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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を含む情報を取得し、取得した前記情報の情報符号系列に基づいて搬送波をＯＦＤ
Ｍ変調し、得られたＯＦＤＭ変調波を送信する複数の第１の無線送受信装置と、
　前記複数の第１の無線送受信装置の少なくとも１つから前記ＯＦＤＭ変調波を受信して
それぞれＯＦＤＭ復調し、得られた情報符号系列を、前記情報符号系列ごとに、対応する
外部のモニタに出力する第２の無線送受信装置と、
を有し、
　前記第２の無線送受信装置は、
　　　制御信号を発生する受信制御部と、
　　　前記制御信号に基づいて搬送波を変調し、得られた変調波を送信する送信処理部お
よび送信部と、
を備え、
　前記複数の第１の無線送受信装置の各々は、
　　　前記変調波を受信して前記制御信号を復調する受信部および受信処理部と、
　　　前記復調された前記制御信号に応じて、前記ＯＦＤＭ変調波の無線周波数帯域と送
信周波数を変更可能な送信制御部と
を備え、
　前記制御信号によって、一定の周波数間隔で連続する複数のＯＦＤＭ単位副搬送波から
なる単位副搬送波群を単位として、前記複数の第１の無線送受信装置から送信される複数
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のＯＦＤＭ変調波の連続した各無線周波数帯域が規定され、かつ、前記複数のＯＦＤＭ変
調波の単位副搬送波群が全体で１つのＯＦＤＭ変調信号となるように前記複数のＯＦＤＭ
変調波の各送信周波数が規定され、
　前記第２の無線送受信装置は、前記少なくとも１つの第１の無線送受信装置における前
記無線周波数帯域と前記送信周波数を、前記制御信号を介して制御することによって、少
なくとも１つの前記モニタ上の画像を高画質と低画質で任意に切り替え可能な
　ワイヤレス送受信システム。
【請求項２】
　前記第２の無線送受信装置は、前記複数の第１の無線送信装置がそれぞれ取得した前記
情報の前記情報符号系列の伝送レートを個別に変更する前記制御信号を前記受信制御部で
発生して送信し、
　前記複数の第１の無線送信装置は、送信する前記ＯＦＤＭ変調波を構成する前記単位副
搬送波群の数を前記変更された伝送レートに応じて変更する
　請求項１に記載のワイヤレス送受信システム。
【請求項３】
　前記第２の無線送受信装置は、複数の出力チャネルごとに設けられ、前記複数の第１の
無線送信装置から送られてきた１つのＯＦＤＭ変調信号を入力し、特定周波数帯域の前記
単位副搬送波群を直交復調し、前記複数の第１の無線送信装置の何れかで取得した前記情
報の前記情報符号系列を取り出す複数の受信処理回路を有し、
　前記複数の受信処理回路のそれぞれは、前記受信制御部による制御に従って、直交復調
する単位副搬送波群の前記特定周波数帯域とその中心周波数を前記制御信号に応じて変え
ることによって、対応する出力チャネルに出力すべき情報符号系列と前記第１の無線送受
信装置との対応関係を変更する
　請求項１に記載のワイヤレス送受信システム。
【請求項４】
　前記受信制御部は、前記複数のＯＦＤＭ変調波が、前記単位副搬送波群の間に単位副搬
送波間隔の複数倍のガートバンドを有する１つのＯＦＤＭ変調信号となるように、前記制
御信号によって各無線伝送信号の無線周波数帯域と送信周波数を規定する
　請求項１に記載のワイヤレス送受信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の第１の無線送受信装置からの無線伝送信号を第２の無線送受信装置で
同時受信し、それぞれの第１の無線送受信装置で変調時の情報符合系列を復調により第１
の無線送受信装置ごとに復元できるワイヤレス送受信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　動画や音声を統合し同期再生可能な情報の流れ（ストリーム）を無線により伝送する無
線伝送方式が知られている。この無線伝送方式の代表的なものが、スポーツやイベント等
の実況を撮影し、基地局の受信機まで無線により伝送するワイヤレスカメラや無線ＬＡＮ
を経由した番組配信方式として既に実現されている。
　ワイヤレスカメラはコードレスであるため機動性が高く、広い会場を動き回るサブカメ
ラあるいはニュース取材機器として適している。近年の放送のディジタル化に対応して、
ワイヤレスカメラから基地局への伝送方式にアナログ変調を採用した従来のシステムから
ディジタル変調を採用した新しいシステムに移行しつつある。このような近年の無線伝送
方式のディジタル化は誤り訂正技術を採用することを可能とし、伝送路での誤りに対して
強固な耐性を有し安定した伝送品質のマルチメディア情報源の多様化に大きく貢献してい
る。
【０００３】
　標準テレビ方式として、我が国や北米では走査線数が５２５本、また欧州では走査線数
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が６２５本のいわゆるＳＤＴＶ（Standard Definition Television）方式が現在も広く用
いられている。しかし近年の放送のディジタル化にともない映像情報表示の高画質大画面
化が要求され、番組のＨＤＴＶ（High Definition Television）対応が求められている。
したがって、ワイヤレスカメラを用いた送受信システムもＨＤＴＶへの対応が期待されて
いる。
【０００４】
　本発明者は、ＨＤＴＶ仕様などの高密度情報を狭い周波数帯域の無線伝送路でもビット
レートを落とすことなく伝送できるデータ伝送システムを提案している（特許文献１参照
）。
　特許文献１に記載されたデータ伝送システムの送信装置は、たとえばＭＰＥＧ（Moving
 Picture Experts Group）２－ＴＳ規格に準拠した情報符号系列（ＴＳ：トランスポート
ストリーム）をＴＳパケット単位で分割し、複数の分割されたトランスポートストリーム
を形成する。そして、分割された各トランスポートストリームを時間伸長し、ＯＦＤＭ（
Orthogonal Frequency Division Multiplexing）変調した後、それぞれ別の送信部（高周
波増幅器と送信アンテナ）を介して、別の無線伝送路に一斉に送出する。これに対応して
受信装置側でも多数の受信部（高周波増幅器と周波数変換回路）を用意しておき、それぞ
れ別の無線伝送路を経由して送られてきた情報（分割されたトランスポートストリーム）
を個別に受信する。そして、それぞれの受信チャネルで受信信号のデータをＯＦＤＭ復調
し、パケット同期をとりながら時間圧縮と多重化を行って元の高ビットレートのトランス
ポートストリームを再生させている。
【０００５】
　ところで現在の実況放送または取材報道などの現場においては、ある使用が許可された
周波数帯域幅のなかで、この限りある周波数帯域幅を最大限に有効利用することが重要で
ある。
　ここで具体的な運用例を挙げると、たとえばスポーツやイベントあるいは大規模なニュ
ース現場の実況中継では、必要なワイヤレスカメラの台数が決まっている場合、そのすべ
てをＨＤＴＶ用にすると、使用できる周波数帯域に限界があることから１台あたりのワイ
ヤレスカメラに割り当てる周波数帯域幅が狭くなり、そのため各ワイヤレスカメラから伝
送される信号の情報量が少なくなり画像品質が低下する。逆に、画像品質を維持しようと
すると、限られた周波数帯域内で使用できるワイヤレスカメラの台数が少なくなり、番組
制作上必要な映像や音声が収集できなくなる。
　そこで、数台あるワイヤレスカメラのうち比較的放映時間が長いメインのアングルを撮
る場所に１～２台程度のＨＤＴＶカメラを割り当て、放映時間が散発的で短いことが予想
されまたは小さい画面で放映されることが多い特別なアングル、場所での撮影像は放映映
像としての優先度が低いことから、その優先度が低い撮影用にＳＤＴＶカメラを割り当て
る運用が考えられる。たとえばスポーツ中継では、スポーツ実況映像の優先度は高いが、
アナウンサーや解説者あるいは観客の様子を映した映像の優先度は低い。ところが、実況
中継や取材の現場では、たとえば、ＨＤＴＶカメラが故障したため予備のＳＤＴＶカメラ
を代用させる場合、あるいは、突発的事態により今までＳＤＴＶカメラの配置場所がメイ
ンで放映すべき映像の発生場所となる場合が生じる可能性がある。さらに、番組編成上の
要求からＨＤＴＶカメラとＳＤＴＶカメラを切り換えて用いたい場合もある。
【０００６】
　このような場合、今までのＨＤＴＶカメラおよびＳＤＴＶカメラは、それぞれ使用周波
数帯域が固定されていることから、このような運用時の状況変化に応じて伝送レートの変
更などに柔軟に対応できることができなかった。このためＨＤＴＶ放送でありながら長々
とＳＤＴＶ規格の荒い映像を放映せざるを得ない事態、あるいは逆に小さい画面表示にＨ
ＤＴＶ規格の高精細映像を用いるなど、放映映像や番組編成に対し画面品質の不適合が生
じる可能性が高かった。
【０００７】
　前述した特許文献１に示す送信技術をワイヤレスカメラに適用した場合、ＨＤＴＶカメ
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ラなどから出力される広帯域信号をＳＤＴＶカメラと同じような狭帯域チャネルに分割し
て送ることができる。したがって、比較的狭い周波数帯域であっても高いビットレートの
高品質画像が伝送できるという利点がある。ところが、無線伝送路（伝送チャネル）の数
が増えることから全体としては広い周波数帯域幅が必要であることに変わりがない。
