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(57)【要約】
【課題】地上波放送を受信することが困難な難視聴地域
に居住しているケーブルテレビ契約者が、居住地域にお
いてワンセグ放送を受信することが可能である放送シス
テムを提供する。
【解決手段】受信した放送信号を放送電波として再送信
する放送システム２０であって、ケーブルテレビ網１０
を介して送信される前記放送信号を受信する放送信号受
信手段と、
受信した前記放送信号の所定周波数帯域だけを通過させ
る放送信号フィルタ４０と、前記放送信号フィルタ４０
を通過させた前記放送信号を増幅する放送信号増幅手段
と、を含み、
前記放送信号増幅手段で増幅した前記放送信号をワンセ
グ放送用放送電波として再送信する再送信手段と、を含
む放送システム２０を提供する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信した放送信号を放送電波として再送信する放送システムであって、
　ケーブルテレビ網を介して送信される前記放送信号を受信する放送信号受信手段と、
　受信した前記放送信号の所定周波数帯域だけを通過させる放送信号フィルタと、
　前記放送信号フィルタを通過させた前記放送信号を増幅する放送信号増幅手段と、を含
み、
　前記放送信号増幅手段で増幅した前記放送信号をワンセグ放送用放送電波として再送信
する再送信手段と、を含む放送システム。
【請求項２】
　前記所定周波数帯域は、地上デジタル放送の周波数帯域であることを特徴とする請求項
１に記載の放送システム。
【請求項３】
　無線放送信号を受信する無線放送信号受信手段と、
　前記無線放送信号の周波数を計測する周波数計測手段と、を更に含み、
　前記再送信手段は、前記無線放送信号受信手段で受信した前記無線放送信号の周波数帯
域において前記ワンセグ放送用放送電波を再送信しない請求項１又は請求項２に記載の放
送システム。
【請求項４】
　受信した前記放送信号を分配する放送信号分配器を更に含み、
　前記放送信号分配器で分配した前記放送信号を、前記放送信号フィルタと、テレビ受像
機及びセットトップボックスと、に送信する請求項１から請求項３のいずれかに記載の放
送システム。
【請求項５】
　受信した前記放送信号の第２の所定周波数帯域だけを通過させない第２の放送信号フィ
ルタを更に含み、
　前記放送信号分配器で分配した前記放送信号を、前記第２の放送信号フィルタを介して
前記テレビ受像機及びセットトップボックスに送信する請求項４に記載の放送システム。
【請求項６】
　受信した放送信号を放送電波として再送信する方法であって、
　ケーブルテレビ網を介して送信される前記放送信号を受信する手順と、
　受信した前記放送信号の所定周波数だけを通過させる手順と、
　通過させた前記放送信号を増幅する手順と、
　増幅した前記放送信号をワンセグ放送用放送電波として再送信する手順と、を含む方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の先行技術である地上デジタル放送は、ＵＨＦ帯とＶＨＦ帯を使用したアナログ
放送による地上波テレビ放送をデジタル化したものである。
【０００３】
　日本国内においては、２００３年１２月から地上デジタル放送が開始され、２０１１年
７月まではアナログ放送と地上デジタル放送が共に実施され、２０１１年７月からはアナ
ログ放送は廃止され、地上デジタル放送のみが実施されることが決定している。
【０００４】
　このような状況において、アナログ放送を受信していた視聴者が地上デジタル放送を受
信でき、前記視聴者が地上デジタル放送による放送コンテンツを視聴できる環境を整備す
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る必要性は極めて高いと言える。
【０００５】
　更に、様々なシチュエーションにおいて、前記視聴者が地上デジタル放送を受信でき、
前記視聴者が地上デジタル放送による放送コンテンツ及びその利便性を享受できる環境を
整備することも強く求められている。
【０００６】
　例えば、特許文献１に開示された技術によれば、トンネルや地下道等の放送電波の届き
難いエリアであっても、莫大な設備投資や工事費用を必要とすることなく放送コンテンツ
を視聴者に提供できるようにしたデジタル放送システムを提供可能である。
【０００７】
　又、例えば、地上デジタル放送を普及する方法としては、ケーブルテレビを活用する方
