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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　Ｎ個（Ｎは２以上の整数）のアンテナで受信した地上デジタル放送の１セグメント放送
信号を入力し、復調するＮ個の受信復調手段と、
前記Ｎ個の受信復調手段で復調したＮ個の復調データをそれぞれ一時保持するＮ個のバッ
ファを備え、該Ｎ個のバッファに書き込んだＮ個の復調データを時分割で読み出すバッフ
ァ手段と、
前記バッファ手段から時分割で読み出されたＮ個の復調データを入力し順次誤り訂正して
１つのトランスポートストリーム多重データとして出力するものであって、その過程で、
１セグメント受信で使用していない期間に、誤り訂正した前記Ｎ個の復調データのうちの
最初の復調データ以外のＮ－１個の復調データを多重して前記１つのトランスポートスト
リーム多重データとして出力する誤り訂正手段と、
を具備したことを特徴とするＯＦＤＭ受信装置。
【請求項２】
前記バッファ手段は、
前記Ｎ個のバッファ内に設けられて、前記復調データ内のデータが書き込まれるＮ個のシ
ンボルバッファと、
前記Ｎ個の受信復調手段の出力クロックを用いて、前記Ｎ個の受信復調手段からのＮ個の
復調データをそれぞれ前記Ｎ個のバッファ内のＮ個のシンボルバッファに書き込むＮ個の
データ書込み制御手段と、
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前記Ｎ個のバッファから前記Ｎ個の復調データを共通クロックを用いて時分割で読み出す
時分割データ読出し制御手段と、
を具備したことを特徴とする請求項１に記載のＯＦＤＭ受信装置。
【請求項３】
前記バッファ手段は、
前記Ｎ個のバッファのうちＭ個（Ｍは２以上Ｎ以下の整数）のバッファのＭ個の復調デー
タを同時に読み出す同時データ読出し制御手段と、
前記同時データ読出し制御手段にて同時読み出しされた復調データを異なる合成比で合成
する合成手段と、
前記Ｎ個のバッファから前記Ｎ個の復調データを共通クロックを用いて時分割で読み出す
時分割データ読出し制御手段と、
前記Ｎ個のバッファから時分割読み出しされた復調データと前記合成手段からの合成され
た復調データとのいずれか一方に切り替えて出力する切替手段と、
を具備したことを特徴とする請求項１に記載のＯＦＤＭ受信装置。
【請求項４】
前記Ｎ個のアンテナの各アンテナの受信状態を判定する受信判定手段と、
前記受信判定手段の結果から受信状態が悪いと判定されたアンテナに対応した前記バッフ
ァの出力を前記時分割の対象から除外する手段と、
を更に具備したことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載のＯＦＤＭ受信装
置。
【請求項５】
前記Ｎ個のアンテナの各アンテナの受信状態を判定する受信判定手段と、
前記受信判定手段の結果から受信状態が悪いと判定されたアンテナに対応した前記バッフ
ァの出力を前記合成手段の合成対象から除外する手段と、
を更に具備したことを特徴とする請求項３に記載のＯＦＤＭ受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、地上デジタル放送の１セグメント受信を利用したＯＦＤＭ受信装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　地上デジタル放送では、携帯電話や携帯情報端末に向けた１セグメント受信が開始され
ている。現状での１セグメント受信のパラメータ例を示すと、変調方式はＱＰＳＫ、ガー
ドインターバル比は１／８、畳み込み符号は２／３となり、ビットレートは４１６kbpsで
放送されている。
【０００３】
　１セグメント受信は、現在のテレビ放送局が既に割り当てられている周波数中の１３セ
グメントのうち、中央の１つのセグメントを使用して放送されるもので、地上デジタルテ
レビの放送局の１局に対して１つの１セグメント受信しかできないことになる。
【０００４】
　１セグメント受信専用の受信機は、受信処理を最小限にするために１３セグメント全体
の同期信号中の一部だけを使用して受信することによって、１３セグメント受信機に比べ
て回路規模が小さく、消費電力も抑えることができる特徴を備えている。
【０００５】
　一方、昨今、車載テレビや携帯用モバイル受信機でも同時に複数チャンネル受信の需要
（例えば裏番組録画やダイバーシチ受信の要望）が増えており、これを実現するために複
数の受信機を用いた構成にするのでは、折角の回路規模が小さいという特徴が失われる。
特に複数の受信機を配列する構成では、１セグメントでも１３セグメントでも受信機の回
路構成と回路規模が変わらない限り、チャンネル数の追加に伴い誤り訂正部の回路増加分
