
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送サービス信号を受信する受信装置において、
　受信信号のうち特定の放送周波数帯の信号を検出する検出回路と、
　受信信号を増幅する増幅回路と、前記増幅回路の増幅信号を復調する復調回路と、
　前記検出回路の検出した信号が前記復調回路で復調可能なレベルであれば、前記増幅回
路に電源を供給し、前記検出回路の検出した信号がないか、あるいは前記復調回路で復調
不能なレベルであれば、前記増幅回路に電源を供給しない制御回路と、を備え、
　

　

　 を備えたこ
とを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　

ことを特徴とする請求
項１に記載の受信装置。
【請求項３】
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前記検出回路は、前記特定の放送周波数帯に応じたローカル信号を出力する局部発振手
段と、

該ローカル信号に基づいて前記受信信号を前記特定の放送周波数に対応した中間周波数
信号或いはベースバンド信号に変換するパッシブミキサと、

該中間周波数信号或いは該ベースバンド信号の強度を検出する検出手段と、

前記復調回路は、前記局部発振手段が出力するローカル信号に基づいて前記受信信号を
前記特定の放送周波数に対応した中間周波数信号或いはベースバンド信号に変換する周波
数変換手段を備え、該周波数変換手段は、アクティブミキサである



　
　

　
　
　
　

ことを特
徴とする受信装置。
【請求項４】
　

ことを特徴とする請求項３に記載の受信装
置。
【請求項５】
　
　

　
　
　

ことを特徴とする受信装置。
【請求項６】
　
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、地上波デジタル放送等の放送サービス信号を受信する携帯機器等の受信装置

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来から、地上波のアナログテレビ放送を受信できる移動を前提とした携帯端末が存在し
ているが、伝送方式がマルチパスの影響を受けやすい点やアンテナ等の受信性能の問題が
あり、屋外や移動中の環境下では、正常な放送受信ができないことも多かった。
前記の課題を解決するために、近年、地上波のテレビ放送において、従来からのアナログ
方式に変わる、ＯＦＤＭ（ Orthogonal Frequency Division Multiplex：直交周波数分割
多重）方式を採用した地上波デジタルテレビの実用化が進められている。ＯＦＤＭ方式は
、高速なデータ信号を低速で狭帯域なデータ信号に変換し、周波数軸上で並列に伝送する
ことにより、シンボル長を長くして全体に占める符号間干渉を小さくすことができるので
、マルチパスによる影響を受けにくく、移動中に受信しても画面が途切れたりする不具合
が少ない等の利点がある。
【０００３】
地上波デジタルテレビ放送では、図６（ａ）に示すように、約６ＭＨｚの伝送帯域６１を
１３個のセグメント６２に分割して、１３個のセグメント全てを１チャンネルのＨＤＴＶ
（高品位テレビジョン）あるいは複数チャンネルのＳＤＴＶ（標準画質テレビジョン）固

10

20

30

40

50

(2) JP 3907499 B2 2007.4.18

放送サービス信号を受信する受信装置において、
受信信号のうち移動受信用の階層で構成された１つのセグメントの周波数帯のみを通過

させるバンドパスフィルタと、
前記バンドパスフィルタを通過した信号を検出する検出回路と、
前記バンドパスフィルタを通過した信号を増幅する増幅回路と、
前記増幅回路の増幅信号を復調する復調回路と、
前記検出回路の検出した信号が前記復調回路で復調可能なレベルであれば、前記増幅回

路に電源を供給し、前記検出回路の検出した信号がないか、あるいは前記復調回路で復調
不能なレベルであれば、前記増幅回路に電源を供給しない制御回路と、を備えた

前記バンドパスフィルタは、１つの放送チャンネルの移動受信用の階層で構成された１
つのセグメントの周波数帯のみを通すフィルタが、受信する放送チャンネル数だけ設けら
れており、さらに、前記バンドパスフィルタを通過する信号のうち特定の放送チャンネル
の周波数帯の信号を選択するスイッチを設けた

放送サービスの信号を受信する受信装置において、
受信信号を増幅する機能および受信信号をバイパスする機能を切り換え可能な増幅回路

と、
バイパスされた受信信号のうち特定の放送周波数帯の信号を検出する検出回路と、
前記増幅回路の増幅信号を復調する復調回路と、
受信信号を前記増幅回路にバイパスさせて前記検出回路に検出させ、前記検出回路の検

