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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のマルチメディアコンテンツそれぞれのＴＳ（Transport Stream）パケットをそれ
ぞれディジタル放送標準方式による複数の放送ＴＳに変換し、フレーム化し、ＩＰ（イン
ターネット・プロトコル）パケットに乗せてＩＰネットワークに送出するＩＰ放送送信装
置と、
　前記ＩＰネットワークを介して伝送される前記ＩＰパケットを受信して当該ＩＰパケッ
トから複数の放送ＴＳを取り出し、変調し、放送用周波数帯に変換してテレビジョン受信
端末に送出するＩＰ放送端末装置と
を具備し、
　前記ＩＰ送信装置は、
　　同期クロックを生成するクロック生成手段と、
　　前記複数のマルチメディアコンテンツのＴＳパケットをそれぞれディジタル放送標準
方式の放送ＴＳに変換する放送ＴＳ変換手段と、
　　前記クロック生成手段で生成される同期クロックに前記複数のマルチメディアコンテ
ンツそれぞれのＴＳパケットまたは放送ＴＳを同期させて標準時刻情報を付け替える同期
手段と、
　　前記放送ＴＳ変換手段で変換された複数の放送ＴＳをそれぞれ予め決められた伝送フ
レームに変換するフレーム化手段と、
　　前記フレーム化手段で伝送フレームに変換された信号をそれぞれＩＰパケット化して
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順次ＩＰネットワークに送出するＩＰパケット化手段と
を備えることを特徴とするＩＰ放送システム。
【請求項２】
　前記フレーム化手段は、前記複数の放送ＴＳをシンボル単位で揃えることを特徴とする
請求項１記載のＩＰ放送システム。
【請求項３】
　請求項１記載のＩＰ放送システムに用いられるＩＰ放送送信装置であって、
　同期クロックを生成するクロック生成手段と、
　前記複数のマルチメディアコンテンツのＴＳパケットをそれぞれディジタル放送標準方
式の放送ＴＳに変換する放送ＴＳ変換手段と、
　前記クロック生成手段で生成される同期クロックに前記複数のマルチメディアコンテン
ツそれぞれのＴＳパケットまたは放送ＴＳを同期させて標準時刻情報を付け替える同期手
段と、
　前記放送ＴＳ変換手段で変換された複数の放送ＴＳをそれぞれ予め決められた伝送フレ
ームに変換するフレーム化手段と、
　前記フレーム化手段で伝送フレームに変換された信号をそれぞれＩＰパケット化して順
次ＩＰネットワークに送出するＩＰパケット化手段と
を具備することを特徴とするＩＰ放送システムのＩＰ放送送信装置。
【請求項４】
　前記フレーム化手段は、前記複数の放送ＴＳをシンボル単位で揃えることを特徴とする
請求項３記載のＩＰ放送システムのＩＰ放送送信装置。
【請求項５】
　前記複数のマルチメディアコンテンツが複数の放送チャンネルの地上ディジタル放送波
であるとき、
　前記複数の放送チャンネルの地上ディジタル放送波を受信する受信手段と、前記複数の
放送チャンネルの放送波受信信号をＯＦＤＭ（0rthogonal Frequency Division Multiple
xing：直交周波数分割多重）復調して各チャンネルのＴＳパケットを取り出す復調手段と
をさらに具備し、
　前記クロック生成手段は、前記復調手段で得られた複数の放送チャンネルのＴＳパケッ
トのいずれかのクロックを同期クロックとして再生し、
　前記放送ＴＳ変換手段は、地上ディジタル放送標準方式の放送ＴＳに変換するものとし
、
　前記フレーム化手段は、ＯＦＤＭフレームに変換することを特徴とする請求項３記載の
ＩＰ放送システムのＩＰ放送送信装置。
【請求項６】
　前記複数のマルチメディアコンテンツが複数の放送チャンネルの衛星ディジタル放送波
であるとき、
　前記複数の放送チャンネルの衛星ディジタル放送波を受信する受信手段と、前記複数の