法も考えられる。ケーブルテレビは有線ネットワークを介して放送コンテンツを再送信す
るため、地上デジタル放送の受信がそもそも困難であるいわゆる難視聴地域においては特
に有効な方法であると考えられる。
【０００８】
　従来のケーブルテレビの放送システムの概要を図１に示す。図１の左側のケーブルテレ
ビ局（ＣＡＴＶ局）では、ＢＳ放送やＣＳ放送等の衛星放送及び地上波放送などを受信し
、ヘッドエンドと呼ばれる装置により、受信した放送をサービスエリア内へ有線ネットワ
ークであるケーブルテレビ網（ＣＡＴＶ網）を介して再送信している。又、ケーブルテレ
ビ局によっては、前記受信した放送だけでなく、独自に制作した自主放送も送信している
。
【０００９】
　又、図１の右側のケーブルテレビ契約者（ＣＡＴＶ契約者）においては、例えば図１の
右上のような戸建住宅等においては、ケーブルテレビ網（ＣＡＴＶ網）は専用の保安器を
通してケーブルテレビ契約者（ＣＡＴＶ契約者）の宅内に引き込まれる。又、図１の右下
のようなビルや集合住宅等においては、ケーブルテレビ網（ＣＡＴＶ網）は共聴設備に接
続している場合もある。前者の場合は、各宅内では受信した放送信号をセットトップボッ
クス（ＳＴＢ）という装置により変換し、放送コンテンツをテレビ受像機で視聴できる仕
組みとなっている。後者の場合は、セットトップボックス（ＳＴＢ）を介さずにケーブル
を直接テレビ受像機に接続しても放送コンテンツを視聴可能である。
【特許文献１】特開２００６－３３３２３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　ところで、現在、日本国内において実施されている地上デジタル放送には、地上デジタ
ルテレビジョン放送（いわゆる「地デジ放送」）と、携帯機器向け地上デジタル放送（い
わゆる「ワンセグ放送」）の２種類がある。
【００１１】
　図３は、地上デジタル放送において、地上デジタルテレビジョン放送と、携帯機器向け
地上デジタル放送の棲み分けを表した図である。地上デジタル放送では、ＵＨＦ帯を１３
のセグメント（領域）に分割して使用しており、そのうちＵＨＦ帯の最も低い周波数帯域
から数えて７番目のセグメントを携帯機器向け地上デジタル放送に使用し、残りの１２の
セグメントを地上デジタルテレビジョン放送に使用している。
【００１２】
　ここにおいて、従来のケーブルテレビの放送システムは地デジ放送を送信することが可
能である。しかしながら、ワンセグ放送は携帯電話等のワンセグ端末により無線の放送電
波を受信する必要があるため、従来のケーブルテレビ放送システムではワンセグ放送を送
信することができない。
【００１３】
　従って、ケーブルテレビ契約者がワンセグ放送を視聴する場合は、外部の放送電波塔な
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どから発射される地上波の放送電波を受信することになるが、ケーブルテレビ契約者はそ
もそも地上波放送を受信することが困難な難視聴地域に居住している場合もあり、この場
合はワンセグ放送の放送電波も受信できないため視聴できない。又、ケーブルテレビ事業
者が独自のワンセグ放送を制作しても、ケーブルテレビ契約者に配信する手段がない。
【００１４】
　そこで、本発明は、地上波放送を受信することが困難な難視聴地域に居住しているケー
ブルテレビ契約者が、居住地においてワンセグ放送を受信することが可能である放送シス
テム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】
【００１５】
　上記の課題を解決するために、本発明は以下のようなものを提供する。
【００１６】
　本発明の請求項１に記載の構成は、受信した放送信号を放送電波として再送信する放送
システムであって、ケーブルテレビ網を介して送信される前記放送信号を受信する放送信
号受信手段と、受信した前記放送信号の所定周波数帯域だけを通過させる放送信号フィル
タと、前記放送信号フィルタを通過させた前記放送信号を増幅する放送信号増幅手段と、
を含み、前記放送信号増幅手段で増幅した前記放送信号をワンセグ放送用放送電波として
再送信する再送信手段と、を含む放送システムを含む。
【００１７】
　本発明の請求項１に記載の構成によれば、前記放送システムは、ケーブルテレビ網を介
して送信される前記放送信号を受信し、放送信号フィルタは、受信した前記放送信号の所
定周波数帯域だけを通過させ、放送信号増幅手段は、前記放送信号フィルタを通過させた
前記放送信号を増幅し、前記放送信号増幅手段で増幅した前記放送信号をワンセグ放送用