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が目立つようになる。
【０００６】
　従来の複数のチャンネルを用いたデータ伝送システムとしては、高ビットレートのトラ
ンスポートストリーム（ＴＳ）をトランスポートストリームパケット（ＴＳＰ）単位で複
数のチャンネルに分割して伝送することにより、１チャンネル当り狭帯域の伝送路であっ
ても、広帯域を要する高ビットレートのトランスポートストリームの送受信を行っている
ものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
　また、複数の異なった周波数の搬送波のデジタル信号をそれぞれ複数のチューナで受信
し、複数のチューナからのデジタルベースバンド信号を１個の復調器で時分割的に復調す
ることで、安価な受信機又は受像機を実現しているものもある（例えば、特許文献２参照
）。
【０００８】
　しかしながら、特許文献１及び特許文献２は、地上デジタル放送の１セグメント放送信
号を同時に複数チャンネル受信可能とするものではなかった。
【０００９】
　また、従来の１セグメント受信機を含むデジタル受信機においては、チャンネル切り替
えを行ったとき瞬時に切り替えが行われるわけではなく、切替時間（チューナで受信して
からＴＳデータとして出力されるまでの時間）がかかり、切替操作を行ってから次のチャ
ンネルの画面が出力されるまでには２～４秒の時間を要するという問題もあった。
【特許文献１】特開２００２－３４４９６５号公報
【特許文献２】特開２０００－１５２１０６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　そこで、本発明は上記の問題に鑑み、地上デジタル放送の１セグメント放送信号を複数
チャンネル同時に受信可能とする際に、複数チャンネルの復調データを１セグメント受信
で使用していない期間に多重することで、チャンネル数が増加しても回路を大幅に増加さ
せずに実現できるＯＦＤＭ受信装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願発明の一態様によれば、Ｎ個（Ｎは２以上の整数）のアンテナで受信した地上デジ
タル放送の１セグメント放送信号を入力し、復調するＮ個の受信復調手段と、
前記Ｎ個の受信復調手段で復調したＮ個の復調データをそれぞれ一時保持するＮ個のバッ
ファを備え、該Ｎ個のバッファに書き込んだＮ個の復調データを時分割で読み出すバッフ
ァ手段と、前記バッファ手段から時分割で読み出されたＮ個の復調データを入力し順次誤
り訂正して１つのトランスポートストリーム多重データとして出力するものであって、そ
の過程で、１セグメント受信で使用していない期間において、誤り訂正した前記Ｎ個の復
調データのうちの最初の復調データ以外のＮ－１個の復調データを多重して前記１つのト
ランスポートストリーム多重データとして出力する誤り訂正手段と、を具備したことを特
徴とするＯＦＤＭ受信装置が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、地上デジタル放送の１セグメント放送信号を複数チャンネル同時に受
信可能とする際に、複数チャンネルの復調データを１セグメント受信で使用していない期
間に多重することで、チャンネル数が増加しても回路を大幅に増加させずに実現できるＯ
ＦＤＭ受信装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明する。 
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　１セグメント受信では、ビットレートが低いために誤り訂正部のトランスポートストリ
ーム（以下、ＴＳ）データ間に多量のヌルデータが挿入される（図６(a)参照）。　
そこで、本発明では、複数のアンテナ出力を復調処理した後に複数の復調データをバッフ
ァ装置に一時保存することで同期化し、この保存データを時分割で読み出して誤り訂正処
理をすることによって、そのヌルデータ期間に複数チャンネルのＴＳデータを置き換える
ことができ、これにより複数のチャンネル受信でも後段のＴＳデコーダには複数チャンネ
ルの復調データが全て１つのシリアルなＴＳ多重データとして供給できるように構成して
いる（図６(b)参照）。
【００１４】
　図１２は１セグメント受信の多重フレーム構成（参照文献 地上デジタル音声放送の伝
送方式ARIB STD-B29 1.1版）を示す。図１３は１セグメント形式の情報ビットレートの1
フレームあたりの伝送TSP数（参照文献 同上）を示す。
【００１５】
　例えば、図１２に示すように、１セグメント形式がMode3のガードインターバル比1/4で
は、１多重フレームに含まれるＴＳＰ数は、３２０TSPが伝送可能となる。その中で実際