放送チャンネルの放送波受信信号をディジタル復調して各チャンネルの衛星ディジタル放
送信号のＴＳパケットを取り出す復調手段とをさらに備え、
　前記クロック生成手段は、前記復調手段で得られた複数の放送チャンネルのＴＳパケッ
トのいずれかのクロックを同期クロックとして再生し、
　前記放送ＴＳ変換手段は、衛星ディジタル放送標準方式の信号に変換することを特徴と
する請求項３記載のＩＰ放送システムのＩＰ放送送信装置。
【請求項７】
　請求項１記載のＩＰ放送システムに用いられるＩＰ放送端末装置であって、
　前記ＩＰネットワークから前記ＩＰ放送送信装置から送出されるＩＰパケットを受信す
る受信手段と、
　前記受信手段で受信されたＩＰパケットから、前記同期された複数の放送ＴＳを取り出
す放送ＴＳ抽出手段と、



(3) JP 5075734 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

　前記放送ＴＳ抽出手段で抽出された複数の放送ＴＳをディジタル変調し、放送用周波数
帯に変換してテレビジョン受信端末に送出する送信手段と
を具備することを特徴とするＩＰ放送システムのＩＰ放送端末装置。
【請求項８】
　前記複数のマルチメディアコンテンツが複数の放送チャンネルの地上ディジタル放送波
であるとき、
　送信手段は、前記複数の放送ＴＳを周波数領域から時間領域の信号に変換し送出するこ
とを特徴とする請求項７記載のＩＰ放送システムのＩＰ放送端末装置。
【請求項９】
　前記複数のマルチメディアコンテンツが複数の放送チャンネルの衛星ディジタル放送波
であるとき、
　送信手段は、前記複数の放送ＴＳをディジタル位相変調し送出することを特徴とする請
求項７記載のＩＰ放送システムのＩＰ放送端末装置。
【請求項１０】
　請求項２記載のＩＰ放送システムに用いられるＩＰ放送端末装置であって、
　前記ＩＰネットワークから前記ＩＰ放送送信装置から送出されるＩＰパケットを受信す
る受信手段と、
　前記受信手段で受信されたＩＰパケットから、前記シンボル単位で揃えられた複数の放
送ＴＳを取り出す放送ＴＳ抽出手段と、
　前記放送ＴＳ抽出手段で抽出された複数の放送ＴＳをディジタル変調し、放送用周波数
帯に変換してテレビジョン受信端末に送出する送信手段と
を具備することを特徴とするＩＰ放送システムのＩＰ放送端末装置。
【請求項１１】
　前記複数のマルチメディアコンテンツが複数の放送チャンネルの地上ディジタル放送波
であるとき、
　送信手段は、前記複数の放送ＴＳを周波数領域から時間領域の信号に変換し送出するこ
とを特徴とする請求項１０記載のＩＰ放送システムのＩＰ放送端末装置。
【請求項１２】
　前記複数のマルチメディアコンテンツが複数の放送チャンネルの衛星ディジタル放送波
であるとき、
　送信手段は、前記複数の放送ＴＳをディジタル位相変調し送出することを特徴とする請
求項１０記載のＩＰ放送システムのＩＰ放送端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ網を利用して地上波ディジタル放送、衛星ディジタル放送で放送される
複数のディジタルコンテンツあるいはコンテンツプロバイダから提供される複数のディジ
タルコンテンツを束ねて放送するＩＰ放送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＰ網を利用して地上波ディジタル放送、衛星ディジタル放送で放送されるディ
ジタルコンテンツ、あるいはコンテンツプロバイダから提供されるディジタルコンテンツ
を伝送するＩＰ放送システムの構築が進められている（例えば特許文献１参照）。このシ
ステムのディジタルコンテンツ伝送において、各放送チャンネルのクロックに対する同期
は、映像信号を乱れなく視聴するために重要な要素となる。現在の地上波ディジタル放送
、衛星ディジタル放送では、いずれも映像伝送にＭＰＥＧ－２（Moving Picture Expert 