放送電波として再送信する。
【００１８】
　従って、前記放送システムは、前記ケーブルテレビ網を介して送信される前記放送信号
を受信することができ、放送信号フィルタは、受信した前記放送信号の所定周波数帯域だ
けを通過させることができ、放送信号増幅手段は、前記放送信号フィルタを通過させた前
記放送信号を増幅することができ、前記放送信号増幅手段で増幅した前記放送信号をワン
セグ放送用放送電波として再送信することができる。
【００１９】
　その結果、前記放送システムは、地上波放送を受信することが困難な難視聴地域であっ
ても、再送信した前記ワンセグ放送用放送電波が携帯電話等のワンセグ端末で受信可能で
あれば、視聴者がワンセグ放送を受信することを可能にすると考えられる。
【００２０】
　更に、前記放送システムは、前記ワンセグ放送を利用することにより、これまでケーブ
ルテレビ局が実現することが困難であった双方向通信サービスを実現可能とするので、新
たなサービスにより顧客の満足度を高めることで、事業の収益を更に高めることが期待で
きる。
【００２１】
　又、更に、前記放送システムが、受信した全ての前記放送信号を再送信した場合、ワン
セグ端末で受信されない無用な放送電波を含めて再送信することになるが、受信した前記
放送信号のうち所定の周波数帯域のみを前記ワンセグ放送用放送電波として再送信するこ
とにより、無用な前記放送電波の再送信を抑制することができる。
【００２２】
　尚、戸建住宅等の室内で前記ワンセグ放送を視聴する場合、再送信される前記放送電波
は半径数メートル近傍で受信可能な微弱電波であることが望ましい。又、ビルや集合住宅
等においては、ビルや集合住宅の全体をカバー可能な強度の電波で発射してもよい。
【００２３】
　本発明の請求項２に記載の構成は、請求項１に記載の構成に加えて、前記所定周波数帯



(5) JP 2009-141497 A 2009.6.25

10

20

30

40

50

域は、地上デジタル放送の周波数帯域であることを特徴とする放送システムを更に含む。
【００２４】
　本発明の請求項２に記載の構成によれば、請求項１に記載の作用に加えて、前記放送シ
ステムは、放送信号フィルタは、受信した前記放送信号の地上デジタル放送の周波数帯域
だけを通過させ、放送信号増幅手段は、前記放送信号フィルタを通過させた前記放送信号
を増幅し、前記放送信号増幅手段で増幅した前記放送信号をワンセグ放送用放送電波とし
て再送信する。
【００２５】
　従って、前記放送システムは、放送信号フィルタは、受信した前記放送信号の地上デジ
タル放送の周波数帯域だけを通過させることができ、放送信号増幅手段は、前記放送信号
フィルタを通過させた前記放送信号を増幅することができ、前記放送信号増幅手段で増幅
した前記放送信号をワンセグ放送用放送電波として再送信することができる。
【００２６】
　その結果、前記放送システムは、ワンセグ端末で受信するのに最も適している地上デジ
タル放送の周波数帯域だけをワンセグ放送用放送電波として再送信することができるため
、
前記視聴者が最も好適にワンセグ放送を受信することを可能にすると考えられる。
【００２７】
　本発明の請求項３に記載の構成は、請求項１又は請求項２に記載の構成に加えて、無線
放送信号を受信する無線放送信号受信手段と、前記無線放送信号の周波数を計測する周波
数計測手段と、を更に含み、前記無線放送信号受信手段で受信した前記無線放送信号の周
波数帯域において前記ワンセグ放送用放送電波を再送信しない放送システムを更に含む。
【００２８】
　本発明の請求項３に記載の構成によれば、請求項１又は請求項２に記載の作用に加えて
、前記放送システムは、無線放送信号を受信する無線放送信号受信手段と、前記無線放送
信号の周波数を計測する周波数計測手段と、を更に含み、前記無線放送信号受信手段で受
信した前記無線放送信号の周波数帯域において前記ワンセグ放送用放送電波を再送信しな
い。
【００２９】
　従って、前記放送システムは、無線放送信号を受信する無線放送信号受信手段と、前記
無線放送信号の周波数を計測する周波数計測手段と、を更に含み、前記無線放送信号受信
手段で受信した前記無線放送信号の周波数帯域において前記ワンセグ放送用放送電波を再
送信しないことができる。
【００３０】
　ここで、前記ワンセグ放送用放送電波を再送信する周波数帯域が、外部の放送電波塔な
どから発射される電波の周波数帯域と一致する場合、再送信された前記ワンセグ放送用放