に伝送されるヌルデータ以外のTSPデータは、図１３に示すように変調方式１６ＱＡＭで
畳み込み符号が1/2のときが最大(MAX)で伝送TSP数はMode3で９６TSPとなる。つまり、ほ
ぼ３TSPに１個の割合でしかヌルデータ以外のTSデータが伝送されていないことになる。
【００１６】
　ＯＦＤＭ受信装置は、アンテナと、受信部(チューナを含む)と、復調部と、誤り訂正部
と、ＴＳデコーダと、オーディオデコーダと、ビデオデコーダ等を備えている。　
　図１４はチャンネル数が１つの場合のＯＦＤＭ受信装置の誤り訂正部のブロック図を示
している。前段の復調部からの復調データは処理部9-1とメモリ9-1aでキャリアランダマ
イズ処理され、処理部9-2とメモリ9-2aで時間インタリーブ処理される。そして、処理部9
-3とメモリ9-3aでビットインタリーブ処理され、処理部9-4でデパンクチャ処理され、処
理部9-5とメモリ9-5aでTSバッファ速度変換処理され、処理部9-6とメモリ9-6aでビタビ復
号処理され、処理部9-7とメモリ9-7aでバイトインタリーブ処理され、処理部9-8でエネル
ギー逆拡散処理され、処理部9-9とメモリ9-9aでリードソロモン(ＲＳ)復号処理される。
【００１７】
　複数チャンネル受信で受信機を複数必要とする場合には、当然この誤り訂正部も複数必
要となる。また複数チャンネル分のＴＳ出力データの出力端子と複数のＴＳクロック出力
端子が必要となる。複数の誤り訂正部の後段に位置するＴＳデコーダでは、これらのＴＳ
データを入力するための複数のＴＳデータ入力端子と複数のクロック入力端子を設ける必
要がある。
【００１８】
　図１以降に述べる本発明の実施形態では、複数チャンネル受信を可能とする受信機を構
成する際に、複数のチャンネルで誤り訂正部を共有化するために、誤り訂正部では、図１
４の符号9-10の点線枠で示したメモリ部内（チャンネル受信数を増やした場合、システム
上、チャンネル数に応じたメモリの増加は最低限必要となる）以外は回路規模は増加しな
い。
【００１９】
　図１５はチャンネル数を４つにした場合の誤り訂正部のブロック図を示している。図１
５内で図１４と同じ符号のブロックは図１４と同じ処理を行うブロックを示している。図
１５ではメモリ部9-10内のメモリ数がチャンネル受信数分となっている。例えば、符号9-
1aのメモリは４チャンネルの場合に9-1b,9-1c,9-1dと３つ増えている。しかし、処理部9-
1～9-9と、メモリ9-6a及び9-9aはチャンネル受信数が増加しても増えない。
【００２０】
［第１の実施形態］
　図１は本発明の第１の実施形態のＯＦＤＭ受信装置のブロック図を示している。　
　以下の実施形態では、ＯＦＤＭ受信装置におけるＴＳデコーダ（ＴＳより映像、音声、
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データ等を分離する機能を備えている）よりも前段の回路部分の構成について説明する。
図１では、アンテナと受信部と復調部とで１つのブランチを構成し、Ｎ個のブランチによ
るＮ個のチャンネルの同時受信が可能な構成となっている。なお、現状の１セグメント受
信のパラメータでは、モード(Mode)とキャリア変調、畳み込み符号を選べば最大６チャン
ネル受信まで多重可能になっている。
【００２１】
　図１において、ＯＦＤＭ受信装置は、Ｎ個のブランチ1-1～1-Nと、バッファ装置1-7と
、誤り訂正部1-8と、情報制御部1-9とを備えている。誤り訂正部の後段には、ＴＳ多重デ
ータから特定チャンネルのＴＳデータを分離して取り出す機能も備えたＴＳデコーダ（図
示せず）が配設される。
【００２２】
　各ブランチの構成は同様であるので、ブランチ1-1について説明する。　
　ブランチ1-1は、アンテナ1-1aと、受信部10-1と、復調部20-1を備えている。受信部10-
1は、チューナ1-bと、Ａ／Ｄ変換器1-1cと、ＩＱ復調部1-1dを備えている。復調部20-1は
、ＦＦＴ（Fast Fourier Transform）部1-1eと、等化部1-1fを備えている。
【００２３】
　ブランチ1-1内の受信部10-1では、アンテナ1-1aからの高周波(ＲＦ)信号を受信し、チ
ューナ1-1bによって選局しかつベースバンド信号にダウンコンバートし、Ａ／Ｄ変換器1-
1cでアナログ信号をデジタル信号に変換し、ＩＱ復調部1-1dでデジタル複素ベースバンド
信号を出力する。そして、この複素ベースバンド信号を復調部20-1に供給する。
【００２４】
　復調部20-1では、まずＦＦＴ部1-1eでＦＦＴ処理によって時間軸の信号を周波数軸の信
号に変換し、次に等化部1-1fで時間方向と周波数方向の補正を行う。
【００２５】
　以上の構成は、ブランチ1-2～1-Nについても同様である。なお、受信部10-1～10-N及び
