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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタル放送を受信する受信装置であって、
　該受信装置を構成するすべての回路が動作する通常受信モード以外の待機モードにおい
て、一定時間の経過をカウントするカウンタと、
　該カウンタが該一定時間をカウントする毎に、該ディジタル放送のデータ中に含まれる
制御情報伝送キャリア内の緊急放送状態を指示するフラグの値に基づいて、該ディジタル
放送が緊急放送の放送状態にあるか否かを判定する緊急放送状態検出手段と、
　該カウンタが該一定時間をカウントする毎に、該受信装置内で該フラグの値の判定に必
要な部分にクロックを供給させるとともに、該ディジタル放送のデータに対する等化処理
を行う等化処理部、等化処理後のデータに対する誤り訂正処理を行う第１の誤り訂正部、
及び該制御情報伝送キャリアに対する誤り訂正処理を行う第２の誤り訂正部にはクロック
を供給させない全体制御手段と
を備えることを特徴とするディジタル放送受信装置。
【請求項２】
　前記全体制御手段は、前記待機モードの開始時に前記カウンタの動作を開始させ、前記
通常受信モードの開始時に前記受信装置を構成するすべての回路の動作を開始させること
を特徴とする請求項１記載のディジタル放送受信装置。
【請求項３】
　前記緊急放送状態検出手段が緊急放送状態を検出したとき、前記全体制御手段が、前記
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ディジタル放送受信装置に通常受信モードの動作を開始させることを特徴とする請求項２
記載のディジタル放送受信装置。
【請求項４】
　前記カウンタが、前記ディジタル放送受信装置全体の動作クロックと異なる低速クロッ
クのカウントを行うことを特徴とする請求項１記載のディジタル放送受信装置。
【請求項５】
　前記全体制御手段が、前記待機モードの開始時に、前記ディジタル放送受信装置全体の
動作クロックを停止させることを特徴とする請求項４記載のディジタル放送受信装置。
【請求項６】
　前記全体制御手段が、前記待機モードの開始時に、前記ディジタル放送受信装置内のチ
ューナーをパワーダウンさせ、該チューナーを含め該受信装置内で用いられる前記動作ク
ロックを停止させることを特徴とする請求項５記載のディジタル放送受信装置。
【請求項７】
　ディジタル放送を受信する方法であって、
　受信装置を構成するすべての回路が動作する通常受信モード以外の待機モードにおいて
、一定時間の経過をカウントし、
　該一定時間をカウントする毎に、該受信装置内で、該ディジタル放送のデータ中に含ま
れる制御情報伝送キャリア内の緊急放送状態を指示するフラグの値の判定に必要な部分に
クロックを供給するとともに、該ディジタル放送のデータに対する等化処理を行う等化処
理部、等化処理後のデータに対する誤り訂正処理を行う第１の誤り訂正部、及び該制御情
報伝送キャリアに対する誤り訂正処理を行う第２の誤り訂正部にはクロックを供給せずに
、該フラグの値に基づいて該ディジタル放送が緊急放送の放送状態にあるか否かを判定す
ることを特徴とするディジタル放送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ：Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）と呼ばれる伝送方式を用いた地
上波ディジタル放送の受信装置およびその受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ディジタル信号を伝送する方式として、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ：Ｏ
ｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ）と呼ばれる伝送方式が提案されている。ＯＦＤＭ方式は周波数軸上で直交している複
数のキャリアにデータを割り当てて伝送する方式で、ＩＦＦＴ、ＦＦＴによる変調、復調
が行われる。ＯＦＤＭ方式は周波数利用効率が高いことから、地上波ディジタル放送への
適用が広く検討されており、日本の地上波ディジタル放送であるＩＳＤＢ－Ｔ（Ｉｎｔｅ
ｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ－Ｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ）の規格でも採用されている。
【０００３】
　図７に一般的なＯＦＤＭ方式の構成を示す。アンテナにより受信された信号はチューナ
ー１００に入力され、チューナー１００は受信するチャネルを選択して、中間周波数（Ｉ