送電波と前記放送電波塔などから発射された電波とによって電波干渉が発生する可能性が
あるため、前記ワンセグ端末は再送信された前記ワンセグ放送用放送電波を正しく受信で
きないことが考えられる。
【００３１】
　従って、前記放送システムは、前記放送システムが再送信した前記ワンセグ放送用放送
電波と前記放送電波塔などから発射された電波とによる電波干渉の発生を回避し、より好
適な環境において前記ワンセグ端末が前記ワンセグ放送用放送電波を受信することができ
ると考えられる。
【００３２】
　尚、この場合、前記放送信号の周波数を変換し、前記無線放送信号受信手段で受信した
前記放送信号とは異なる周波数帯域において、前記ワンセグ放送用放送電波を再送信して
もよい。
【００３３】
　本発明の請求項４に記載の構成は、請求項１から請求項３のいずれかに記載の構成に加
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えて、受信した前記放送信号を分配する放送信号分配器を更に含み、前記放送信号分配器
で分配した前記放送信号を、前記放送信号フィルタと、テレビ受像機及びセットトップボ
ックスと、に送信する放送システムを更に含む。
【００３４】
　本発明の請求項４に記載の構成によれば、請求項１から請求項３のいずれかに記載の作
用に加えて、前記放送システムは、受信した前記放送信号を分配する放送信号分配器を更
に含み、前記放送信号分配器で分配した前記放送信号を、前記放送信号フィルタと、テレ
ビ受像機及びセットトップボックスと、に送信する。
【００３５】
　従って、前記放送システムは、受信した前記放送信号を分配する前記放送信号分配器を
更に含み、前記放送信号分配器で分配した前記放送信号を、前記放送信号フィルタと、テ
レビ受像機及びセットトップボックスと、に送信することができる。
【００３６】
　その結果、前記放送システムは、戸建住宅等に居住するケーブルテレビ契約者が利用す
る場合に、ケーブルテレビの受信設備に前記放送信号分配器を組み込むことにより、経済
的にも仕様的にも最も合理的な好適な態様において、前記放送信号をワンセグ放送用放送
電波として再送信することができると考えられる。
【００３７】
　本発明の請求項５に記載の構成は、請求項４に記載の構成に加えて、受信した前記放送
信号の第２の所定周波数帯域だけを通過させない第２の放送信号フィルタを更に含み、前
記放送信号分配器で分配した前記放送信号を、前記第２の放送信号フィルタを介して前記
テレビ受像機及びセットトップボックスに送信する放送システムを更に含む。
【００３８】
　本発明の請求項５に記載の構成によれば、請求項４に記載の作用に加えて、前記放送シ
ステムは、受信した前記放送信号の第２の所定周波数帯域だけを通過させない第２の放送
信号フィルタを更に含み、前記放送信号分配器で分配した前記放送信号を、前記第２の放
送信号フィルタを介して前記テレビ受像機及びセットトップボックスに送信することがで
きる。
【００３９】
　従って、前記放送システムは、受信した前記放送信号のうち特定の周波数帯域で送信さ
れた放送信号を前記セットトップボックスや前記テレビ受像機に対して再送信しないこと
ができる。
【００４０】
　ここで、前記放送システムが、前記テレビ受像機に対して全ての前記放送信号を再送信
した場合、前記テレビ受像機の画面に画像を出力できないなどの誤動作が発生する可能性
がある。
【００４１】
　特に、受信した前記放送信号が、テレビ放送用の放送信号を含まないワンセグ放送用放
送信号のみである場合に、前記誤動作が発生する可能性が高いと考えられる。
【００４２】
　その結果、前記放送システムは、前記テレビ受像機に対して前記ワンセグ放送用放送信
号を再送信しないことにより、前記テレビ受像機の画面に画像を出力できないなどの誤動
作を回避できると考えられる。
【００４３】
　その結果、ケーブルテレビ局は、テレビ向けの地上デジタル放送用放送信号を含まない
、前記ワンセグ放送用放送信号のみからなる自主ワンセグ放送を送信することが可能とな
り、より多様な独自のサービスを視聴者に提供可能となる。
【００４４】
　本発明の請求項６に記載の構成は、放送センタから送信される前記放送信号を、ケーブ
ルを介して受信する手順と、受信した前記放送信号から特定の周波数だけ通過させる手順
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と、通過した前記放送信号を増幅する手順と、増幅した前記放送信号をワンセグ放送用放
送電波として再送信する手順と、を含む方法を含む。