　また、特許文献１に記載された送信装置はＨＤＴＶ信号などの高い伝送レートの信号を
送信することを想定しているが、当該受信装置からＳＤＴＶ信号など相対的に低い伝送レ
ートの信号を出力させることは全く想定していない。したがって、特許文献１の送信装置
は、たとえばＨＤＴＶ専用の無線送信装置としては対応できても、上述した柔軟な運用が
できるワイヤレス送受信システムの受信装置としては対応できない。
【０００８】
　このように今までの無線送受信システムの送信装置は、ＨＤＴＶカメラ、ＳＤＴＶカメ
ラといった画像規格ごとに専用のワイヤレスカメラであり、とくにＨＤＴＶカメラは、周
波数帯域の有効利用という視点で従来のＳＤＴＶ対応システムとの整合性が考慮されてい
ないために、送信信号の周波数帯域が異なる複数種類の送信装置が混在して用いられる実
際の運用現場に適合できていないという課題があった。
【特許文献１】特開２００２－３４４９６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　解決しようとする課題は、限られた周波数帯域を最大有効に用い、かつ、受信装置の出
力チャネルに対する無線送信装置の割り当てが柔軟にできるワイヤレス送受信システムが
存在していないことである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明にかかるワイヤレス送受信システムは、画像を含む情報を取得し、取得した前記
情報の情報符号系列に基づいて搬送波をＯＦＤＭ変調し、得られたＯＦＤＭ変調波を送信
する複数の第１の無線送受信装置と、前記複数の第１の無線送受信装置の少なくとも１つ
から前記ＯＦＤＭ変調波を受信してそれぞれＯＦＤＭ復調し、得られた少なくとも１つの
情報符号系列を、情報符号系列ごとに、対応する外部のモニタに出力する第２の無線送受
信装置と、を有する。
　前記第２の無線送受信装置は、制御信号を発生する受信制御部と、前記制御信号に基づ
いて搬送波を変調し、得られた変調波を送信する送信処理部および送信部と、を備える。
　前記複数の第１の無線送受信装置の各々は、前記変調波を受信して前記制御信号を復調
する受信部および受信処理部と、前記復調された前記制御信号に応じて、前記ＯＦＤＭ変
調波の無線周波数帯域と送信周波数を変更可能な送信制御部とを備える。
　前記制御信号によって、一定の周波数間隔で連続する複数のＯＦＤＭ単位副搬送波から
なる単位副搬送波群を単位として、前記複数の第１の無線送受信装置から送信される複数
のＯＦＤＭ変調波の連続した各無線周波数帯域が規定され、かつ、前記複数のＯＦＤＭ変
調波の単位副搬送波群が全体で１つのＯＦＤＭ変調信号となるように前記複数のＯＦＤＭ
変調波の各送信周波数が規定されている。そして、前記第２の無線送受信装置は、前記少
なくとも１つの第１の無線送受信装置における前記無線周波数帯域と前記送信周波数を、
前記制御信号を介して制御することによって、少なくとも１つの前記モニタ上の画像を高
画質と低画質で任意に切り替え可能となっている。
【００１２】
　本発明では、好適に、前記第２の無線送受信装置は、前記複数の第１の無線送信装置が
それぞれ取得した前記情報の前記情報符号系列の伝送レートを個別に変更する前記制御信
号を前記受信制御部で発生して送信し、前記複数の第１の無線送信装置は、送信する前記
ＯＦＤＭ変調波を構成する前記単位副搬送波群の数を前記変更された伝送レートに応じて
変更する。
　あるいは好適に、前記第２の無線送受信装置は、複数の出力チャネルごとに設けられ、
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前記複数の第１の無線送信装置から送られてきた１つのＯＦＤＭ変調信号を入力し、特定
周波数帯域の前記単位副搬送波群を直交復調し、前記複数の第１の無線送信装置の何れか
で取得した前記情報の前記情報符号系列を取り出す複数の受信処理回路を有し、前記複数
の受信処理回路のそれぞれは、前記受信制御部による制御に従って、直交復調する単位副
搬送波群の前記特定周波数帯域とその中心周波数を前記制御信号に応じて変えることによ
って、対応する出力チャネルに出力すべき情報符号系列と前記第１の無線送受信装置との
対応関係を変更する。
【００１３】
　このような構成のワイヤレス送受信システムは、第２の無線送受信装置が複数の第１の
無線送受信装置からの無線伝送信号（ＯＦＤＭ変調波）を受信すると、複数の受信処理回
路のそれぞれが復調処理を行う。このとき各受信処理回路の出力チャネルごとに第１の無
線送受信装置との対応関係が予め決められていることから、各出力チャネルからは、その
対応関係に応じた一の第１の無線送受信装置で変調された情報符号系列（トランスポート
ストリーム）が出力される。
　複数のトランスポートストリ－ムの情報量やチャネル割り当てを行うチャネル編成では
、第２の無線送受信装置内の受信制御部からチャネル編成を行なうための制御信号が発生
し、無線により複数の第１の無線送受信装置に伝送される。第１の無線送受信装置は、こ
の制御信号を受信して受信処理部により処理し、送信制御部に送る。送信制御部は、受信
処理した制御信号により規定される送信すべき無線伝送信号の周波数帯域と送信周波数を
、たとえば伝送レートや周波数変換時の局部発振周波数を変えることによって変更する。
そのようにして変更される無線伝送信号（ＯＦＤＭ変調波）が第２の無線送受信装置に送
信される。第２の無線送受信装置は、上記複数の無線伝送信号を受信する場合、上記と同
様に周波数帯域分割、周波数変換および合成を行うが、例えば、制御信号に応じて局部発
振回路からの局部発振信号の停止制御によって各受信処理回路が周波数変換する周波数帯
域が予め決められているので、例えば、変換された周波数帯域を必要に応じて合成すると
、複数の受信処理回路からは放映映像のチャネルの周波数割り当てが再編成されたトラン
スポートストリームが出力される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の無線送受信システムは、第２の無線送受信装置の受信制御部が出力する制御情
報に応じて第１の無線送受信装置側で無線伝送信号の、例えば周波数帯域と中心周波数が
決定されるため、複数の第１の無線送受信装置から一斉に無線伝送信号を受信しても、制
御情報が受信側で発生されたものであることから、これを参照することにより適正な受信
処理が実行できる。したがって、例えば、制御信号が意図したとおりに受信処理回路の各
出力チャネルから、意図したとおりの第１の無線送受信装置からの情報符号系列（トラン
スポートストリーム）を得ることができ、さらに制御信号を変更することで、出力チャネ
ルと第１の無線送受信装置との対応関係、さらには、無線伝送信号の周波数帯域幅と送信
周波数を任意に変えることができる。その結果、状況に応じて広帯域チャネルと狭帯域チ
ャネルの入力元（第１の無線送受信装置）と出力先（モニタ等）を任意に変更可能な柔軟
なカメラ運用等を実現できる。また、少なくとも１つのモニタ上の画面を高画質と低画質
で任意に変更できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態を、画像と音声を統合したひと続きの情報符号系列（ストリ
ーム）を最大Ｎ（たとえば４）個の無線副チャネルに分割して処理するワイヤレスカメラ
（第１の無線送受信装置）と基地局側の装置（第２の無線送受信装置）を有するワイヤレ
ス送受信システムを例として図面を参照して説明する。このワイヤレス送受信システムは
、ワイヤレスカメラから基地局への無線送信信号として、ＭＰＥＧ２システムズの多重化
方法として規定されたトランスポートストリーム（ＴＳ）規格を採用し、さらに、変調方
式としてＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）変調方式を採用して
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いる。このように映像素材をディジタル化したトランスポートストリームとすることによ
って、アナログ方式で映像素材を送信する場合に比べて、Ｓ／Ｎ比低下の小さい高品質な
画像や音声を伝送することが可能となる。また、ＯＦＤＭ変調方式は、移動受信にともな
う電界強度の変動により画質が劣化しにくく、また、マルチパス妨害による影響が少ない
。そのため、ＯＦＤＭ変調方式を採用することによって、高品質な画像や音声を伝送する
ことが可能となる。
【００１６】
　図１に、第１の無線送受信装置としてのワイヤレスカメラ１の構成を示す。
　ワイヤレスカメラ１は、大別すると、撮像素子(Camera)２Ａとマイクロフォン(Mic.)２
Ｂを含む情報取得部２、画像データおよび音声データを統合したひと続きの情報符号系列
（トランスポートストリーム）を発生し変調などの処理を行う送信処理部３、送受信部４
、送受信部４から入力される制御信号を受信処理する受信処理部５、各種クロックおよび
タイミング制御信号を発生する回路部(TIMING&CLK)６、および、これらの各部を制御する
送信制御部(Controller)７を有する。
【００１７】
　送信処理部３は、映像処理回路(Video)３１、映像符号化回路(Video Coder)３２、音声
処理回路(Audio)３３、音声符号化回路(Audio Coder)３４、多重化回路(MUX)３５、例え
ば逆多重化回路(DMUX)からなる分割回路３６、分割回路３６の最大分割数Ｎと同じ数の時
間伸長回路(Time Expander)３７-1～３７-N、最大分割数Ｎと同じ数の変調処理回路(Mod.