復調部20-1～20-Nは、受信復調手段を構成している。
【００２６】
　次に、Ｎ個のブランチ1-1～1-Nにおける各ブランチの復調データとクロックをバッファ
装置1-7に供給する。また、各ブランチの伝送情報（１セグメント形式(Mode)、キャリア
復調、畳み込み符号、ガードインターバル比、復調部OFDM同期判定結果）を情報制御部1-
9に供給する。
【００２７】
　情報制御部1-9では、復調部OFDM同期判定結果で、受信状態が極めて悪いブランチを検
出し、不使用ブランチの情報をバッファ装置1-7に供給することによって、受信状態の悪
いブランチのデータのＴＳ多重を止めるようにしている。バッファ装置1-7は、Ｎ個のブ
ランチ1-1～1-Nの復調部20-1～20-NそれぞれからのＮ個の復調データとクロックが供給さ
れるＮ個のバッファ2-1～2-Ｎを備えている。
【００２８】
　バッファ装置1-7では、各ブランチからの復調データを対応した各バッファにそれぞれ
のタイミングで書き込んで同期化しこれを適宜のタイミングで時分割で読み出すことによ
り、時分割多重化したＴＳ多重データをバッファ装置1-7から出力することができ、次段
の誤り訂正部1-8に供給し誤り訂正処理してＴＳデータ出力とＴＳクロックとＴＳ選択フ
ラグを出力する。
【００２９】
　図２及び図３は図１のブランチの復調部から供給される復調データを示している。図２
は復調データサンプル数を示し、図３は復調データを示している。復調データは有効シン
ボル長とガードインターバル長で構成されている。有効データは有効シンボル長内に収ま
っている。有効データは有効シンボル長内からデータゲート信号を用いて取り出すことが
できる。
【００３０】
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　図４は図１に示したバッファ装置1-7の構成例のブロック図を示している。Ｎ＝４の場
合について示している。　
　図４において、バッファ装置1-7は、４つのブランチの各復調部から復調データ、デー
タゲート信号及びクロックが供給される。４つのバッファ２-1～２-4と、それら４つのバ
ッファ２-1～２-4から読み出された４つのバッファ出力データを時分割多重するための選
択装置3-2で構成されたＴＳ多重部3-1と、４つのバッファ２-1～２-4に書き込まれた復調
データの読出しを制御するデータ読出し制御部3-3と、を備えている。４つのバッファ２-
1～２-4は同じ構成であるので、バッファ２-1についてのみ構成を説明する。　
　バッファ2-1は、シンボルバッファ2-1cと、データ書込み制御部2-1dを備えている。
【００３１】
　バッファ2-1には、前段のブランチ1-1から、復調データ2-1aと有効シンボル長内の有効
データ期間を示すデータゲート信号2-1bとクロックとが供給されている。データゲート信
号2-1bは、データ書込み制御部2-1dに供給され、データ書込み制御部2-1dで発生した書き
込みアドレスで、復調データ2-1aをシンボルバッファ2-1cに書き込む。シンボルバッファ
2-1cに復調データ内のデータが書き込み終わると、データ書込み制御部2-1dは書込み完了
フラグを出力する。
【００３２】
　なお、各ブランチの復調部から各バッファへは復調データが非同期で供給されるのでシ
ンボルバッファ2-1cはデータ２シンボル以上の容量がある方が良い。各ブランチに対応し
た各バッファから出力される書込み完了フラグはデータ読出し制御部3-3に供給される。
データ読出し制御部3-3には、図１の情報制御部1-9から不使用ブランチの情報が供給され
ている。　
　なお、図４はブランチが４つの場合であるが、ブランチがＮ個の場合は次のように記述
することもできる。すなわち、バッファ装置1-7は、Ｎ（Ｎは２以上の整数）個のバッフ
ァ内に設けられて、復調データ内のデータが書き込まれるＮ個のシンボルバッファと、Ｎ
個の受信復調手段の出力クロックを用いて、Ｎ個の受信復調手段からのＮ個の復調データ
をそれぞれＮ個のバッファ内のＮ個のシンボルバッファに書き込むＮ個のデータ書込み制
御手段と、Ｎ個のバッファからＮ個の復調データを共通クロックを用いて時分割で読み出
す時分割データ読出し制御手段と、を備えている。
【００３３】
　これ以降の処理については、バッファ装置1-7での図５に示すＴＳ多重処理のフロー図
と誤り訂正部1-8での図６(b)に示すＴＳ多重処理のタイミング図とを用いて説明する。
【００３４】
　図５を参照して、図４のバッファ装置1-7のＴＳ多重処理のフローを説明する。　
　図５では、各バッファのデータ書込み制御部は、各シンボルバッファに復調データを書
き込んで書込み完了フラグを出力し（ステップ5-1,5-2）、データ読出し制御部3-3は伝送
情報から不使用ブランチに関する情報を除去する（ステップ5-3）。そして、データ読出