Ｆ：Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号に変換し、出力する。チュー
ナー１００の出力はＡ／Ｄ変換部１０１へ入力され、アナログ信号からディジタル信号へ
変換される。Ａ／Ｄ変換部１０１の出力は直交復調部１０２へ入力され、複素ベースバン
ド信号へ変換される。複素ベースバンド信号はＦＦＴ部１０３による高速フーリエ変換（
ＦＦＴ：Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）により時間領域信号から周波
数領域の信号へと変換されて、各キャリアデータが得られる。
【０００４】
　各キャリアデータには、データの伝送に用いられるキャリア以外に、同期検波に用いら
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れる分散パイロット（ＳＰ：Ｓｃａｔｔｅｒｅｄ　Ｐｉｌｏｔ）や、付加情報の伝送に用
いられる付加情報伝送キャリア（ＡＣ：Ａｕｘｉｌｉａｒｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ）や、伝送
パラメータ情報などが伝送される制御情報伝送キャリア（ＴＭＣＣ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓ
ｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）が含まれている。
【０００５】
　その内、ＡＣ、ＴＭＣＣキャリアはＤＢＰＳＫ（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ　Ｂｉｎａ
ｒｙ　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅｙｉｎｇ）復調され、その結果から伝送パラメータ
情報などのＴＭＣＣ情報がＴＭＣＣ抽出部１０６によって抽出され、その結果はＴＭＣＣ
誤り訂正部１０７に与えられ、ＴＭＣＣに対する誤り訂正処理が行われる。
【０００６】
　またその他のＦＦＴ部１０３の出力は等化処理部１０４に入力され、伝送路の周波数応
答からデータキャリアの等化処理を経て、復調データとして出力される。等化処理部１０
４から出力される復調データは誤り訂正部１０５に出力され、誤り訂正処理を行った後に
ＴＳ（Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ　Ｓｔｒｅａｍ）という形式で出力される。
【０００７】
　以上のような地上波ディジタル放送の受信・復調方式に関する従来技術としての特許文
献１によれば、ディジタル放送復調装置１０００は、チューナ１およびＰＳＫ復調部６、
ビタビ復号部７等により復調された信号のうち、映像音声出力に対応する信号処理を行な
う信号処理部８、ＲＳ符号復号部９およびＴＳ選択部１０と、ＴＭＣＣ信号に対する処理
を行なうためのＴＭＣＣ信号処理部１２、およびＲＳ符号復号部１３を有する。ＣＰＵ４
は、ＴＭＣＣ信号処理部１２により分離されたＴＭＣＣ信号を、ＣＰＵＩ／Ｆ１５を介し
て受けて、緊急放送が受信されていない場合は、省電力制御部１６を制御して、信号処理
部８、ＲＳ符号復号部９、ＴＳ選択部１０の動作モードを省電力動作モードとする。これ
によってＢＳディジタル放送等の受信用の復調機能、信号処理機能を有し、かつ省電力な
ディジタル放送復調装置が提供される。
【０００８】
　同じく従来技術としての特許文献２によれば、省電力モードコントローラ１２０は、省
電力モード時にウェイクアップ放送を識別するためのフラグが含まれたＴＭＣＣと、位相
基準バースト信号を復調し、他の信号の少なくとも一部については復調動作を停止させる
。この復調動作の停止には、例えばＡＧＣ回路１１７，キャリア再生回路１１３，シンボ
ル再生回路１１２，波形等化器１１０の動作を停止させており、これにより省電力化して
いる。緊急放送等のウェイクアップ放送を即座に受信することが出来ずタイムラグが生じ
てしまったり、取りこぼしてしまっていたという問題点を解決している。
【０００９】
　同じく従来技術としての特許文献３によれば、警報部１２は、受信部１１が緊急警報フ
ラグ信号を受信すると、一定期間、ＬＥＤ２２を発光させ、その後、警報終了信号を制御
部１３に与える。制御部１３は、受信部１１が緊急警報フラグ信号を受信しない間は、受
信部１１及び駆動回路２３が一定期間、動作状態となり、その後、受信部１１及び駆動回
路２３が一定期間、休止状態となる状態が繰り返されるように、受信部１１及び駆動回路
２３を断続的に動作させる。そして、受信部１１が緊急警報フラグ信号を受信すると、駆
動回路２３から警報終了信号が与えられるまでは、受信部１１及び駆動回路２３を動作状
態とし、警報終了信号が与えられると、再び、受信部１１及び駆動回路２３を断続的に動