)３８-1～３８-N、帯域統合回路３９、送信局部発振回路４０、および、「高周波回路」
としての送信高周波回路(TXRF)４１を有する。
【００１８】
　映像処理回路３１は、撮像素子２Ａから送られてきた撮像信号に各種特性補正や変換（
ＡＤ変換を含む）を施す回路である。また、映像符号化回路３２は、映像処理回路３１か
らのディジタル映像信号にＭＰＥＧ２－ＴＳ規格で規定された高能率圧縮符号化（いわゆ
る情報源符号化）処理を施す回路である。
　同様に、音声処理回路３３は、マイクロフォン２Ｂで集音した音声信号に所定の音声処
理を施す回路であり、音声符号化回路３４は、この音声処理後のディジタル信号に上記高
能率圧縮符号化処理を施す回路である。
　多重化回路３５は、これら符号化された映像符号化信号と音声符号化信号をＭＰＥＧ２
－ＴＳ規格で規定された方法で時分割多重することにより、いわゆるトランスポートスト
リームと称され、マルチメディア機器で同期再生処理が可能な統合された情報符号系列Ｔ
Ｓ０に変換する回路である。
【００１９】
　分割回路３６は、トランスポートストリームＴＳ０を入力し、ＴＳパケット単位で（す
なわち時分割で）最大Ｎ個に順次分割し、Ｎ個の出力チャネルに分配する逆多重化回路で
ある。分割回路３６の出力チャネルのそれぞれに設けられた時間伸長回路３７-1～３７-N

は、分割されたトランスポートストリームＴＳ-1～ＴＳ-Nの何れかを入力し、分割数に等
しい最大Ｎ倍の時間伸長処理を施す回路である。
　以下の説明では、とくに言及しない限りトランスポートストリームＴＳ０が最大数Ｎに
分割されるものとする。
【００２０】
　図２は、分割回路３６の出力チャネル数Ｎが４の場合に分割および時間伸長を説明する
ためにＴＳパケット単位で情報符号系列を示すタイムチャートである。
　多重化回路３５からは映像符号化信号と音声符号化信号が多重化され、それぞれ１８８
バイトの符号で構成されるＴＳパケットＰ０，Ｐ１，Ｐ２，…からなるトランスポートス
トリームＴＳ０が出力される。図２（Ａ）に、多重化回路３５から出力されるトランスポ
ートストリームＴＳ０を示す。
　トランスポートストリームＴＳ０が分割回路３６に入力されると、分割回路３６がトラ
ンスポートストリームＴＳ０をＴＳパケット単位で分割し、分割したＴＳパケットを順次
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４つのチャネルに分配出力する。なお、詳細は後述するが、このパケット分割とチャネル
分配の数は、最大数Ｎ以下なら任意に変更できる。
　分割され各チャネルに送出されたＴＳパケットに対し、時間伸長回路３７-1，…，３７

-Nが時間伸長処理を行う。このとき、望ましくは時間伸長の倍率を分割数Ｎと等しくする
。この例では分割数Ｎを４としているため、多重化回路３５から出力されるＴＳパケット
を４倍に時間伸長している。これにより、分割後に離散的であったＴＳパケット同士がつ
ながり、ひと続きの情報符号系列であるトランスポートストリームとなる。図２（Ｂ）～
図２（Ｅ）に、分割後に時間伸長されることにより形成された各チャネルのトランスポー
トストリームＴＳ-1～ＴＳ-4を示す。このような処理は時間伸長回路３７-1，…，３７-N

に１パケット分のメモリを搭載することにより簡単に実現できる。このメモリは書き込み
と読み出しを非同期で行うことができるメモリであり、読み出し速度を書き込み速度の４
倍にゆっくり行うことで時間伸長を実行できる。
【００２１】
　時間伸長処理が並列に施されたトランスポートストリームＴＳ-1～ＴＳ-Nは、対応する
変調処理回路３８-1～３８-Nにそれぞれ入力され、ここでＯＦＤＭ変調を含む伝送路符号
化に必要な各種処理が施される。変調処理回路３８-1～３８-Nの個々の回路構成は共通す
る。
【００２２】
　図３に、変調処理回路３８-Ｉ(I=1～N)の構成を示す。
　変調処理回路３８-Ｉは、誤り訂正処理（ＦＥＣ：Forward Error Correction）を施す
誤り訂正符号化回路(FEC Encoder)３８１、信号点配置回路(Mapping)３８２、逆高速フー
リエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse Fast Fourier Transform）回路３８３、ガードインターバ
ル付加回路（ＧＩ）３８４、および、「直交変調部」としての直交変調回路(Quad. Modul
ator)３８５を有する。直交変調回路３８５の構成を、図４に示す。
【００２３】
　これらの回路３８１～３８５に、図１に示す各種クロック等を発生する回路部(TIMING&
CLK)６から動作クロックＣＬＫ０が供給される。ここで信号点配置回路３８２、ＩＦＦＴ
回路３８３およびガードインターバル付加回路３８４を、以下、とくに「シンボル生成部
」と称する。シンボル生成部のうち、とくにＩＦＦＴ回路３８３とガードインターバル付
加回路３８４に、各種クロック等を発生する回路部(TIMING&CLK)６から、それぞれに必要
な同期信号ＳＹＮＣが供給される。したがって、Ｎ個の変調処理回路３８-1～３８-N内の
Ｎ個のＩＦＦＴ回路３８３は同期して高速逆フーリエ変換を実行でき、また、Ｎ個のガー
ドインターバル付加回路３８４は同じ長さのガードインターバルを同じタイミングで付加
する。その結果、Ｎ個の変調処理回路３８-1～３８-N内で、タイミングが等しく揃ったＯ
ＦＤＭシンボルの生成が可能である。
【００２４】
　変調処理回路３８-Ｉの動作を説明する。なお、受信系回路（受信処理部５）の構成お
よび動作は後述する。
【００２５】
　初めに、誤り訂正符号化回路３８１で伝送路符号化処理として誤り訂正処理とインター
リーブ処理が実行される。ここで伝送路符号化としては通常、リードソロモン（ＲＳ）符
号と畳み込み符号の連接符号による誤り訂正符号化が行われる。畳み込み符号化では、バ
ースト・エラーに強い符号化率１／２で畳み込み符号化が行われ、規格のオプション規定
に応じて符号化率３／４や２／３を発生する。畳み込み符号化された信号に対し、必要に
応じてシンボル内で各種のインターリーブ処理がされる。伝送路符号化後の情報符号系列
は信号点配置回路(Mapping)３８２に送られる。
【００２６】
　信号点配置回路(Mapping)３８２は、入力した情報符号系列の各ＴＳパケットデータを
所定ビット単位に区切り、その区切られた単位データを所定のキャリア変調方式（たとえ
ば１６ＱＡＭ変調など）に応じた直交座標上の配置点（位相と振幅の情報をもった変調シ
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ンボル）に割り当てる処理が実行される。これにより、ＯＦＤＭ搬送波のキャリア変調方
式に依存した変調シンボルが生成される。
【００２７】
　このとき発生された変調シンボルは周波数領域の信号であるが、つぎに、ＩＦＦＴ回路
３８３により高速逆フーリエ変換が施され、時間領域の信号に変換される。ＩＦＦＴ回路
３８３からの出力は複素時間信号であり、ＩＦＦＴ回路３８３の実数部出力から実数部デ
ータＲｅが出力され虚数部出力から虚数部データＩｍが出力される。
【００２８】
　ガートインターバル付加回路（ＧＩ）３８４により、実数部データＲｅと虚数部データ
Ｉｍからなる情報符号系列に、その所定ビット単位でガードインターバルが付加される。
ガードインターバルは、情報符号系列の所定単位のバックポーチをコピーしてフロント側
に挿入したものであり、この処理を、メモリを用いた遅延加算により実行する。このガー
ドインターバル付加により、ＯＦＤＭ変調の単位情報符号系列であるＯＦＤＭシンボルが
形成される。
【００２９】
　直交変調回路３８５は、いわゆるＯＦＤＭ変調を行う回路である。直交変調回路３８５
は、ＩＦＦＴ回路３８３で発生され、ガードインターバル付加回路３８４でガードインタ
ーバルが付加された実数部データＲｅおよび虚数データＩｍを直交変調する。
【００３０】
　そのための構成として直交変調回路３８５は、図４に示すように、２個の乗算回路３８
５１と３８５２、加算回路３８５３および局部発振回路３８５４からなる。ＩＦＦＴ回路
３８３で発生された実数時間信号出力（実数部データ）Ｒｅと虚数時間信号出力（虚数部
データ）Ｉｍがガードインターバル付加回路３８４を経由してそれぞれ乗算回路３８５２
と３８５１に供給される。また局部発振回路３８５４は固定の周波数で発振し、０°と９
０°位相の２つの発振出力を２つの乗算回路３８５２と３８５１にそれぞれ供給する。こ
れら２つの乗算回路３８５２と３８５１からの出力を加算回路３８５３で合成し、直交変
調信号として出力する。
【００３１】
　図１に示す帯域統合回路３９は、Ｎ個の変調処理回路３８-1～３８-Nから送られてくる
