定をしている場合には
、アナログ信号の受信および出力が行われる。この場合、ユーザは、ＩＢＯＣ信号の受信
を知りえないため、第２の実施例では、アナログ信号の出力を継続しつつも、インジケー
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タやビープ音等によりユーザにＩＢＯＣ放送を受信していることを通知する。
【００３８】
　すなわち、図４のステップＳ１０８において、ＩＢＯＣ信号の確認がなされたとき、マ
イクロコンピュータ３９０は、ディスプレイ４１０のインジケータにＩＢＯＣ受信中であ
ることを示すランプを点灯させたり、ディスプレイ４１０のスピーカからビープ音を出力
させるようにする。
【００３９】
　上記実施例では、アナログ放送とＩＢＯＣ放送とスキャン対象としたが、ユーザがディ
ジタル放送を好む場合には、アナログ放送をスキャンせず、ＩＢＯＣ放送だけをスキャン
するようにしてもよい。また、ＩＢＯＣ放送の中でも、ハイブリッド方式の放送だけをス
キャンしたり、更に高品質のオールディジタル方式の放送だけをスキャンしてもよい。例
えば、ハイブリッド放送のみをスキャンする場合には、図５(ａ)のような入力設定が保存
され、オールディジタル放送のみをスキャンする場合には図５(ｂ)のような入力設定が保
存される。
【００４０】
　さらに、ユーザの設定に基づき、アナログ放送局だけをスキャンしてもよい。所望の放
送局が、予めアナログ放送であることをユーザが知っている場合には有効である。この場
合、アナログ放送局のチャンネルをプリセットしておいてもよい。
【００４１】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において
、種々の変形・変更が可能である。
【００４２】
　上記実施例では、オーディオシステムを例に用いたが、これに限定されるものではない
。オーディオ装置として、少なくともラジオ放送の受信機能を備えていれば十分であるが
、ＣＤ、ＤＶＤ等の再生機能を有していてもよいし、パーソナルコンピュータ等の電子装
置と組み合わされたものであってもよい。また、移動体用のオーディオ装置、家庭に固定
されるオーディオ装置であってもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　本発明に係るオーディオ装置は、カーオーディオシステム、カーナビゲーションシステ
ム、ホームオーディオシステム等の電子機器分野において広く利用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の実施例に係るオーディオシステムの構成を示す図である。
【図２】本実施例のラジオ受信機の構成を示すブロック図である。
【図３】スキャン動作におけるユーザの設定例を示すテーブルである。
【図４】本実施例のスキャン動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】スキャン動作におけるユーザの他の設定例を示すテーブルである。
【図６】従来のオーディオ装置におけるスキャン動作の実行時の課題を説明する図である
。
【符号の説明】
【００４５】
１：オーディオシステム　　　　　　１００：オーディオ装置
２００：ナビゲーション装置　　　　３００：ラジオ受信機
３１０：アンテナ　　　　　　　　　３２０：チューナー
３３０：アナログ放送デコーダ　　　３４０：ディジタル放送デコーダ
３５０：スイッチ　　　　　　　　　３６０：記憶装置
３７０：Ｄ／Ａコンバータ　　　　　３８０：マイクロコンピュータ
３９０：スピーカ　　　　　　　　　４００：入力部
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４１０：ディスプレイ
Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４：制御データ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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