Group phase 2）を採用しており、エンコーダとデコーダの間の同期はＰＣＲ（Program C
lock Reference）値により実現される。
【０００３】
　ＰＣＲ値は映像信号を伝送するためのＴＳ（Transport Stream）パケットの２７ＭＨｚ
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のクロックに同期した信号であり、ＴＳパケット内に書き込まれている。このＰＣＲ値を
エンコーダ側のＰＬＬに同期させてＴＳパケットに書き込むことで、映像信号を乱れなく
伝送することが可能となる。ＰＣＲ値を保つためには、受信側のクロックを放送チャンネ
ルからのクロックに従属させるか、クロックの載せ替えが必要な場合はこのＰＣＲ値がと
ぎれないように置きかえる必要がある。
【０００４】
　しかし、複数の放送チャンネルのディジタルコンテンツを伝送する場合、各放送チャン
ネルのクロックが各々独立のため、ＰＣＲ値を保つためには、放送チャンネル毎にＩＰパ
ケット化を行い、受信側で放送チャンネル毎にクロックを抽出してＩＳＤＢ－Ｔ（Integr
ated Services Digital Broadcasting-Terrestrial）またはＩＳＤＢ－Ｓ（Integrated S
ervices Digital Broadcasting-Satellite）の信号処理を行い、ＯＦＤＭ（Orthogonal F
requency Division Multiplexing）変調後のＲＦ（Radio Frequency）領域で合波するこ
とになる。つまり、１放送局毎に正確に放送局のクロックを抽出し、ＲＦ信号に戻した後
に周波数軸上で合波して、テレビジョン受信機に送出する。
【０００５】
　この場合、受信する放送チャンネルの数だけ、位相雑音の少ない電圧制御水晶発振器（
ＶＣＸＯ：Voltage Controlled Xtal Oscillator）とクロック同期回路が必要となる。ま
た、１放送チャンネル毎にＩＳＤＢ－ＴまたはＩＳＤＢ－Ｓの信号処理、ＯＦＤＭ変調を
行う必要がある。これでは、回路規模が非常に大きくなってしまい、端末の大きさが大き
くなり、また消費電力も増加する。
【特許文献１】特開２００７－１０４０８５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記したように既存の技術では、受信する放送チャンネルの数だけ、位相雑音の少ない
発振器とクロック同期回路が必要となり、また、１放送チャンネル毎にＩＳＤＢ－Ｔまた
はＩＳＤＢ－Ｓの信号処理、変調を行う必要があるため、回路規模が非常に大きくなって
しまい、端末の大型化、消費電力増大が問題となっている。
【０００７】
　この発明は上記事情によりなされたもので、その目的は、ＩＰ放送端末装置側の回路規
模を少なくし、端末の小型、低消費電力、低コストを実現するＩＰ放送システムとＩＰ放
送送信装置及びＩＰ放送端末装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するためにこの発明に係るＩＰ放送システムは、複数のマルチメディア
コンテンツそれぞれのＴＳ（Transport Stream）パケットをそれぞれディジタル放送標準
方式による複数の放送ＴＳに変換し、フレーム化し、ＩＰ（インターネット・プロトコル
）パケットに乗せてＩＰネットワークに送出するＩＰ放送送信装置と、前記ＩＰネットワ
ークを介して伝送される前記ＩＰパケットを受信して当該ＩＰパケットから複数の放送Ｔ
Ｓを取り出し、変調し、放送用周波数帯に変換してテレビジョン受信端末に送出するＩＰ
放送端末装置とを具備し、前記ＩＰ送信装置は、前記複数のＴＳパケットの放送ＴＳへの
変換前後でクロックを同期させるようにしたことを特徴とする。
【０００９】
　特に、上記ＩＰ放送送信装置は、同期クロックを生成するクロック生成手段と、前記複
数のマルチメディアコンテンツのＴＳパケットをそれぞれディジタル放送標準方式の放送