直交変調信号（それぞれＫ個の単位副搬送波群）の周波数帯域を統合することによって、
元の情報符号系列、すなわち多重化回路３５からのトランスポートストリームＴＳ０でＫ
×Ｎ個のＯＦＤＭキャリアを変調した信号と等価な１つの周波数帯域のＯＦＤＭ変調信号
Ｓ３９を発生する回路である。この周波数帯域の統合のための構成として、帯域統合回路
３９は、変調処理回路３８-1～３８-Nの対応する何れかの出力に一方側の入力が接続され
たミキサからなるＮ個の送信周波数変換回路３９１-1～３９１-Nと、これらの送信周波数
変換回路３９１-1～３９１-Nの出力を合成する加算器からなる合成回路３９２とを有する
。また、送信局部発振回路４０は、Ｎ個の送信周波数変換回路３９１-1～３９１-Nの他方
側の入力に所定間隔で周波数が異なるＮ個の送信発振信号を供給可能に構成されている。
以下、１番目の送信周波数変換回路３９１-1に供給される送信発振信号の周波数をｆ11、
２番目の送信周波数変換回路３９１-2（図示省略）に供給される送信発振信号の周波数を
ｆ12、・・・、Ｎ番目の送信周波数変換回路３９１-Nに供給される送信発振信号の周波数
をｆ1Nと表記する。
【００３２】
　周波数帯域の統合後のＯＦＤＭ変調信号Ｓ３９は、次段の送信高周波回路(TXRF)４１で
、必要に応じて内蔵のローパスフィルタにより高調波などの不要雑音が除去され、必要に
応じて増幅された後、所定の高周波信号に変換される。この高周波信号は１つの周波数帯
域を有する伝送信号＃０として、送受信部４のダイプレクサ(Dip.)４Ｂを通って空中線（
アンテナ：Ant.）４Ａから送信される。
【００３３】
　図５は周波数帯域の統合を示す模式図、図６は周波数帯域の統合後の伝送信号＃０を示
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す図である。
　図５（Ａ）～図５（Ｄ）に、変調処理回路３８-1，３８-2，３８-3，３８-4の各出力信
号＃１，＃２，＃３，＃４を、横軸を周波数として模式的に示す。各出力信号＃１，＃２
，＃３，＃４は、周波数間隔がｆ０と一定で隣接波が互いに直交関係を維持する所定数Ｋ
の単位副搬送波からなる信号に変調された中間周波数帯のＯＦＤＭ信号となっている。こ
のようなＯＦＤＭ信号を発生するための条件として、変調処理回路３８-1，３８-2，３８

-3，３８-4が同一の伝送路符号化パラメータ、すなわちＮ個の誤り訂正符号化回路３８１
の符号化率が同一で、Ｎ個のインターリーブ回路のインターリーブパラメータが同一に規
定されていることが必要である。また、Ｎ個のＩＦＦＴ回路３８３が同期して動作し、Ｎ
個のガードインターバル付加回路３８４は、一定長のガードインターバルをシンボル内の
同一タイミングで付加するように動作し、さらに、複数の変調処理回路３８－１～３８－

Ｎのシンボル生成部で生成されるシンボルの時間長および出力タイミングが揃っているこ
とが必要である。
【００３４】
　図５（Ｅ）に、これらの中間周波数帯のＯＦＤＭ信号＃１～＃４の周波数帯域を統合す
ることにより形成され、さらに高周波変換により伝送周波数帯にシフトされることにより
形成された伝送信号＃０を模式的に示す。
　周波数帯域の統合は、前述した送信周波数変換回路３９１-1～３９１-Nが、変調処理回
路３８-1,…,３８-4からの中間周波数帯のＯＦＤＭ変調信号を局部発振回路４０からの発
振信号と混合することにより所定の周波数帯域に変換し、変換後の信号を合成（加算）す
ることにより実行される。ここで、所定の周波数帯域を決める発振周波数ｆ11～ｆ14（図
１参照）は送信周波数変換回路３９１-1～３９１-4ごとに異なる周波数である。図５に示
すように、４番目の送信周波数変換回路３９１-4に供給される発振信号の周波数ｆ14を最
も高い周波数とすると、３番目の送信周波数変換回路３９１-３に供給される発振信号の
周波数ｆ13はｆ13＝ｆ14－Ｋ・ｆ0、２番目の送信周波数変換回路３９１-2に供給される
発振信号の周波数ｆ12はｆ12＝ｆ14－２Ｋ・ｆ0、そして、１番目の送信周波数変換回路
３９１-4に供給される発振信号の周波数ｆ11はｆ11＝ｆ14－３Ｋ・ｆ0とすることが望ま
しい。この場合、各送信周波数変換回路３９１-1～３９１-4からの信号＃１～＃４はそれ
ぞれ隣接するように配置されて周波数帯域が統合され、高周波変換を経ると１つのＯＦＤ
Ｍ変調信号＃０が形成される。以下、この高周波変換後のＯＦＤＭ変調信号（Ｎ個の単位
副搬送波群）＃０を「無線チャネル信号」、その伝送周波数帯域を「無線チャネル」、無
線チャネル信号を構成する各単位副搬送波群のＯＦＤＭ変調信号＃１～＃４を「無線副チ
ャネル信号」、その伝送周波数帯域を「無線副チャネル」と、ここではいう。
【００３５】
　図６（Ｂ）に、Ｎ個の無線副チャネル信号＃１，＃２，＃３，…，＃Ｎからなる統合さ
れた無線チャネル信号＃０を、横軸を周波数ｆとして模式的に示す。また、その一部を図
６（Ｃ）に拡大して示す。ここでは、発振周波数ｆ11～ｆ14で示した上記条件をＮ個の発
振周波数に拡張して適用している。なお、図６（Ａ）は、無線チャネル間にガードバンド
を備える無線チャネル信号＃０を示す。
　無線チャネルが複数の場合、無線チャネル信号間の直交性が確保されていないと、一般
的に、無線チャネル信号間での搬送波干渉妨害が大きくなる。図６（Ａ）に示す無線チャ
ネル信号＃０は、搬送波干渉妨害の防止のために一定の周波数幅ｆgdのガードバンドを無
線副チャネル信号＃１と＃２の間、＃２と＃３の間、・・・に設けている。ところが、本
発明では、この周波数幅ｆgdが単位副搬送波ｆ０の複数倍に規定されていることから、そ
の干渉妨害波が各無線チャネル信号に影響しない。
【００３６】
　一方、図６（Ｃ）に示す無線チャネル信号＃０では、周波数帯域が最も低い無線副チャ
ネル信号＃１を構成するＯＦＤＭ単位副搬送波のうちで最も高い周波数の単位副搬送波Ｓ
Ｃkと、これに隣接する無線副チャネル信号＃２を構成するＯＦＤＭ単位副搬送波のうち
で最も低い周波数の単位副搬送波ＳＣk+1との間隔は、各無線副チャネル信号＃１～＃４
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を構成するＯＦＤＭ単位副搬送波間隔ｆ0と等しく設定される。この設定は、他の無線副
チャネル信号＃２と＃３の間、＃３と＃４との間、・・・でも同じである。
　このように無線副チャネル間隔を単位副搬送波間隔ｆ0と等しくすることにより、無線
副チャネル間を切れ目無く配置することができ、帯域の有効利用が可能になる。また、無
線副チャネル信号間で直交性が確保される。そのため、統合された無線チャネル信号＃０
の信号全体で直交性が確保され、無線副チャネル信号間での搬送波干渉妨害を排除するこ
とが可能になる。以上より、周波数帯域を統合した高周波の無線チャネル信号＃０は副搬
送波間の直交性が確保され、以後、１つのＯＦＤＭ変調信号として取り扱うことが可能と
なる。
　なお、図６（Ａ）に示す無線チャネル信号＃０も、単位副搬送波間で直交性がたもたれ
ていることからＯＦＤＭ変調信号の一種である。
　このような１つに統合された無線チャネル信号＃０の形成で無線副チャネル信号＃１～
＃４の適正配置のために、局部発振回路４０から供給する局部発振周波数ｆ11～ｆ1Nの隣
接周波数間隔を正確にＫ・ｆ0にする必要がある。このような周波数制御は、クロック生
成等を行う回路６からのクロックに同期した信号をリファレンスとして動作する周波数シ
ンセサイザにより局部発振回路４０を構成させることで実現できる。
【００３７】
　なお、ここで説明した例ではワイヤレスカメラと基地局間における制御信号の伝送にワ
イヤレスカメラ側はダイプレクサを用いて同一の空中線で行うとしたが、空中線（伝送路
）を分離する構成であっても構わない。
【００３８】
　つぎに、第２の無線送受信装置の構成と動作を説明する。
【００３９】
　図７に第２の無線送受信装置の構成を示す。
　図解する第２の無線送受信装置１０は、受信空中線（受信アンテナ：Ant.）１１Ａ、複
数Ｎ個の受信処理回路１２-1，１２-2，…，１２-N、Ｎ個の復号回路(dec.)１３-1，１３

-2，…，１３-N、および、これらの各回路と第２の無線送受信装置全体を制御する受信制
御部(Controller)１４を有する。なお、ここでは送信側の分割数が最大数Ｎであり、それ
に対応できるように第２の無線送受信装置１０が構成されている。ただし、実際に用いら
れる並列処理回路部分の数Ｍ（≦Ｎ）は送信側の動作に連動して任意に変更される。以下
、最大数Ｎの並列処理回路部分を用いる場合を例示する。
【００４０】
　各受信処理回路１２-1，１２-2，…，１２-Nは、受信高周波回路(RXRF)１２１、「帯域