し制御部3-3は、全てのブランチの各シンボルバッファへの書き込みが完了したのを確認
した（ステップ5-4）後に、選択装置3-2にブランチの選択信号を順次供給する(ステップ5
-5)と同時に、該当のブランチのバッファに読出しアドレスを供給して各シンボルバッフ
ァに保持されたデータを全てのブランチについて時分割で(順番に)読み出す(ステップ5-6
,5-7)。選択装置3-2から出力した選択復調データは出力端子3-4から出力する。これによ
って、選択装置3-2から全てのブランチの復調データについて時分割多重されたＴＳデー
タが出力される。データ読出し制御部3-3からはどのブランチのデータ(不使用ブランチを
除く)が出力したのかを示す選択フラグデータとデータゲート信号も出力される（ステッ
プ5-8）。なお、ステップ5-8 では、各ブランチはチャンネル(CH)で表し、CH=1はブラン
チ1-1としてフラグ１が立ち、同様にCH=2はブランチ1-2としてフラグ2が立つことを表し
ている。
【００３５】
　図６(a)及び(b)は、図１の誤り訂正部1-8のＴＳ多重処理のタイミング図を示している
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。(a)は１セグメント受信のＴＳ出力タイミング、(b)は１セグメント受信の３チャンネル
多重ＴＳの出力タイミングを示す。ただし、図６(b)及び図５のステップ5-8では、図４の
４つのブランチに対応したバッファのうち１つのバッファのデータ（例えばブランチ1-4
対応のバッファのデータ）が不使用ブランチとして除去され、３つのチャンネルのデータ
のみ多重するものとしている。
【００３６】
　図６(a)は従来の１セグメント受信の１チャンネルでのＴＳデータ出力タイミング図を
示している。図６(a)のタイミング図は、図１４の誤り訂正部における誤り訂正処理のタ
イミングに対応するものである。この１セグメント受信は、ブランチが１つのみの従来の
受信機構成の場合であるので、他チャネルを受信するときは、同じブランチ内の１つのチ
ューナで選局してチャンネルを変える必要があり、チャンネル切り替えに２～４秒の時間
を要する。
【００３７】
　図６(a)では、復調データは誤り訂正部の処理部9-1～9-4でキャリアランダマイズ処理
、時間インタリーブ処理、ビットインタリーブ処理、及びデパンクチャ処理され、ＴＳバ
ッファ速度変換処理部9-5で有効データａを１ＴＳ分集められる。これが処理部9-6～9-9
でビタビ復号処理、バイトインタリーブ処理、エネルギー逆拡散処理、及びリードソロモ
ン(ＲＳ)処理される。有効データａ以外は全てヌルデータとなる。従って、誤り訂正部か
らの出力データは、ＴＳデータａとヌルデータで構成される。
【００３８】
　次に、図６(b)は、１セグメント受信の複数チャンネル（図では３チャンネル）でのＴ
Ｓ多重タイミング図を示している。図６(b)のタイミング図は、図１５の誤り訂正部にお
ける誤り訂正処理のタイミングに対応するものである。バッファ装置1-7で復調出力とし
て時分割多重された３つの有効データ(a～c)は、順次誤り訂正処理され、ＴＳバッファ速
度変換処理部9-5で各チャンネル毎の１ＴＳ分の有効データ(a～c)が集められる。図６(b)
では、ＴＳバッファ速度変換処理部9-5で、１セグメント受信で使用していない期間に１
ＴＳ分の有効データ(b，c)が集められることになる。更にビタビ復号処理以降の残りの誤
り訂正処理を実施することにより、誤り訂正部の出力ＴＳデータとしてはヌルデータ期間
（図６(a)参照）に有効データ(b，c)(図６(b)参照)が挿入された複数チャンネルＴＳ出力
データとなる。
【００３９】
　第１の実施形態によれば、地上デジタル放送の１セグメント放送信号を複数チャンネル
同時に受信可能とする場合に、複数チャンネルの復調データを１セグメント受信で使用し
ていない期間に多重することで、チャンネル数が増加しても回路を大幅に増加させずに実
現することができる。　
　次に、第１の実施形態にダイバーシチ処理を付加した構成例を説明する。
【００４０】
［第２の実施形態］
　図７は本発明の第２の実施形態のＯＦＤＭ受信装置のブロック図を示している。図１と
同じ機能の構成要素には同一符号を付して説明する。　
　図７において、ＯＦＤＭ受信装置は、Ｎ個のブランチ1-1～1-Nと、バッファ装置1-7Aと
、誤り訂正部1-8と、情報制御部1-9とを備えている。なお、誤り訂正部1-8の後段には、
ＴＳ多重データから特定チャンネルのＴＳデータを分離して取り出す機能も備えたＴＳデ
コーダ（図示せず）が配設される。
【００４１】
　この第２の実施形態で、第１の実施形態と異なる点は、バッファ装置1-7Aとして、ＴＳ
多重処理とダイバーシチ処理とを選択的に切り替えて実行可能な構成としたことである。