ＴＳに変換する放送ＴＳ変換手段と、前記クロック生成手段で生成される同期クロックに
前記複数のマルチメディアコンテンツそれぞれのＴＳパケットまたは放送ＴＳを同期させ
て標準時刻情報を付け替える同期手段と、前記放送ＴＳ変換手段で変換された複数の放送
ＴＳをそれぞれ予め決められた伝送フレームに変換するフレーム化手段と、前記フレーム
化手段で伝送フレームに変換された信号をそれぞれＩＰパケット化して順次ＩＰネットワ
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ークに送出するＩＰパケット化手段と
を具備することを特徴とする。
【００１０】
　また、上記ＩＰ放送端末装置は、前記ＩＰネットワークから前記ＩＰ放送送信装置から
送出されるＩＰパケットを受信する受信手段と、前記受信手段で受信されたＩＰパケット
から前記複数の放送ＴＳを取り出す放送ＴＳ抽出手段と、前記放送ＴＳ抽出手段で抽出さ
れた複数の放送ＴＳをディジタル変調し、放送用周波数帯に変換してテレビジョン受信端
末に送出する送信手段とを具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、ＩＰ放送端末装置側の回路規模を少なくし、端末の小型、低消費電
力、低コストを実現するＩＰ放送システムとＩＰ放送送信装置及びＩＰ放送端末装置を提
供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１３】
　図１は本発明に係るＩＰ放送システムの一実施形態として、地上ディジタル放送を再送
する場合の構成を示すブロック図である。図１において、ＩＰ放送送信装置（ＨＥ：ヘッ
ドエンド）１は、受信アンテナ１１で複数の放送チャンネルの信号を受けて、それぞれ放
送チャンネル別に用意されるＯＦＤＭ復調部１２１～１２ｎでＭＰＥＧ－２のＴＳパケッ
トを復調した後、クロック同期部１３に送られ、クロック生成部１４で独自に生成される
クロックに同期するように、個々のＴＳパケットに書き込まれているＰＣＲ値を書き換え
る。そして、クロック同期されたＴＳパケットに対し、ＩＳＤＢ－Ｔ処理部１５でＩＳＤ
Ｂ－Ｔ標準方式の信号処理を行って、ＯＦＤＭフレーム生成部１６でＯＦＤＭフレーム化
して各放送ＴＳのフレーム先頭を合わせ、ＩＰパケット化部１７でＩＰパケットに乗せ込
んでＩＰネットワーク２に送出する。
【００１４】
　ここで、上記ＩＳＤＢ－Ｔ標準方式の信号処理は、具体的にはＡＲＩＢ＿ＳＴＤ－Ｂ３
１の伝送路符号化部の構成に準じる。すなわち、図２に示すように、放送ＴＳを外符号処
理部１５２で誤り訂正用の外符号を付加した後、階層分割部１５３で複数階層（図では３
階層）に分割する。各階層において、バイト→ビット変換処理１５４１、エネルギー拡散
処理１５４２、遅延補正処理１５４３、ビット→バイト変換処理１５４４、バイトインタ
ーリーブ１５４５、バイト→ビット変換処理１５４６、キャリア変調処理（ビットインタ
ーリーブ、マッピング）１５４７の階層別信号処理を行った後、階層合成部１５５で各階
層信号を合成し、時間インターリーブ処理部１５６で時間インターリーブを施し、周波数
インターリーブ処理部１５７で周波数インターリーブを施す。この信号は、パイロット信
号及びＴＭＣＣ信号と共に前述のＯＦＤＭフレーム生成部１６に送られる。
【００１５】
　一方、ＩＰ放送端末装置３は、ＩＰパケット処理部３１でＩＰネットワーク２を介して
伝送されるＩＰパケットを受信し、当該ＩＰパケットに乗せられているＯＦＤＭフレーム
信号を取り出す。そして、ＩＰパケット処理部３１で取り出された各チャンネルのＯＦＤ
Ｍフレーム信号をＩＦＦＴ（逆フーリエ変換）処理部３２で周波数領域から時間領域の信
号に変換し、ＲＦ生成部３３で所定の放送波周波数帯に変換してテレビジョン受信機（Ｔ
Ｖ）４に向けて送出する。
【００１６】
　すなわち、従来のシステム構成では、ＩＰ送信装置側で複数チャンネルのＴＳ信号を放