分離回路」としてのＮ個の帯域通過フィルタ回路(BPF)１２２-1，…，１２２-N、Ｎ個の
周波数変換回路１２３-1，…，１２３-N、局部発振回路１２４、「復調処理回路」として
のＮ個のＯＦＤＭ復調回路(Demod.)１２５-1，…，１２５-N、Ｎ個の時間圧縮回路(Time 
Compressor)１２６-1，…，１２６-N、時間圧縮後の信号（情報符号系列）を合成する「
合成回路」としての多重化回路(MUX)１２７を有する。
【００４１】
　図８に、復調処理回路１２５-Ｉ(I=1～N)の構成を示す。
　復調処理回路１２５-Ｉは、直交復調回路(Quad. Demodulator)１２５１、高速フーリエ
変換（ＦＦＴ：Fast Fourier Transform）回路１２５２、等化回路(Equalizer)１２５３
、および、誤り訂正処理（ＦＥＣ：Forward Error Correction）された情報符号系列を復
号する誤り訂正復号化回路(FEC Decoder)１２５４を有する。
【００４２】
　つぎに、第２の無線送受信装置の基本的な動作を説明する。
　受信空中線１１Ａで受信された無線チャネル信号は受信高周波回路１２１に入力され、
所定の信号増幅や選局処理を受けて所定の中間周波数に変換される。
　受信高周波回路１２１の出力はＮ系統に分岐して、それぞれ帯域分離回路１２２-1，…
，１２２-Nに入力される。各帯域分離回路１２２-1，…，１２２-Nは、入力される無線伝
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送信号に対し、それぞれ所定の帯域通過フィルタリング処理を行う。各帯域分離回路１２
２-1，…，１２２-Nの信号の通過帯域は、そのバンド幅がＫ・ｆ0に設定されている。こ
こで、定数Ｋは送信側で規定されている１つの無線副チャネルを構成する単位副搬送波の
本数であり、周波数ｆ0は単位副搬送波の周波数間隔である。また、各帯域分離回路１２
２-1，…，１２２-Nの信号の通過帯域は、その通過帯域の幅Ｋ・ｆ0を単位とした間隔で
順次異なるように設定されている。ここでは、たとえば、帯域分離回路１２２-1の通過帯
域が周波数軸上で最も低く、次に帯域分離回路１２２-2の通過帯域が低く、帯域分離回路
１２２-Nの通過帯域が周波数軸上で最も高い。帯域分離回路１２２-1，…，１２２-Nから
は、互いに異なる所定の周波数で一定のバンド幅Ｋ・ｆ0を有する複数の信号（以下、副
チャネル信号という）が出力される。
【００４３】
　通過帯域フィルタリングされて所定のバンド幅となった各副チャネル信号は、帯域分離
回路のそれぞれの出力チャネルに接続されている周波数変換回路１２３-1，…，１２３-N

の何れかの一方側入力に供給される。周波数変換回路１２３-1，…，１２３-Nの他方側入
力には、それぞれｆ11，ｆ12，…，ｆ1Nの周波数を有する局部発振信号が局部発振回路１
２４から供給される。このＮ個の局部発振信号の周波数ｆ11，ｆ12，…，ｆ1Nは、送信側
で周波数帯域を統合する際に用いた局部発振信号の周波数と同じに設定されている（図１
および図５参照）。各副チャネル信号は、これらの局部発振信号と周波数混合されて所定
の周波数に変換される。
【００４４】
　なお、局部発振回路１２４は、受信制御部１４の制御により不必要な局部発振信号ｆ11
～ｆ1Nを停止させる制御を行うように構成できる。これにより、不要な信号やノイズが周
波数変換されるのを防止することができる。
　とくに、本発明では異なる周波数帯域の最大Ｎ個の複数の無線伝送信号を同時受信でき
ることから、その場合に混信が起こらないためには、受信処理回路１２-1～１２-Nの全て
の周波数変換回路１２３-1～１２３-Nは、受信制御部１４から入力する制御信号に応じて
、重複して同じ周波数帯域の副チャネル信号を周波数変換しないように制御される。この
制御は、受信制御部１４が受信処理回路のそれぞれに対し、その局部発振回路１２４に特
定の局部発振信号の停止を指示することにより実行される。周波数変換が停止された周波
数変換回路からは高い周波数の信号が出力されるが、この不要な信号は図示を省略した後
段の低域通過フィルタで除去される。
【００４５】
　以上の帯域通過フィルタリング処理と周波数帯域変換を、図９を用いてさらに詳細に説
明する。図９は通過帯域の分離および変換動作を、横軸を周波数ｆとして示す模式図であ
る。
【００４６】
　図９（Ａ）に受信高周波回路１２１により中間周波数に変換した無線チャネル信号＃０
を示す。中間周波数の無線チャネル信号＃０は、先に記述したワイヤレスカメラ１から出
力されたものであり、複数Ｎ個の無線副チャネル信号＃１，＃２，…，＃Ｎの信号の周波
数帯域を統合して発生される。前述したように、各無線副チャネル信号＃１，＃２，…，
＃Ｎ内のＫ本の単位副搬送波間隔および隣接する２つの無線副チャネル信号＃１と＃２、
＃２と＃３、・・・の周波数間隔はともにｆ0であり、無線チャネル信号＃０は全体でＫ
×Ｎ本の単位副搬送波からなるＯＦＤＭ変調信号となっている。
　なお、この図９（Ａ）に示す構成は、最大の周波数帯域を有する場合であり、当該第２
の無線送受信装置１０はＮ以下で１以上の任意の数Ｍ（≦Ｎ）の無線副チャネルからなる
無線チャネル信号を同時に受信できる。ただし、同時受信の場合は、Ｎ個の無線副チャネ
ル信号＃１，＃２，…，＃Ｎの何れも、同時受信する複数の受信信号で共通して利用され
ていないことが条件となる。このような同時受信およびチャネル利用の変更についての詳
細は後述する。
【００４７】
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　図９（Ｂ）～図９（Ｄ）に、周波数変換後の副チャネル信号＃１，＃２，…，＃Ｎを示
す。
　このような副チャネル信号＃１，＃２，…，＃Ｎの周波数を揃えるには、最初に帯域分
離回路（帯域通過フィルタ回路）１２２-1，…，１２２-Nによって周波数帯域分離を行う
必要がある。このとき周波数帯域分離と同時に、Ｎ個の副チャネルのイメージや後段のデ
ィジタル処理における標本化クロックによる折り返し歪が抑圧される。ところが、各副チ
ャネル信号＃１，＃２，…，＃ＮはＯＦＤＭ単位副搬送波間隔ｆ0で隣接しており、通過
帯域フィルタ回路によって隣接する副チャネルのＯＦＤＭ副搬送波を急峻に遮断すること
は困難である。そのため、多少の隣接チャネル搬送波成分が各副チャネル信号＃１，＃２
，…，＃Ｎに残留することになる。
【００４８】
　つぎに、周波数変換回路１２３-1，…，１２３-Nにより、それぞれの分離された副チャ
ネル信号＃１，＃２，…，＃Ｎの周波数を揃える処理を行う。このとき、ＯＦＤＭ副チャ
ネル信号の単位副搬送波数Ｋと単位副搬送波間隔ｆ0の積であるＫ・ｆ0の周波数差を有す
るＮ個の局部発振信号（周波数：ｆ11，ｆ12，…，ｆ1N）を用いる。たとえば、最も低域
側の副チャネル信号＃１の周波数変換時の局部発振周波数をｆ11とすると、次に周波数が
低い２番目の副チャネル信号＃２に対しｆ12＝ｆ11＋Ｋ・ｆ0の局部発振周波数を用い、
３番目の副チャネル信号＃３に対しｆ13＝ｆ11＋２Ｋ・ｆ0の局部発振周波数を用い、・
・・、最も高域側の副チャネル信号＃Ｎに対しｆ1N＝ｆ11＋（Ｎ－１）Ｋ・ｆ0の局部発
振周波数を用いる。
【００４９】
　図９（Ｂ）～図９（Ｄ）において、各単位副搬送波を実線の矢印で示し、分離時に帯域
通過フィルタにより除去できずに残留した隣接副チャネルの単位副搬送波を破線の矢印で
示す。副チャネル信号＃１，＃２，…，＃Ｎをそれぞれ所定の周波数に変換したときに、
この残留した余分な単位副搬送波もそれぞれ所定の周波数で変換され、たとえば図示のよ
うに残存する。具体的に、最も低域側の副チャネル信号＃１には、その高域側端からｆ0
周期で数本の残留波が存在し、これとは反対に、最も高域側の副チャネル信号＃Ｎには、
その低域側端からｆ0周期で数本の残留波が存在する。また、その間の副チャネル信号＃
２～＃Ｎ－１には、高域側と低域側の双方にそれぞれｆ0周期で数本の残留波が存在する
。
　しかし、送信装置の周波数帯域統合でも記述したが、統合された副チャネル信号＃１～
＃Ｎは、その隣接する副チャネル信号の境界をはさんで隣接し、かつ属する副チャネルが
異なる２本の単位副搬送波は、その位相が直交している。そのため、２本の単位副搬送波
の一方が残留波であっても、これが他方の単位副搬送波に影響しない。このような理由に
より、当該第２の無線送受信装置１０は帯域分離回路１２２-1，…，１２２-Nに帯域通過
フィルタを用いることができることから、周波数帯域分離が簡単な構成で容易にできると
いう利点がある。
【００５０】
　このようにして、Ｎ個の副チャネル信号の副単位搬送波の周波数が一定に揃えられ、あ