【００４５】
　本発明の請求項６に記載の構成によれば、前記方法は、受信した前記放送信号を特定の
周波数だけ取り出して増幅し、増幅した前記放送信号を前記ワンセグ放送用放送電波とし
て再送信する。
【００４６】
　従って、本発明の請求項１に記載の前記放送システムにおいて、上記方法を実行するこ
とにより、本発明の請求項１に記載の構成と同様の効果が期待できる。
【発明の効果】
【００４７】
　本発明によれば、地上波放送を受信することが困難な難視聴地域に居住しているケーブ
ルテレビ契約者が、居住地においてワンセグ放送を受信することが可能である放送システ
ム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】
【００４８】
　図２は、本発明の好適な実施形態の一例に係る、本発明によるケーブルテレビの放送シ
ステム２０の概要を示す図である。
【００４９】
　図２の左側のケーブルテレビ局（ＣＡＴＶ局）では、従来から放送している放送コンテ
ンツに加えて、例えばケーブルテレビ局が独自に制作した自主ワンセグ放送を送信しても
よい。
【００５０】
　又、図２の右側のケーブルテレビ契約者（ＣＡＴＶ契約者）においては、例えば図１の
右上のような戸建住宅等においては、各宅内に設置されたセットトップボックス（ＳＴＢ
）の手前で分配器３０によって放送信号を分配し、分配した放送信号を放送信号フィルタ
４０で濾波した後、増幅器５０で増幅し、ワンセグ放送用放送電波としてアンテナ６０を
介して再送信してもよい。
【００５１】
　又、例えば図２の右下のような集合住宅等においては、セットトップボックス（ＳＴＢ
）を介さずに放送コンテンツを視聴しているので、分配器３０において受信した放送信号
をワンセグ放送用放送電波として放送信号フィルタ４０、増幅器５０及びアンテナ６０を
介して再送信してもよい。
【００５２】
　尚、図２の例においては、ケーブルテレビ局が独自に制作した自主ワンセグ放送だけで
なく、ケーブルテレビ局が再送信している地上波放送等に含まれるワンセグ放送も同等に
放送信号フィルタ４０、増幅器５０及びアンテナ６０を介して再送信してもよい。
【００５３】
　尚、本発明による放送システム２０は、分配器３０と一体型であってもよい。又、アン
テナ６０と一体型であってもよい。又、セットトップボックスの一部であってもよい。
【００５４】
　図４は、本発明の好適な実施形態の一例に係る放送システム２０の構成を表すブロック
図である。図４は分配器３０と一体型となっている放送システムの例である。
【００５５】
　放送システム２０は、分配器３０、放送信号フィルタ４０、増幅器５０、アンテナ６０
、第２の放送信号フィルタ７０を含んでよい。
【００５６】
　ここで、放送信号フィルタ４０は、図５に示すように所定周波数帯域ｆ１のみ通過利得
があるものとし、第２の放送信号フィルタ７０は、図６に示すように第２の所定周波数帯
域ｆ２のみ通過利得が０であるものとする。
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【００５７】
　更に、所定周波数帯域ｆ１は地上デジタル放送の周波数帯域４７０ＭＨｚ～７７０ＭＨ
ｚであり、第２の所定周波数帯域ｆ２は地上デジタル放送の１チャンネル分（例えば４８
５ＭＨｚ～４９１ＭＨｚ）であることが望ましい。又、第２の所定周波数帯域ｆ２は、ケ
ーブルテレビ局が独自に制作した自主ワンセグ放送を伝送する周波数帯域と等しいことが
望ましい。
【００５８】
　例えば、入力電波８０が放送システム２０に入力されたとき、入力電波８０は分配器３
０によって２分割され、放送信号フィルタ４０及び第２の放送信号フィルタ７０にそれぞ
れ送信される、第２の放送信号フィルタ７０は第２の所定周波数帯域ｆ２をカットしてテ
レビ受像機に送信する。従って、テレビ受像機では出力電波９１のように、第２の所定周
波数帯域ｆ２がカットされた電波を受信する。一方、放送信号フィルタ４０は所定周波数
帯域ｆ１以外の帯域をカットして増幅器５０へ電波を送信する。増幅器５０は受信した電
波を増幅し、アンテナ６０を介して電波を発射する。従って、ワンセグ端末では出力電波
９２のように、所定周波数帯域ｆ１が増幅された電波を受信する。
【００５９】
　図７は、本発明の好適な実施形態の一例に係る放送システム２０の主要なハードウェア
構成を表すブロック図である。
【００６０】
　放送システム２０は、制御部２１０、記憶部２２０、受信部２３０、増幅部２４０、フ
ィルタ部２５０を含んでよく、バス２６０を介して接続されていてよい。