作させる。これによってディジタル放送信号内の緊急信号のみを受信することが可能とな
り、低消費電力で電池駆動可能な構成とした受信装置が提供される。
【特許文献１】特開２００１－９４９０２号公報
【特許文献２】特開２００１－２１８１２９号公報
【特許文献３】特開２００６－６０４５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　地上波ディジタル放送では、伝送パラメータ等の情報を送る為に使用しているＴＭＣＣ
信号の中に、緊急放送を知らせるフラグが割り当てられている。
　この緊急放送は災害時などにおいてその情報を知らせることが目的であるため、緊急放
送時に即座に受信する必要がある。地上波ディジタル放送を携帯電話などの移動端末で受
信する場合、消費電力が重要になるが、緊急放送を即座に受信するには、ＴＭＣＣデータ
に割り当てられている緊急放送フラグを受信して、緊急放送の有無を確認する他に方法が
無いため、常時ＴＭＣＣのデコードを行なう必要があり、そのための電力消費が大きくな
ってしまうという問題点があった。
【００１１】
　例えば前述の特許文献３の従来技術によっても低消費電力化は可能となるが、緊急放送
のみしか受信できず、移動端末などで通常の放送受信を可能としながら、待機時に緊急放
送の有無を検出することはできなかった。
【００１２】
　本発明は上記のような実情に鑑みてなされたものであり、その目的は低消費電力で緊急
放送の有無のみを、例えば定期的に監視し、緊急放送時には、通常受信機能を即座に立ち
上げることを可能にすることである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　図１は、本発明のディジタル放送受信装置の原理構成ブロック図である。同図において
ディジタル放送受信装置１は、少なくともカウント手段２と緊急放送状態検出手段３とを
備える。
【００１４】
　カウント手段２は、ディジタル放送受信装置１を構成するすべての回路ブロックが動作
する通常受信モード以外の待機モードにおいて一定時間の経過をカウントするものであり
、緊急放送状態検出手段３は、カウント手段２が一定時間をカウントする毎に、ディジタ
ル放送が緊急放送の放送状態にあるか否かを判定するものである。
【００１５】
　発明の実施の形態においては、ディジタル放送受信装置１はさらに全体制御手段４を備
える。全体制御手段４は、前述の待機モードの開始時にはカウント手段２にその動作を開
始させ、通常受信モードの開始時にはディジタル放送受信装置を構成するすべての回路ブ
ロックの動作を開始させるものである。
【００１６】
　実施の形態においては、カウント手段２はディジタル放送受信装置１の全体の動作を制
御する全体的な動作クロックと異なる低速のクロックをカウントするものであり、待機状
態ではカウント手段２のみが低速のクロックで動作し、ディジタル放送受信装置１を構成
する他のすべての回路ブロックに対するクロックが停止させられることによって、消費電
力を極めて低レベルに保ちながら、緊急放送の受信監視を行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明により、地上波ディジタル放送受信装置において、待機時間をカウントするカウ
ンタのみに別クロックを供給し、チューナーを含むそれ以外の回路のクロックを完全に止
めることで、低消費電力で緊急放送の有無を定期的に調べることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下図面に基づいて、本発明の実施形態について詳細を説明する。図２は、本発明にお
けるディジタル放送受信方式の基本説明図である。本実施形態では、通常の放送受信モー
ド以外の待機モードではチューナー１０を含めた全回路に対するクロック供給を止め、低
速のクロックを、例えば携帯電話から供給してカウンタ１２のみを動かし、一定間隔で全
体制御部１３の制御によってＴＭＣＣ情報を読みにいき、緊急放送フラグの有無を確認す
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ることで、低消費電力で緊急放送かどうかを判別する。
【００１９】
　カウンタ１２の動作時は、全体制御部１３からチューナー１０にパワーダウン指示が行
われ、チューナー１０は完全に動作を停止する。それによりチューナー１０側からＯＦＤ
Ｍ装置１１側に供給されているクロックの供給も止まる為、ＯＦＤＭ装置１１内で唯一別
系統のクロックが供給されているカウンタ１２のみが動作することになり、超低消費電力
状態になる。なおカウンタ１２を除くＯＦＤＭ装置１１は、図７のＡ／Ｄ変換部１０１以
後の全ての構成ブロックに相当する。
【００２０】
　図３にディジタル受信装置の構成図を示す。カウンタ１２の動作時は上記の通り、カウ
ンタ１２のみの動作となるが、カウンタ１２が一定期間をカウントして、緊急放送フラグ