るいは、副チャネル信号がベースバンド信号に変換される。周波数帯域が一定の低いレベ
ルに揃えられた副チャネル信号のそれぞれは、対応する復調処理回路１２５-1，…，１２
５-Nの何れかに出力される。
【００５１】
　各復調処理回路１２５-1，…，１２５-Nで、入力された副チャネル信号に対し所定の復
調処理が施される。
　図８に示すように、最初に、直交復調回路１２５１により副チャネル信号が直交復調さ
れ、実数部および虚数部のベースバンド信号に変換される。直交復調回路１２５１は、と
くに図示しないが、動作クロック等を発生する回路部（不図示）からのクロックにより動
作し、位相が９０度異なる２つの発振信号を発生し、この２つの位相差を変化させながら
副チャネル信号を直交変調する。この構成はＮ個の直交復調回路１２５１で共通しており
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、しがって直交復調パラメータも共通する。
【００５２】
　実数部および虚数部の時間信号がＡＤ変換された後に、ＦＦＴ回路１２５２の実数部入
力および虚数部入力に供給される。ＦＦＴ回路１２５２は、入力した実数部および虚数部
の時間信号を時間領域の信号から周波数領域の信号に変換する。このとき副チャネル信号
には隣接副チャネルの単位副搬送波が残留しているが、先にも説明したように隣接副チャ
ネルの残留搬送波は復調すべき副チャネルと直交しているために復調信号に妨害を与える
ことはない。
【００５３】
　ＦＦＴ回路１２５２により周波数領域に変換された副チャネル信号は、等化回路１２５
３に供給され伝送路特性の等化が行われる。この等化回路１２５３は、とくに地上波伝送
では避けられないマルチパスによる周波数特性を補正する回路であり、伝送信号中に挿入
されている既知のパイロット信号を参照して伝送特性を推定し、これを補償する機能を有
している。
【００５４】
　等化回路１２５３の出力は誤り訂正復号化回路１２５４に供給され、各種の誤り訂正処
理が行われ、誤り訂正された副チャネル情報符号系列が復調処理回路１２５-Iより出力さ
れ、図７に示す時間圧縮回路１２６-1，…，１２６-Nに入力される。
【００５５】
　時間圧縮回路１２６-1，…，１２６-Nで、入力された副チャネル情報符号系列に対し副
チャネル数（分割数）Ｎに等しいＮ倍の時間圧縮処理が施される。時間圧縮後の情報符号
系列はひと続きの符号化系列（トランスポートストリーム）となり、次段の合成回路１２
７に入力され、ここで合成処理が実行される。以下、時間圧縮回路１２６-1，…，１２６

-Nから出力される副チャネルのトランスポートストリームをＴＳ-1，…，ＴＳ-Nと表記し
、合成後に復元されたトランスポートストリームをＴＳ０と表記する。
【００５６】
　図１０（Ａ）～図１０（Ｃ）は、時間圧縮前のトランスポートストリームＴＳ-1，…，
ＴＳ-NをＴＳパケット単位で示すタイムチャートである。また、図１０（Ｄ）は、トラン
スポートストリームＴＳ-1，…，ＴＳ-Nがそれぞれ時間圧縮された後に合成されて形成さ
れたトランスポートストリームＴＳ０をＴＳパケット単位で示すタイムチャートである。
　合成回路１２７は、Ｎ個の入力から同期して供給されるトランスポートストリームＴＳ

-1，…，ＴＳ-Nの各ＴＳパケットを入力順に時分割し、一定の順序で出力に送出する多重
化回路である。たとえば、ある時点で同期入力されたＮ個のＴＳパケットの分割をトラン
スポートストリームＴＳ-1，…，ＴＳ-Nの順に実行し、その分割の順に直列にＮ個のパケ
ット列を並べて送出する。この同期動作を順次繰り返すと合成回路１２７からは１つの時
系列のトランスポートストリームＴＳ０が再生されて出力される。
【００５７】
　しかし、時間的に直列に並べるに際し、副チャネル情報符号系列のＴＳパケットを並べ
る順序に誤りが生じる可能性がある。以下、その誤ったＴＳパケットの順序の検出と修正
（並べ替え）について記述する。
　ＯＦＤＭ変調後のＴＳパケットは１８８バイトで構成され、ＴＳパケット先頭の４バイ
トはヘッダーと呼ばれる領域であり、このヘッダーに各種のパケット制御情報が記載され
ている。より詳細に、ヘッダーは、８ビットの「同期バイト」、１ビットの「トランスポ
ート・エラー表示」、１ビットの「ペイロード・ユニット開始表示」、１ビットの「トラ
ンスポート・プライオリティ」、１３ビットの「パケットＩＤ」、２ビットの「トランス
ポート・スクランブル制御」、２ビットの「アダプテーションフィールド制御」および４
ビットの「コンティニュイティカウンタ」から構成される。
【００５８】
　ヘッダーを除く１８４バイトは、パケット制御情報の拡張部分であるアダプテーション
フィールドないし実際の伝送情報であるペイロードである。
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　ＴＳパケットには、
（１）ヘッダーとペイロードで構成されるパケット（アダプテーションフィールド制御情
報が「０１」の場合）、
（２）ヘッダーとアダプテーションフィールドで構成されるパケット（アダプテーション
フィールド制御情報が「１０」の場合）、
（３）ヘッダーとアダプテーションフィールド、ペイロードで構成されるパケット（アダ
プテーションフィールド制御情報が「１１」の場合）
の３通りがある。
　この（１）から（３）のどの構造を有したＴＳパケットであるかは、上記のように２ビ
ットの「アダプテーションフィールド制御情報」により識別できる。
【００５９】
　また、ペイロードが含まれるパケット、すなわち（１）と（３）の場合には、ヘッダー
中に存在する４ビットの巡回カウンタであるコンティニュイティカウンタ値が順次増加す
ることになっている。よってヘッダー中のこれらアダプテーションフィールド制御情報と
コンティニュイティカウンタ値を監視することによって、副チャネルで伝送されてきた複
数のＴＳパケットを再構築するときのパケット順序を制御することができる。すなわち、
ＴＳパケットの再構築に際し、次に出力すべきＴＳパケットのアダプテーションフィール
ド制御情報でパケット構造を認識し、（１）または（３）の構造を有するＴＳパケットで
ある場合、現在のコンティニュイティカウンタ値より１大きいコンティニュイティカウン
タ値を有するＴＳパケットを選択し、（２）の構造を有するＴＳパケットである場合、現
在のコンティニュイティカウンタ値と等しい値を有するパケットを選択してパケットを再
構築するようにする。
　図１０に示すＴＳパケット内の数字はコンティニュイティカウンタ値を表している。な
お、ここではその詳細説明を省略するが、各副チャネル情報符号系列からパケット単位で
の時間軸圧縮はパケットヘッダーの先頭に記載されている同期バイト（８ビットの同期用
ユニークワード）を検出してパケット同期を確立し、メモリを用いて簡単に時間圧縮処理
を行うことができる。
【００６０】
　このようにして合成され、必要に応じてＴＳパケットの再構築がされたトランスポート
ストリームＴＳ０は、それぞれの復調処理回路１２５-1，…，１２５-Nから、対応する復
号回路１３－１～１３-Nに出力され、ここで複数のワイヤレスカメラ１から伝送されてく
る高能率符号化された符号系列（トランスポートストリームＴＳ０）を映像信号や音声信
号としてそれぞれ再生する。再生された映像信号や音声信号の情報は、それぞれモニタ１
０００-1～１０００-Nから画像や音声として表示または出力される。
【００６１】
　なお、全ての受信処理回路１２-1，１２-2，…，１２－Nからトランスポートストリー
ムが出力される場合は、各トランスポートストリームを構成する副チャネル数Ｎが１で、
Ｎ個の副チャネル信号＃１～＃Ｎがそのまま無線伝送されて受信され分割なし処理される
場合に限られることから、このような場合はむしろ稀である。副チャネル信号＃１～＃Ｎ
の周波数帯域は最小の情報を送る単位であるため、通常、高解像度画面などの無線伝送信
号は複数の副チャネル信号から構成される。その場合、幾つかの再生チャネルにはモニタ
を接続する必要がないことに注意を要する。
【００６２】
　本実施の形態におけるワイヤレス送受信システムは、先に記述した基本構成の第１の無
線送受信装置（ワイヤレスカメラ１）を数台、上述した基地局側の第２の無線送受信装置
１０を１台（または複数台）で構成される。
　このワイヤレス送受信システムの特徴は、伝送チャネルの数および使用する伝送チャネ
ルの構成を柔軟に変更できる点にある。以下、この点について、ワイヤレスカメラ１と第
２の無線送受信装置１０の変更制御のための構成と動作、ならびに運用例について説明す
る。
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【００６３】