送チャンネル毎にＩＰパケットに乗せてＩＰネットワークに伝送し、端末装置側で受信し
たＩＰパケットから放送ＴＳを取り出し、チャンネル別に分離して、それぞれクロック再
生、ＩＳＤＢ－Ｔ標準方式への信号処理、ＯＦＤＭフレーム化、ＲＦ再生、ＲＦ合成を行
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っているが、チャンネル別に互いに独立して処理をおこなわなければならないため、全て
のチャンネルについて処理回路が必要となり、回路規模の大型化を避けられない。
【００１７】
　これに対し、上記実施形態の構成では、ＩＰ放送送信装置１側で、各チャンネルの放送
ＴＳのクロックを同期化した上で、ＯＦＤＭフレーム化の処理まで実行してＩＰ伝送して
いるため、ＩＰ放送端末装置３側では単に受信したＩＰパケットから取り出される信号を
それぞれＩＦＦＴし周波数変換して送出すればよく、その回路規模は飛躍的に縮小される
ようになる。
【００１８】
　したがって、上記構成によるＩＰ放送システムによれば、ＩＰ放送端末装置側の回路規
模を縮小することができるので、端末装置の小型化、低消費電力化、低コスト化を実現す
ることができる。
【００１９】
　尚、上記実施形態では、ＩＳＤＢ－Ｔ処理部１５の処理を周波数インターリーブまでと
し、ＯＦＤＭフレーム生成部１６のＯＦＤＭフレーム化出力（図中（１））をＩＰパケッ
ト化し送出するようにしたが、本発明はこれに限定されるものではない。例えば、周波数
インターリーブの出力（図中（２））をＩＰパケット化して出力し、端末側でＯＦＤＭフ
レーム化処理以降を行うようにしてもよい。また、ＯＦＤＭフレーム生成部１６の出力を
さらにＩＦＦＴ処理部１８で周波数領域の信号に変換しガードインターバル付加部１９で
マルチパス軽減のためのガードインターバルを付加した状態（図中（３））でＩＰパケッ
ト化して出力し、端末側で単にＲＦ信号に周波数変換して送出するようにしてもよい。
【００２０】
　また、上記実施形態では、ＩＰ放送送信装置１において、独自のクロック生成部１４を
備えるものとしたが、当該クロックは非常に精度の高い発振器が要求される。そこで、図
３に示すように、いずれかのチャンネルのＯＦＤＭ復調部（図では１２ｎ）で得られるＴ
Ｓパケットからクロックを抽出し、ＰＬＬ回路１１０によって内部クロックを抽出された
放送信号中の再生クロックと位相比較して同期させることにより、比較的安価なクロック
発振器を利用することができる。
【００２１】
　このように、放送信号中のクロックを利用する場合、常に同一の放送チャンネルからク
ロックを抽出できるとは限らないので、図４に示すように、全チャンネル（任意の個数で
もよい）のＯＦＤＭ復調部１２１～１２ｎからクロックを切換スイッチ（ＳＷ）１１１で
任意のチャンネルのＯＦＤＭ復調出力を選択し、ＰＬＬ回路１１０に入力すると効果的で
ある。スイッチ１１１の切替のトリガとして、映像の受信断、クロックの入力断を用いる
。
【００２２】
　また、上記実施形態では、クロック同期をＩＳＤＢ－Ｔ処理前に行うようにしたが、図
５に示すように、先に複数チャンネル処理の段階でＩＳＤＢ－Ｔ処理部１５１～１５ｎで
ＩＳＤＢ－Ｔ標準方式の放送ＴＳに変換した後、クロック生成部１４で生成されるクロッ
クを用いてクロック同期部１３で載せ替えによる同期処理を行うようにしてもよい。
【００２３】
　尚、この構成においても、図６に示すように、いずれかのチャンネルのＯＦＤＭ復調部
（図では１２ｎ）で得られるＴＳパケットからクロックを抽出し、ＰＬＬ回路１１０によ
って内部クロックを抽出された放送信号中の再生クロックと位相比較して同期させること
により、比較的安価なクロック発振器を利用することができる。
【００２４】
　さらに、図７に示すように、全チャンネル（任意の個数でもよい）のＯＦＤＭ復調部１
２１～１２ｎからクロックを切換スイッチ（ＳＷ）１１１で任意のチャンネルのＯＦＤＭ