２つの処理の切り替えは、外部切替信号入力端13-1からの切替信号を用いて行う構成とし
ている。
【００４２】
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　図８は図７におけるバッファ装置1-7Aの構成例のブロック図を示している。　
　図８に示すバッファ装置1-7Aでは、図４の構成に対して、ダイバーシチ部13-5と切替装
置13-2を追加した構成となっている。図４と同一部分には同一符号を付してある。　
　すなわち、本実施形態では、図４に示したバッファ2-1～2-4の後段に、ＴＳ多重部3-1
のほかに、新たにダイバーシチ部13-5を設け、かつデータ読出し制御部3-3Aによるバッフ
ァ2-1～2-4の読出し制御を、時分割読み出しのほかに、同時読み出しできるように切替可
能とし、時分割読み出しによって得られるＴＳ多重処理出力と同時読み出しによって得ら
れるダイバーシチ処理出力とを切替装置13-2で切り替えて出力できるようにしている。つ
まり、データ読出し制御部3-3Aは、同時データ読出し制御部と時分割データ読出し制御部
とを含んでいる。
【００４３】
　ダイバーシチ部13-5は、４つのブランチのうちの例えば２つのブランチ1-1，1-2の復調
データをバッファ2-1，2-2から同期して読み出して合成することにより、車両等の異なっ
た位置或いは異なった方向性で配置された複数（図８の例では２つ）のアンテナからの複
数の受信信号に基づく安定した復調データを得ることができる。ダイバーシチ受信に用い
るブランチ数を３つ，４つと増やせば、ダイバーシチ受信性能を向上できることは勿論で
ある。
【００４４】
　ダイバーシチ部13-5は、２つのブランチ1-1，1-2に対応したバッファ出力の信号レベル
をそれぞれ検出するレベル検出回路13-5ａ，13-5ｄと、不使用ブランチ選択信号、及びレ
ベル検出回路13-5ａ，13-5ｄの検出レベルに応じて、２つのブランチ1-1，1-2に対応した
バッファ出力にそれぞれ適宜の重み付け係数を与えるための係数発生回路13-5ｋと、２つ
のブランチ1-1，1-2に対応したバッファ出力にそれぞれの重み付け係数を乗算する乗算器
13-5ｅ，13-5ｈと、２つの乗算器13-5ｅ，13-5hの出力を合成する合成器13-5jと、を備え
ている。前記係数発生回路13-5ｋは、例えば、13-5ａ，13-5ｄの各検出レベルに比例した
重み付け係数を発生する。
【００４５】
　ＴＳ多重処理を行うＴＳ多重部3-1は、図４におけるＴＳ多重部3-1と同様である。　
　切替装置13-2は、外部切替信号入力端13-1からのダイバーシチ／ＴＳ多重処理切替信号
に応じて、ダイバーシチ部13-5からの合成出力か又はＴＳ多重部3-1からのＴＳ多重処理
出力かのどちらかが選択的に切り替えられるようになっている。
【００４６】
　データ読出し制御部3-3Aは、外部切替信号入力端13-1からのダイバーシチ／ＴＳ多重処
理切替信号に応じて、バッファ2-1～2-4の読出し制御を、同時読み出しとするか又は時分
割読み出しとするかが切り替えられるようになっている。　
　バッファ2-1～2-4にはそれぞれ、図４の場合と同様に、前段のブランチ1-1～1-4からそ
れぞれの復調データが書き込まれる。図８では、図４の場合とは異なり不使用ブランチは
無いものとして説明する。
【００４７】
　上記の構成のバッファ装置1-7Aにおいては、４ブランチ受信においてブランチ1-1，1-2
，1-3，1-4にそれぞれ対応したバッファ2-1～2-4は図４の場合と同様に４ブランチ間でＴ
Ｓ多重処理を可能とする一方、２つのブランチ1-1，1-2でダイバーシチ処理を可能として
いる。　
　ダイバーシチ受信処理が選択されたときには、ダイバーシチ処理を実行するブランチ1-
1，1-2内の各チューナでは、図示しない制御手段によって同一チャンネルが選局されるよ
うに選局制御される。
【００４８】
　また、本実施形態では、図９に示すダイバーシチ処理のタイミング図のようにバッファ
装置1-7Aを用いて、異なったタイミングの受信及び復調処理を行う複数のブランチ1-1～1
-4からの出力をバッファ2-1～2-4に入力し、バッファ2-1～2-4の出力として全て同期化（
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同時化）しているので、複数のブランチの出力を合成して安定な受信出力を得るダイバー
シチ受信を容易に実現できる。
【００４９】
　複数のブランチ内の２つ以上(ここでは２つ)のブランチのチューナで同じチャンネルを
選局して復調処理を行い、バッファ2-1，2-2に書き込まれたデータを同時に読み出して、
レベル検出部13-5a，13-5dと係数発生部13-5kと乗算器13-5e，13-5hと合成器13-5jとを用
いてダイバーシチ合成処理を行う。