　基地局側の第２の無線送受信装置１０は、図７に示すように、上述した受信機能のほか
に変更等の制御情報を発信するための送信機能、すなわち送信処理部１５と送信空中線（
送信アンテナ：Ant.）１１Ｂを備える。
　送信処理部１５は、変調回路(Mod.)１５１、送信周波数変換回路１５２、局部発振回路
１５３および送信高周波回路(TRRF)１５４を有する。送信高周波回路１５４からは変調後
の制御情報が出力され、送信アンテナ１１Ｂから無線によりワイヤレスカメラ１に送信さ
れる。
【００６４】
　一方、ワイヤレスカメラ１側では、図１に示す受信処理部５が、受信高周波回路(RXRF)
５１、受信周波数変換回路５２、局部発振回路５３および復調回路(Demod.)５４を有する
。復調回路５４から復調後の制御情報が出力され、送信制御部７に入力される。
【００６５】
　使用時に、基地局にいるオペレータはモニタ１０００-1～１０００-Mを見ながら、実際
に放送波として送出する優先度が高い映像や音声を選択する。この選択によりシステムを
変更する必要があるときは、そのオペレータの操作を受信制御部１４が検出すると、受信
制御部１４は、この操作に関連付けて各ワイヤレスカメラに対して送信帯域幅や送信周波
数などの制御情報を設定する。受信制御部１４で発生した各ワイヤレスカメラに対する制
御情報Ｓ１４は変調回路１５１により変調され、さらに送信局部発振回路１５３からの発
振信号で周波数変換する送信周波数変換回路１５２と送信高周波回路１５４を経て送信空
中線１１Ｂからり各ワイヤレスカメラへ送信される。
【００６６】
　この送信された制御信号は図１に示す空中線４Ａによって捕捉され、ダイプレクサ４Ｂ
を介して受信高周波回路５１で適当なレベルに増幅し、さらに受信局部発振回路５３から
の発振信号で周波数変換する受信周波数変換回路５２によって適当な中間周波数に変換さ
れた後、復調回路５４によって制御信号が復調され、送信制御部７に基地局からの制御信
号が入力される。送信制御部７は制御信号から自己の制御に関わる制御信号のみを抽出し
、映像符号化回路３２、音声符号化回路３４に対して符号化速度を制御し、また、分割回
路３６や送信局部発振回路４０を制御して帯域幅を制御する。さらに、送信高周波回路４
１を制御して送信周波数を制御してもよい。
【００６７】
　図１１に、５台のワイヤレスカメラ１（以下、＃Ｃ１，＃Ｃ２，＃Ｃ３，＃Ｃ４，＃Ｃ
５と表記）を運用する場合を例に、その周波数と帯域幅の配置の例を示した。図１１（Ａ
）は通常運用時、図１１（Ｂ）は変更例を示す。また、図１２に通常運用時の伝送チャネ
ルの周波数帯域割り当てを示す。
【００６８】
　図１１（Ａ）および図１２に示すように、この運用例では２つの広帯域伝送チャネルＣ
ｈ１とＣｈ２、３つの狭帯域伝送チャネルＣｈ３～Ｃｈ５が定常的に割り当てられている
。ここで、図１２中、符号ｆBWはＫ本の単位副搬送波からなる１つの副チャネルの周波数
帯域幅である。したがって、ワイヤレスカメラ１側および第２の無線送受信装置１０側の
周波数帯域の分割数Ｎ＝９となる。第２の無線送受信装置１０の受信処理回路１２-1と１
２-2は周波数帯域の３分割設定であり、他の受信処理回路１２-3～１２-5は周波数分割な
しの設定である。また、ワイヤレスカメラ＃Ｃ１と＃Ｃ２はＨＤＴＶ用の高い伝送レート
の情報符号系列の３分割設定であり、他のワイヤレスカメラ＃Ｃ３～＃Ｃ５はＳＤＴＶ用
の低い伝送レートの情報符号系列の分割なしの設定である。
　ここでは、どのワイヤレスカメラも構成は同じであり、ワイヤレスカメラ＃Ｃ３～＃Ｃ
５も現在のＳＤＴＶ用からＨＤＴＶ用へと変更可能に構成されている。
【００６９】
　基地局では５台のワイヤレスカメラ＃Ｃ１，＃Ｃ２，＃Ｃ３，＃Ｃ４，＃Ｃ５から送ら
れてくる全ての映像や音声をモニタできるので、オペレータはどのワイヤレスカメラから
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の信号を番組構成上優先するかを決定することができる。図１１（Ａ）はオペレータがワ
イヤレスカメラ＃Ｃ１と＃Ｃ２からの信号を番組制作上優先すると判断した場合であり、
優先するワイヤレスカメラ＃Ｃ１，＃Ｃ２にそれぞれ広帯域チャネルであるＣｈ１とＣｈ
２を割り当てている。よって番組への送出映像として、ワイヤレスカメラ＃Ｃ１と＃Ｃ２
で撮影された映像のうち何れかを高品質で第２の無線送受信装置からキー局へ送出させる
ことができる。
【００７０】
　図１１（Ｂ）はオペレータがワイヤレスカメラ＃Ｃ２と＃Ｃ３からの信号を番組制作上
優先する必要があり、ワイヤレスカメラ＃Ｃ２と＃Ｃ３にそれぞれ広帯域チャネルである
Ｃｈ２，Ｃｈ１を割り当てるために、図１１（Ａ）の状態から図１１（Ｂ）の状態に切り
換えて優先ワイヤレスカメラを変更する場合を示している。ワイヤレスカメラ＃Ｃ２はと
もに優先ワイヤレスカメラとなっていることからチャネルを変更する必要はない。よって
、たとえば図１１（Ａ）における優先ワイヤレスカメラ＃Ｃ１と＃Ｃ２のうち、ワイヤレ
スカメラ＃Ｃ１の信号を実際にオンエアー送出し、次にワイヤレスカメラ＃Ｃ２の信号を
オンエアー送出する場合、オペレータは直ちにワイヤレスカメラを切り替えることができ
る。ただし、図１１（Ａ）において優先ワイヤレスカメラでなく狭帯域チャネルを用いて
いるワイヤレスカメラ＃Ｃ３，＃Ｃ４または＃Ｃ５に広帯域チャネルを切り替える図１１
（Ｂ）のような場合、切り替え後の信号品質を高品質とするため一旦、次に切り替えるべ
きワイヤレスカメラに広帯域チャネルであるＣｈ２をワイヤレスカメラ＃Ｃ１に代わって
割り当て、所望のワイヤレスカメラからの信号を安定して受信するまで多少切り替え時間
を待たねばならないことになる。
　ただし、本実施の形態では、この広帯域チャネルを使用中のワイヤレスカメラから一時
的に、他のワイヤレスカメラに割り当てる必要性が必ずしもあるわけではない。本実施の
形態で広帯域チャネルが連続した周波数領域を利用するという制約がある場合は、上記の
ような切り替え作業が必要となるが、その必要がない場合に本実施の形態では、その第２
の無線送受信装置やワイヤレスカメラの構成上、任意の周波数帯域の選択が可能であるこ
とから、離れ離れの複数の周波数帯域を使って１つの広帯域映像を伝送することも可能で
ある。その場合、切り替えのために一時的にチャネルを空ける必然性はなく、より運用し
やすいという利点がある。
【００７１】
　なお、このワイヤレスカメラと第２の無線送受信装置との切り替え制御方法は、送信装
置と第２の無線送受信装置を先に出願した特許文献１のように複数Ｎ個の無線伝送路を用
いる構成、すなわちＮ個の送信アンテナ、Ｎ個の送信部、Ｎ個の受信アンテナおよびＮ個
の受信部を有する構成にも適用できる。この場合、伝送チャネルの割り当て（広帯域また
は狭帯域チャネルと無線伝送チャネルとの対応付け）を任意にできるように、個々に受信
したＮ個の受信信号の統合を任意に行う機能および構成を第２の無線送受信装置に追加す
る。また、情報ソースをパケット分割して直交性を維持しつつ複数の無線伝送路（任意に
選択し変更可）に分けて送信させる機能、伝送レートを変更する機能および構成を送信装
置に追加する。この場合、元々の情報ソースが同じであれば、送信側で直交性を維持しま
ま複数の周波数帯域に分割して個別の無線伝送信号で情報が送られてきても、その受信信
号と情報ソースの対応関係が制御情報として分かれば、直交性を維持しながら受信側で元
の情報ソースの復調および統合は可能である。このために、上記伝送チャネルの割り当て
や伝送レートの変更のための制御情報を送信装置に送信するための機能および構成を第２
の無線送受信装置に追加し、また、これらの制御情報を受信して、受信した制御情報にも
とづいて情報ソースの分割先や複数の無線伝送路の選択を変更できる制御機能と、そのた
めの構成を送信装置に追加する。
　その他、運用周波数やその帯域幅、運用方法は上記例に限定されるものではない。
【００７２】
　本実施の形態では、以下の数々の利点がある。
【００７３】
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　第１の無線送受信装置１に関し、第１に、入力される制御信号に応じて送信制御部７が
、情報符号系列（トランスポートストリームＴＳ０）の伝送レート、たとえば符号化速度
を変更し、これに応じてトランスポートストリームＴＳ０の分割数Ｍを最大分割数Ｎ以下
の範囲で任意に変更できる。このとき、送信局部発振回路４０から出力される局部発振信
号の周波数ｆ11～ｆ1Nを送信制御部７が制御して１つに統合されたＯＦＤＭ変調信号＃０
を形成する。したがって、送信すべきトランスポートストリームの情報量に適合した周波
数帯域での無線通信が可能となる。