の検出の際にはチューナー１０、ＯＦＤＭ装置１１を起動させる必要があるが、その際も
全回路を起動させるのではなく、緊急放送フラグ検出に不必要な回路は極力停止させたま
まとする。ＦＦＴ部１６のデータが与えられる等化処理部１７や、誤り訂正部１８に対し
てはクロックを供給せずに停止させたままとする。さらにＴＭＣＣ情報に関しても、緊急
放送フラグのみの検出が必要なため、ＴＭＣＣデータ１フレーム分をためて誤り訂正を行
うＴＭＣＣ誤り訂正部２０に対するクロックも止めることとする。
【００２１】
　本発明の目的が緊急放送時の放送の確実な受信の為、ＴＳ出力にエラーがないような確
実な電波受信状態でないと本発明の意味が無いため、そのような状態ではＴＭＣＣに対す
る誤り訂正の必要も無く、誤り訂正を省略することによって処理時間を短縮することもで
き、消費電力をさらに小さくすることができる。
【００２２】
　ＦＦＴ部１６の出力するＴＭＣＣデータのうち、緊急放送フラグのみの値をみて、緊急
放送と判断すれば全回路を自動復帰させ、通常受信モードに移行する。緊急放送でなけれ
ば、また全回路のクロック供給をとめて、カウンタ１２のカウント動作が続行される。な
お本発明の特許請求の範囲の請求項１のカウント手段はカウンタ１２に、緊急放送状態検
出手段は緊急放送フラグ抽出部２１に、また請求項２の全体制御手段は全体制御部１３に
相当する。
【００２３】
　図４は、制御情報伝送キャリア、すなわちＴＭＣＣのデータフォーマット例を示す。同
図においてはビット０からビット２０３までの２０４ビットのデータが、１フレーム単位
のＴＭＣＣデータを構成する。これらのデータのうちで緊急放送の判定に用いられるフラ
グ、すなわち緊急警報放送用起動フラグはビット２６の１ビットのデータとして格納され
ている。
【００２４】
　図５は、図４に対応する各ビットデータの内容の例である。例えば図４においてビット
１７から１９の３ビットに格納されているセグメント形式識別データは、３ビットのデー
タが“０００”であるときに同期復調を、“１１１”である場合に差動復調であることを
示す。本発明で用いられる緊急警報放送用起動フラグは、その値が“０”である場合には
ディセーブル、すなわち緊急放送が放送されていないことを、“１”であるときにはイネ
ーブル、すなわち緊急放送が放送されている状態であることを示す。
【００２５】
　図６に全体制御部による処理のフローチャートを示す。ステップＳ１の通常受信モード
からステップＳ２の緊急放送待機モードに移行すると、ステップＳ３で等化処理部１７、
誤り訂正部１８、ＴＭＣＣ誤り訂正部２０など、緊急放送フラグ抽出に必要でないブロッ
クに対するクロック供給を止め、次にステップＳ４でチューナー１０に対してパワーダウ
ン指示をする。するとステップＳ５でＯＦＤＭ装置１１に供給されるクロックも止まる為
、別の低速クロックで動作しているカウンタ１２以外の動作は止まる。カウンタ１２が一
定期間カウントするまでその他の回路は止まり続けるため、ほとんど消費電力はかからな
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い状態となる。
【００２６】
　ステップＳ６で一定期間カウントされたと判定されると、ステップＳ８でチューナー１
０に復帰指示を出し、ステップＳ９でＯＦＤＭ装置１１に対してクロックが供給される。
ステップＳ１０でＯＦＤＭ装置１１が動作を開始し、ステップＳ１１でＴＭＣＣ抽出を行
い、ステップＳ１２で緊急放送の有無を調べ、緊急放送フラグが立っていなければ、ステ
ップＳ７で再度カウンタ１２のみ動作する待機状態に移行し、緊急放送フラグが立ってい
れば全回路を復帰させてステップＳ１の通常受信モードに移行する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明のディジタル放送受信装置の原理構成ブロック図である。
【図２】本発明におけるディジタル放送受信方式の基本説明図である。
【図３】本実施形態におけるディジタル放送受信装置の詳細構成ブロック図である。
【図４】制御情報伝送キャリア（ＴＭＣＣ）のデータフォーマットの例の説明図である。
【図５】図４の各データの値の説明図である。
【図６】全体制御部の処理の詳細フローチャートである。
【図７】ディジタル放送受信装置の従来例の構成ブロック図である。
【符号の説明】
【００２８】
　１　ディジタル放送受信装置
　２　カウント手段
　３　緊急放送状態検出手段
　４　全体制御手段
１０　チューナー
１１　ＯＦＤＭ装置
１２　カウンタ
１３　全体制御部
１４　Ａ／Ｄ変換部
１５　直交復調部
１６　ＦＦＴ部
１７　等化処理部
１８　誤り訂正部
１９　ＴＭＣＣ抽出部
２０　ＴＭＣＣ誤り訂正部
２１　緊急放送フラグ抽出部
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