【００５０】
　なお、図８はブランチが４つの場合であるが、ブランチがＮ個の場合は次のように記述
することもできる。すなわち、バッファ装置1-7Aは、Ｎ（Ｎは２以上の整数）個のバッフ
ァのうちＭ個（Ｍは２以上Ｎ以下の整数）のバッファのＭ個の復調データを同時に読み出
す同時データ読出し制御手段と、この同時データ読出し制御手段にて同時読み出しされた
復調データを異なる合成比で合成する合成手段と、Ｎ個のバッファからＮ個の復調データ
を共通クロックを用いて時分割で読み出す時分割データ読出し制御手段と、Ｎ個のバッフ
ァから時分割読み出しされた復調データと合成手段からの合成された復調データとのいず
れか一方に切り替えて出力する切替手段と、を備えている。
【００５１】
　図１０はダイバーシチ合成処理のフロー図を示している。各バッファのデータ書込み制
御部は、各シンボルバッファに復調データを書き込んで（ステップ6-1）書込み完了フラ
グを出力し（ステップ6-2）、データ読出し制御部3-3Aは伝送情報から不使用ブランチが
あればそれに関する情報を除去する（ステップ6-3）。なお、ステップ6-1でａ／ｂは２つ
のブランチ1-1，1-2に対応する信号を表す。また、ステップ6-3での不使用ブランチ情報
の除去は図８の例では無く、全てのブランチが使用可能である。そして、データ読出し制
御部3-3Aは全てのブランチの書き込みが完了したのを確認した（ステップ6-4）後に、デ
ータ読出し制御部3-3Aから複数（図では２つ）のブランチ1-1，1-2に対応した２つのシン
ボルバッファに対して読み出しアドレスを同時に供給して同時読出し処理を行う(ステッ
プ6-5)。
【００５２】
　この後、ブランチ1-1とブランチ1-2の有効データはレベル検出部13-5a,13-5dに供給さ
れて信号の大きさが検出され、係数発生部13-5kでは各レベル検出部13-5a,13-5dからの信
号の大きさに比例して合成係数を発生する(ステップ6-6)。なお、このとき、データ読出
し制御部3-3Aからは係数発生部13-5kに対して受信不良等で使用しなかったブランチの番
号があった場合にはそのブランチ番号が供給されて係数を”0”とする。各係数は乗算器1
3-5e,13-5hで各バッファからの復調データと乗算処理された後、両乗算器出力が合成器13
-5jで合成される(ステップ6-7)。一方、選択装置3-2は、図４の符号3-2と同様にブランチ
1-1～1-4を順次選択する。この選択装置3-2からの４チャンネル多重出力とダイバーシチ
部13-5の合成器13-5jからの合成データとは切替装置13-2の２つの入力端の各々に供給可
能となっており、ユーザーが切替操作することで外部切替信号入力端13-1からの切替信号
で任意にＴＳ多重処理とダイバーシチ処理のいずれか一方が選択され、出力端3-4から選
択された方の処理データが出力される。これによって、全てのブランチの復調データにつ
いて時分割されたＴＳ多重出力か又は予め定めた複数の復調データをダイバーシチ合成処
理した合成出力かのいずれか一方の出力が切替装置13-2から出力される。ここでは、ダイ
バーシチ処理データが選択される（ステップ6-8）。データ読出し制御部3-3Aからはどの
データが出力したのかを示す選択フラグデータ（ＴＳ多重出力時に必要）とデータゲート
信号も出力される（ステップ6-9）。ダイバーシチ合成処理時におけるステップ6-9では、
ＴＳデータ出力としてダイバーシチ合成出力が得られ、選択フラグはダイバーシチ処理選
択時には必要ないので、その他＝０となる。
【００５３】
　第２の実施形態によれば、複数のブランチに対応した複数チャンネルの受信を行う構成
を利用して、ＴＳ多重処理のほかにダイバーシチ処理を行うことが可能となる。ダイバー
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シチ処理を選択したときには、予め定めた放送チャンネルを複数のブランチで受信してダ
イバーシチ合成処理することで、目的の放送チャンネルについて受信性能を高めて安定的
に受信することが可能となる。
【００５４】
［第３の実施形態］
　第３の実施形態のＯＦＤＭ受信装置は、図１のブロック構成とほぼ同様であり、図１と
同じ機能の構成要素には同一符号を付して説明する。このＯＦＤＭ受信装置は、Ｎ個のブ
ランチ1-1～1-Nと、バッファ装置1-7Bと、誤り訂正部1-8と、情報制御部1-9とを備えてい
る。なお、誤り訂正部1-8の後段には、ＴＳ多重データから特定チャンネルのＴＳデータ
を分離して取り出す機能も備えたＴＳデコーダ（図示せず）が配設される。
【００５５】
　図１１は本発明の第３の実施形態のＯＦＤＭ受信装置に係るバッファ装置1-7Bの構成例
のブロック図を示している。　
　図１１において、バッファ装置1-7Bは、４つのバッファ2-1～2-4と、４つのバッファ2-