【００６１】
　ここで、制御部２１０は、情報の演算、処理を行う情報演算処理装置であり、ＣＰＵ（
Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）等であってよい。制御部２１０は、
記憶部１２０に記憶された各種プログラムを適宜読み出して実行することにより、本発明
に係る各種機能を実現する。
【００６２】
　又、記憶部２２０は、データを記憶するためのものであり、ローカルメモリ、大容量バ
ルクメモリ、及び当該バルクメモリの検索を効率的に行うために使用するキャッシュメモ
リ等であってよい。又、記憶部２２０を実現するコンピュータ可読媒体としては、電気的
、磁気的、光学的、電磁的に実現するものであってよく、より具体的には、半導体記憶装
置、磁気テープ、フレキシブルディスク、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、リー
ドオンリー・メモリ（ＲＯＭ）、及びＣＤ－ＲＯＭやＣＤ－Ｒ／ＷやＤＶＤ等を含む光デ
ィスク等であってよい。記憶部２２０は、制御部２１０が適宜読み出して実行する各種プ
ログラムを記憶する。
【００６３】
　又、受信部２３０は、ケーブル局から放送波を受信するケーブルやコネクタなどであっ
てよい。又、増幅部２４０は、ワンセグ放送を送出するＵＨＦ帯などの電波出力を増幅す
るパワーアンプなどであってよい。又、フィルタ部２５０は、ワンセグ放送を送出する帯
域のみを通過させるバンドパスフィルタなどであってよい。
【００６４】
［放送電波再送信処理］
　図８は、本発明の好適な実施形態の一例に係る、放送電波再送信処理の手順を示すフロ
ーチャートである。
【００６５】
　先ず、放送システム２０は、受信部２３０を介して、ワンセグ放送用放送信号を受信す
る（ステップＳ１１０）。
【００６６】
　次に、受信した前記ワンセグ放送用放送信号のうち、フィルタ部２５０により所定周波
数帯域だけを通過させる（ステップＳ１２０）。
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【００６７】
　次に、受信した前記ワンセグ放送用放送信号が弱い場合、増幅部２４０により受信した
ワンセグ放送用前記放送信号を増幅して再送信する（ステップＳ１３０）。
【００６８】
　尚、放送システム２０に検波器などを追加し、周囲の無線放送信号の周波数を測定する
としてもよい。このとき、測定した周波数が、放送システム２０が送出するワンセグ放送
用放送電波と同じ周波数であった場合、ワンセグ放送用放送電波を送出しない機能を放送
システム２０に加えてもよい。あるいは、放送システム２０に周波数変換器などをさらに
追加し、検波器で測定した周波数が、放送システム２０が送出するワンセグ放送用放送電
波と同じ周波数であった場合、ワンセグ放送用放送電波を周波数変換器によって周波数変
換し、別の周波数帯域で送出するとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】従来技術によるケーブルテレビの放送システムの概要を示す図である。
【図２】本発明の好適な実施形態の一例に係る、本発明による放送システム２０の概要を
示す図である。
【図３】本発明の先行技術である地上デジタル放送において、地上デジタルテレビジョン
放送（地デジ）と、携帯機器向け地上デジタル放送（ワンセグ）の棲み分けを表した図で
ある。
【図４】本発明の好適な実施形態の一例に係る、放送システム２０の構成を表すブロック
図である。
【図５】本発明の好適な実施形態の一例に係る、放送信号フィルタ４０の特性を表す図で
ある。
【図６】本発明の好適な実施形態の一例に係る、第２の放送信号フィルタ７０の特性を表
す図である。
【図７】本発明の好適な実施形態の一例に係る、放送システム２０のハードウェア構成を
表すブロック図である。
【図８】本発明の好適な実施形態の一例に係る、放送電波再送信処理の手順を示すフロー
チャートである。
【符号の説明】
【００７０】
　１０　ケーブルテレビ網
　２０　放送システム
　３０　分配器
　４０　放送信号フィルタ
　５０　増幅器
　６０　アンテナ
　７０　第２の放送信号フィルタ
　８０　入力電波
　９１　出力電波
　９２　出力電波
　２１０　制御部
　２２０　記憶部
　２３０　受信部
　２４０　増幅部
　２５０　フィルタ部
　２６０　バス
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