復調出力を選択し、ＰＬＬ回路１１０に入力すると効果的である。
【００２５】
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　ところで、上記実施形態のＯＦＤＭフレーム化処理は、図８に示すように、各放送ＴＳ
（ストリーム）をシンボル単位でシフトすることでフレームを一致させるようにしている
が、この方法ではフレームを一致させるまでに時間がかかる。しかしながら、実際には個
々の放送ＴＳのフレームが完全一致していなくても、シンボル単位で揃っていれば受信側
のＩＦＦＴ処理は可能である。そこで、図９に示すように、各放送ＴＳをシンボル単位で
揃える。これにより、フレーム化の処理に要する時間を短縮することが可能となる。
【００２６】
　上記実施形態は、地上ディジタル放送信号をＩＰ放送システムで伝送する場合の構成を
示したが、衛星ディジタル放送信号の場合も同様に実施可能である。以下、具体的に説明
する。
【００２７】
　図１０はＩＳＤＢ－Ｓ標準方式の処理の流れを示すブロック図である。図１０において
、複数のＭＰＥＧ－ＴＳは、外符号誤り訂正（ＲＳ：リードソロモン）付加部５１で誤り
訂正用の外符号が付加され、フレーム構成部５２で個々にフレーム化された後、エネルギ
ー拡散部５３でエネルギー拡散され、インターリーブ処理部５４でインターリーブされ、
内符号誤り訂正付加部５５で誤り訂正用の内符号が付加されて変調処理部５６に送られる
。上記複数のＭＰＥＧ－ＴＳに与えられるＴＭＣＣ（Transmission and Multiplexing Co
nfiguration Control）情報はＴＭＣＣ信号生成部５７でＴＭＣＣ信号として生成され、
ＴＭＣＣ伝送符号化部５８で伝送符号化され、インターリーブ出力と共に内符号誤り訂正
付加部５５に送られ、信号中のＴＭＣＣ領域に書き込まれる。上記変調処理部５６は入力
された信号を位相基準バースト信号生成部５９で生成されるバースト信号に基づいて変調
出力する。ここで、上記外符号誤り訂正付加部５１、フレーム構成部５２、エネルギー拡
散部５３、インターリーブ処理部５４は、ＴＭＣＣ信号生成部で生成されるＴＭＣＣ信号
に基づいて処理される。
【００２８】
　図１１は、図１０に示すＩＳＤＢ－Ｓ方式採用のＩＰ放送システムの構成を示すブロッ
ク図である。図１１において、ＩＰ放送送信装置６は、受信アンテナ６１で受けた複数の
トランスポンダ対応の衛星ディジタル放送信号を復調部６２１～６２ｎそれぞれによって
個別に復調した後、クロック同期部６３でクロック生成部６４からのクロック信号に基づ
いて複数の復調信号の同期処理を行う。続いて、ＩＳＤＢ－Ｓ処理部６５でＩＳＤＢ－Ｓ
標準化方式に対応する信号を生成し、ＩＰパケット化部６６でＩＰパケットに載せ込んで
ＩＰネットワーク２に送出する。
【００２９】
　一方、ＩＰ放送端末装置７は、ＩＰネットワーク２を通じてＩＰ放送送信装置６から送
られてくるＩＰパケットを受け取ると、ＩＰパケット処理部７１でＩＰパケットからＩＳ
ＤＢ－Ｓ標準化方式に対応する信号を取り出し、位相変調部７２で位相基準バースト信号
に基づき位相変調し、ＲＦ生成部７３で衛星放送の中間周波数帯に周波数変換してテレビ
ジョン受信機４に送出する。
【００３０】
　上記構成によれば、地上ディジタル放送の場合と同様に、ＩＰ放送送信装置６側で、各
衛星放送ＴＳのクロックを同期化しＩＳＤＢ－Ｓ放送ＴＳに変換した上でＩＰ伝送してい
るため、ＩＰ放送端末装置７側では単に受信したＩＰパケットから取り出される信号をそ
れぞれ位相変調し周波数変換して衛星放送波として送出すればよく、その回路規模は飛躍
的に縮小されるようになる。
【００３１】
　したがって、上記構成によるＩＰ放送システムによれば、ＩＰ放送端末装置側の回路規
模を縮小することができるので、端末装置の小型化、低消費電力化、低コスト化を実現す
ることができる。
【００３２】
　尚、ＩＳＤＢ－Ｓの場合も、ＴＳＤＢ－Ｔの場合と同様に、図３～図９で説明したバリ