1～2-4のうち２つのバッファ2-1，2-2の２つの復調データ（同一チャンネルのデータ）を
同時に読み出すことが可能なデータ読出し制御部3-3Bと、図８に示したものと同様なダイ
バーシチ部であって、データ読出し制御部3-3Bにて同時に読み出された２つの復調データ
を異なる合成比で合成することが可能なダイバーシチ部13-5と、２つバッファ2-1，2-2以
外のバッファ2-3，2-4から読み出された２つの復調データとダイバーシチ部13-5からの１
つの合成された復調データとを時分割で多重して出力することが可能な時分割多重装置3-
5と、を備えている。時分割多重装置3-5は、例えば、バッファ2-1，2-2のデータを合成し
た１つの合成復調データとバッファ2-3，2-4の２つの復調データとを同時化（同期化）す
るバッファ手段と、それら３つの復調データを時分割多重するための図１又は図８に示し
たものと同様な選択装置3-2とを内部に備えている。
【００５６】
　なお、図１１はブランチが４つの場合であるが、ブランチがＮ個の場合は次のように記
述することもできる。すなわち、バッファ装置1-7Bは、Ｎ（Ｎは２以上の整数）個のバッ
ファのうちＭ個（Ｍは２以上Ｎ以下の整数）のバッファのＭ個の復調データを同時に読み
出す同時データ読出し制御手段と、この同時データ読出し制御手段にて同時に読み出され
た復調データを異なる合成比で合成する合成手段と、Ｍ個以外のバッファからの復調デー
タと合成手段からの合成された復調データとを時分割で多重して出力する時分割多重手段
と、を備えている。
【００５７】
　第３の実施形態によれば、ダイバーシチ部13-5からの合成データとバッファ2-3、バッ
ファ2-4からの出力有効データとを選択装置3-2で順次に選択してＴＳ多重データとして出
力することができるので、後段のＴＳデコーダおいては、ダイバーシチ合成処理された特
定の放送チャンネルの復調データを高い受信性能で取り出して視聴できると共に、ダイバ
ーシチ処理していない他のブランチの復調データも取り出して視聴することが可能である
。従って、ユーザーが手動でダイバーシチ／ＴＳ多重処理切替えの操作を行わなくても、
チャンネル切替操作をするだけで、ダイバーシチ処理した復調データ及びそれ以外のブラ
ンチ受信を行うことができる。
【００５８】
　以上説明したように本発明によれば、チャンネル受信数が増加しても回路を大幅に増加
させずに、複数チャンネルの受信出力を１セグメント受信と同じような１組のTSデータと
TSクロックで出力することを可能にしたＯＦＤＭ受信装置が実現できる。複数チャンネル
を同時に受信する構成であるので、チャンネル切り替えしたときに、画面を瞬時に切り替
えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１の実施形態のＯＦＤＭ受信装置のブロック図。
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【図２】図１のブランチの復調部から供給される復調データサンプル数を示す図。
【図３】図１のブランチの復調部から供給される復調データを示す図。
【図４】図１に示したバッファ装置の構成例のブロック図。
【図５】図４のバッファ装置のＴＳ多重処理のフロー図。
【図６】図１の誤り訂正部の１セグメント受信の複数のチャンネルでのＴＳ多重処理の出
力タイミング例を、通常の１セグメント受信の１チャンネルでのＴＳ出力タイミングと比
較して示すタイミング図。
【図７】本発明の第２の実施形態のＯＦＤＭ受信装置のブロック図。
【図８】図７におけるバッファ装置の構成例のブロック図。
【図９】ダイバーシチ処理のタイミング図。
【図１０】ダイバーシチ合成処理のフロー図。
【図１１】本発明の第３の実施形態のＯＦＤＭ受信装置に係るバッファ装置の構成例のブ
ロック図。
【図１２】１セグメント受信の多重フレーム構成を示す図。
【図１３】１セグメント形式の情報ビットレートの1フレームあたりの伝送ＴＳＰ数を示
す図。
【図１４】チャンネル数が１つの場合の従来のＯＦＤＭ受信装置の誤り訂正部のブロック
図。
【図１５】チャンネル数を４つにした場合の本発明におけるＯＦＤＭ受信装置の誤り訂正
部のブロック図。
【符号の説明】
【００６０】
　1-1a～1-Na…アンテナ
　1-7，1-7A，1-7B…バッファ装置
　1-8…誤り訂正部
　1-9…情報制御部
　2-1～2-4…バッファ
　2-1c…シンボルバッファ
　2-1d…データ書込み制御部
　3-1…ＴＳ多重部
　3-2…選択装置
　3-3，3-3A，3-3B…データ読出し制御部
　10-1～10-N…受信部
　13-2…切替装置
　13-5…ダイバーシチ部
　20-1～20-N…復調部
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