　第２に、入力される制御信号に応じて送信制御部７が、無線チャネル信号＃０の周波数
を変更できる。これにより、とくに複数の受信信号を受けて、受信信号ごとの無線チャネ
ル信号を限られた周波数帯域幅内で適正配置することが可能となる。
　第３に、周波数帯域が統合された送信信号が、広帯域信号を比較的低い周波数のサブキ
ャリアに分散して伝送するＯＦＤＭ変調信号であるためマルチパス耐性が高く、また、送
信部が単一で構成が簡素なＯＦＤＭ送信装置が実現できる。送信信号を１つのＯＦＤＭ変
調信号とするための条件は、（１）Ｎ個の誤り訂正符号化回路３８１の符号化率が同一で
、（２）Ｎ個のインターリーブ回路のインターリーブパラメータが同一に規定されて、（
３）Ｎ個のＩＦＦＴ回路３８３が同期して動作し、（４）Ｎ個のガードインターバル付加
回路３８４は、一定長のガードインターバルをシンボル内の同一タイミングで付加するよ
うに動作し、（５）同一のシンボル長とし、（６）変調処理、とくに直交変調を同一のク
ロックで行い、シンボルの生成を同一のクロックで行う必要がある。この（１）～（６）
の６つの条件を満たすと、１つの無線チャネル信号が完全な１つのＯＦＤＭ変調信号とな
る。なお、このうち幾つかの条件が欠けてもＯＦＤＭ変調信号とみなすことができるため
、上記６つの条件が揃うことが必須の要件ではない。
　第４に、複数の送信装置がある場合、周波数帯域が隣接した複数のＯＦＤＭ変調信号で
直交性が維持され、相互に干渉しないという利点がある。
【００７４】
　つぎに、第２の無線送受信装置１０に関する利点を記述する。
　第１に、帯域分離回路１２２-1～１２２-Nが受信信号の周波数帯域をｆ０の周波数帯域
幅ごとに分離する際に、受信信号がＯＦＤＭ変調信号であることから、分離した受信信号
に単位副搬送波間隔を単位とした高調波がノイズ成分として生じても、そのノイズ成分と
なる高調波と分離した受信信号の隣接単位副調波とが直交関係にあるため受信信号への影
響がない。このノイズ成分は、後段の低域通過フィルタなどで有効に除去できる。
　第２に、複数の受信処理回路１２-1～１２-Nが設けられ、それぞれが異なる周波数帯域
の信号を抽出できるように構成されている。より詳細には、それぞれが個別の無線チャネ
ル信号である複数のＯＦＤＭ変調信号を受信した場合に、その複数の信号を受信して複数
の受信処理回路１２-1～１２-Nに入力しても、それぞれの受信処理回路は、予め設定され
たチャネルに対応した分離後の信号のみを選別し復調後に合成することができる。その信
号の選別を行うために、各受信処理回路に設けられている全体でＮ個の局部発振回路１２
４は、入力される制御信号に応じて特定される周波数変換回路１２３-1～１２３-Nに出力
する局部発振信号ｆ11～ｆ1Nの出力を停止する出力制御を、予め設定されたチャネルが使
用する周波数帯域に応じて実行できるように構成されている。このときの制御では、Ｎ個
の受信処理回路１２-1～１２-Nの全ての周波数変換回路１２３-1～１２３-Nが重複して同
じ周波数帯域の信号を周波数変換しないように制御される。周波数変換された信号がベー
スバンド信号または低い周波数帯域のＩＦ信号として揃うため、これらの信号を同一の周
波数帯域で復調して統合することができる。これらの制御を行う受信制御部１４を有する
。
　第３に、複数のチャネルの情報量に応じた周波数帯域幅と使用する周波数帯域を任意に
設定し、任意に変更することができる。より詳細には、受信制御部１４がチャネル編成を
指示する制御情報Ｓ１４を第１の無線送受信装置（ワイヤレスカメラ１）に送信するため
の構成として送信処理部１５と送信空中線１１Ｂを有し、新たに設定したチャネル編成に
応じた送信信号の生成を複数のワイヤレスカメラ１側に指示することができる。受信制御
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部１４は、新たなチャネル編成に応じて各受信処理回路の局部発振回路１２４のそれぞれ
に、局部発振信号ｆ11～ｆ1Nのうち停止すべき信号と出力すべき信号の組み合わせの制御
情報を与える。そのため、複数のワイヤレスカメラ１から複数の信号を受信した場合でも
、それぞれの受信信号に対して、新たなチャネル編成に対応した分割後の信号の選別が可
能となる。その後、上述した制御信号の送信に応答して生成され送られてきた新たなチャ
ネル編成の複数の送信信号を受信すると、新たなチャネル編成に対応して分割後の信号の
選別が行われ、それぞれ変調後に統合される。
　第４に、Ｎ個の受信処理回路１２-1～１２-Nのそれぞれに、さらにＮ個設けられた復調
処理回路１２５-1～１２５-Nの伝送路複合化パラメータおよび復調パラメータのそれぞれ
が、Ｎ個の復調処理回路で同一に設定されているため、均一で安定した処理が行える。
　第５に、何らかの理由でＴＳパケットの順序が入れ替わっていても、ＴＳパケットのア
ダプテーションフィールド制御情報およびコンティニュイティカウンタ値を参照して修復
ができる。
【００７５】
　本実施の形態のワイヤレス送受信システムは、上記第１の無線送受信装置としてのワイ
ヤレスカメラ１を複数用い、この複数のワイヤレスカメラ１からの無線伝送信号を受信す
る上記第２の無線送受信装置１０としての基地局側の装置において、各受信処理回路１２

-1～１２－Nの各出力チャネルから出力される広帯域チャネル信号と狭帯域チャネル信号
との編成と組み合わせとを任意に変更できる。これにより、柔軟な運用ができるワイヤレ
スカメラシステムを構築することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】実施の形態にかかる第１の無線送受信装置としてのワイヤレスカメラの構成を示
すブロック図である。
【図２】（Ａ）～（Ｅ）は、分割回路の出力チャネル数Ｎが４の場合に分割および時間伸
長を説明するためにＴＳパケット単位で情報符号系列を示すタイムチャートである。
【図３】実施の形態にかかる変調処理回路の構成を示すブロック図である。
【図４】実施の形態にかかる変調処理回路内の直交変調部の構成を示すブロック図である
。
【図５】（Ａ）～（Ｅ）は、周波数帯域の統合を示す模式図である。
【図６】（Ａ）～（Ｃ）は周波数帯域の統合後の伝送信号を示す図である。
【図７】実施の形態にかかる第２の無線送受信装置の構成を示すブロック図である。
【図８】実施の形態にかかる復調処理回路の構成を示すブロック図である。
【図９】（Ａ）～（Ｄ）は、周波数帯域分離と周波数変換を模式的に示す図である。
【図１０】（Ａ）～（Ｃ）は時間圧縮前のトランスポートストリームをＴＳパケット単位
で示すタイムチャート、（Ｄ）は時間圧縮後に合成されて形成されたトランスポートスト
リームＴＳ０をＴＳパケット単位で示すタイムチャートである。
【図１１】（Ａ）および（Ｂ）は、実施の形態のワイヤレス送受信システムにおいて、５
台のワイヤレスカメラを運用する場合を例に、その周波数と帯域幅の配置の例を示す図で
ある。
【図１２】通常運用時（図１１（Ａ））の伝送チャネルの周波数帯域割り当てを示す図で
ある。
【符号の説明】
【００７７】
　１…ワイヤレスカメラ（第１の無線送受信装置）、４…送受信部（送信部）、５…受信
処理部、７…送信制御部、１０…第２の無線送受信装置、１２-1～１２-N…受信処理回路
、１４…受信制御部、１５…送信処理部、３６…分割回路、３７-1～３７-N…時間伸長回
路、３８-1～３８-N…変調処理回路、３９-1～３９-N…帯域統合回路、４０…局部発振回
路、１２２-1～１２２-N…帯域分離回路、１２３-1～１２３-N…周波数変換回路、１２４
…局部発振回路、１２５-1～１２５-N…復調処理回路、１２６-1～１２６-N…時間圧縮回
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路、１２７…合成回路、３８１…エラー訂正符号化回路、３８３…逆高速フーリエ変換（
ＩＦＦＴ）回路、３８４…ガードバンド付加回路、３８５…直交変調部、３８５１，３８
５２…蒸散回路、３８５３…加算回路、３８５４…局部発振回路、３９１-1～３９１-N…
周波数変換回路、１２５１…直交復調回路、１２５２…高速フーリエ変換（ＦＦＴ）回路
、ＴＳ０…トランスポートストリーム（形成された情報符号系列）、ＴＳ-1～ＴＳ-N…分
割されたトランスポートストリーム、Ｓ３９…統合されたトランスポートストリーム、Ｓ
１４…制御信号

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(22) JP 4039373 B2 2008.1.30
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