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エーションを適用することができる。
【００３３】
　ところで、上記実施形態では、いずれもディジタル放送信号をＩＰ網を介して各端末装
置に伝送する場合について説明したが、伝送コンテンツは必ずしもディジタル放送信号に
限定されるものではない。例えば、コンテンツプロバイダから提供される複数のコンテン
ツのＭＰＥＧ－ＴＳを互いに同期化して伝送する場合にも適用可能である。
【００３４】
　その他、この発明は上記実施の形態に限定されるものではない。また、本発明は、実施
段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。さらに、上記実
施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成で
きる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明に係るＩＰ放送システムの一実施形態として、地上ディジタル放送を再送
する場合の構成を示すブロック図。
【図２】図１に示す実施形態のＩＳＤＢ－Ｔ処理部の具体的な構成を示すブロック図。
【図３】図１に示す実施形態において、クロック生成の他の実施例を示すブロック図。
【図４】図３に示す実施例において、クロック生成の変形例を示すブロック図。
【図５】本発明に係るＩＰ放送システムの地上ディジタル放送を再送する場合の他の実施
形態の構成を示すブロック図。
【図６】図５に示す実施形態において、クロック生成の他の実施例を示すブロック図。
【図７】図６に示す実施例において、クロック生成の変形例を示すブロック図。
【図８】図１及び図５に示す実施形態のＯＦＤＭフレーム化処理の一例を示す図。
【図９】図１及び図５に示す実施形態のＯＦＤＭフレーム化処理において処理時間を短縮
する場合の例を示す図。
【図１０】本発明に適用されるＩＳＤＢ－Ｓ標準方式の処理の流れを示すブロック図。
【図１１】本発明に係るＩＰ放送システムの一実施形態として、衛星ディジタル放送を再
送する場合の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
【００３６】
　１…ＩＰ放送送信装置（ＨＥ）、１１…受信アンテナ、１２１～１２ｎ…ＯＦＤＭ復調
部、１３…クロック同期部、１４…クロック生成部、１５…ＩＳＤＢ－Ｔ処理部、１５２
…外符号処理部、１５３…階層分割部、１５４１…バイト→ビット変換処理、１５４２…
エネルギー拡散処理、１５４３…遅延補正処理、１５４４…ビット→バイト変換処理、１
５４５…バイトインターリーブ、１５４６…バイト→ビット変換処理、１５４７…キャリ
ア変調処理、１５５…階層合成部、１５６…時間インターリーブ処理部、１５７…周波数
インターリーブ処理部、１６…ＯＦＤＭフレーム生成部、１７…ＩＰパケット化部、１８
…ＩＦＦＴ処理部、１９…ガードインターバル付加部、１１０…ＰＬＬ回路、１１１…切
換スイッチ（ＳＷ）、
　２…ＩＰネットワーク、
　３…ＩＰ放送端末装置、３１…ＩＰパケット処理部、３２…ＩＦＦＴ処理部、３３…Ｒ
Ｆ生成部、
　４…テレビジョン受信機（ＴＶ）、
　５１…外符号誤り訂正付加部、５２…フレーム構成部、５３…エネルギー拡散部、５４
…インターリーブ処理部、５５…内符号誤り訂正付加部、５６…変調処理部、５７…ＴＭ
ＣＣ信号生成部、５８…ＴＭＣＣ伝送符号化部、５５…内符号誤り訂正付加部、
　６…ＩＰ放送送信装置、６１…受信アンテナ、６２１～６２ｎ…復調部、６３…クロッ
ク同期部、６４…クロック生成部、６５…ＩＳＤＢ－Ｓ処理部、６６…ＩＰパケット化部
、
　７…ＩＰ放送端末装置、７１…ＩＰパケット処理部、７２…位相変調部、７３…ＲＦ生
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