出信号が前記復調回路で復調可能なレベルの場合のみ、前記増幅回路に受信信号を増幅さ
せる制御回路と、を備えた

請求項１から請求項５のいずれか１項に記載の受信装置を備え、
前記制御回路は、前記特定の放送周波数帯の信号の検出を複数回行い、該信号の検出が

できない場合に、前記検出回路への電源供給を停止することを特徴とする移動体端末。

およびこれを用いた移動体端末



定受信用に使用する方法がある。さらに、図６（ｂ）に示すように１３個のセグメントを
最大３階層に分割して、固定受信用の階層６４，６６のほかに、移動体受信用の階層６５
を設定することが可能である。
【０００４】
変調方式は各階層で任意に決められるので、移動受信用の階層は電波の受信の容易性と移
動受信装置のシステム負荷軽減のために、周波数帯の中心に位置する１セグメントが割り
当てられ、変調方式も干渉や妨害に強いＤＱＰＳＫ変調方式等が使用される。
このように、地上波デジタル放送ではＰＤＡや携帯電話等の携帯機器に、移動受信用の地
上波デジタル放送サービスを受信させる試みが行われている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、移動体向けの地上波デジタル放送は、視聴需要やメンテナンス等の関係で
、早朝や深夜は放送サービスを行わない可能性があり、放送エリア内であっても、必ずし
も常時放送サービスが受信可能と言うわけではない。
また、移動体端末の存在位置は固定されているわけではないので、移動体端末が放送サー
ビスのエリア外に出てしまう可能性もある。
【０００６】
このような状況では、放送サービスが時間的、空間的に受信可能かどうかチェックする必
要がある。放送サービスの確認方法としては、移動受信用の階層６５の伝送周波数帯に対
してキャリアセンスを行う方法がある。キャリアセンスを備えた受信機の構成例として、
図７に示すものが知られている。この受信装置は、アンテナ１０１、バンドパスフィルタ
１０２、高周波増幅回路１０４、検出回路１０５、局部発振器１０７、復調回路１０８、
制御回路１０９、記憶回路１１０から構成されている。復調回路１０８内には周波数変換
器１０６と電力分配器１０３が配されている。
【０００７】
図７の受信装置は、電力分配器１０３に接続される検出回路１０５で受信電力の検出を行
うので、最低でも高周波増幅回路１０４と周波数変換器１０６に常時電源を供給する必要
があり、携帯端末のように消費電力の抑制を意図した場合には問題がある。
電力分配器１０３と周波数変換器１０６はパッシブ素子を使用することが可能であり、そ
れ自体に電源を与える必要がないので電力消費を抑制できるが、周波数変換器１０６にパ
ッシブミキサを使用した場合には、受信信号を周波数変換する際に受信電力の損失が大き
くなるという問題がある。この場合に、受信装置を正常に動作させるには受信電力の損失
補償が必要であり、高周波増幅器１０４は高いゲインが必要となるので、電力を余計に消
費してしまう。
【０００８】
従って、本発明の目的は、上記の課題を鑑み、低消費電力化と移動体向け放送サービスの
有無の判別が両立可能な受信装置を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　前記課題を解決するために、

を備えたことを特徴とする。
【００１０】
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本発明に係る受信装置は、放送サービス信号を受信する受
信装置において、受信信号のうち特定の放送周波数帯の信号を検出する検出回路と、受信
信号を増幅する増幅回路と、前記増幅回路の増幅信号を復調する復調回路と、前記検出回
路の検出した信号が前記復調回路で復調可能なレベルであれば、前記増幅回路に電源を供
給し、前記検出回路の検出した信号がないか、あるいは前記復調回路で復調不能なレベル
であれば、前記増幅回路に電源を供給しない制御回路と、を備え、前記検出回路は、前記
特定の放送周波数帯に応じたローカル信号を出力する局部発振手段と、該ローカル信号に
基づいて前記受信信号を前記特定の放送周波数に対応した中間周波数信号或いはベースバ
ンド信号に変換するパッシブミキサと、該中間周波数信号或いは該ベースバンド信号の強
度を検出する検出手段と、



　

ことを特徴とする。
【００１１】
　

ことを特徴とする。
【００１２】
　

ことを特
徴とする。
【００１３】
　

ことを特徴とする。
【００１４】
　

【００１６】
本発明においては、増幅回路が機能する前に、検出回路で検出した受信信号のレベルから
復調可能であれば、増幅回路を機能させるようにしたので、低消費電力化と、移動体向け
放送サービスの有無の判断が同時に可能になる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００１８】
＜第１の実施の形態＞
図１は第１の実施の形態に係わる受信装置の構成を示すブロック図であり、図２は第１の
実施の形態に係わる放送の検出の方法を示した流れ図である。
図１の受信装置は、アンテナ１、バンドパスフィルタ２、電力分配器３、高周波増幅回路
４、検出回路５、第１の周波数変換器６、ベースバンド復調回路８、制御回路９、記憶回
路１０で構成されている。検出回路５は局部発振器７で構成される局部発振手段と、検出
回路内のその他の機能ブロック１１で構成される検出手段を備えている。また局部発振器
７は第１の周波数変換器６へのローカル信号の供給機能も備えている。
【００１９】
次に、受信装置を構成する各ブロックの機能と放送の受信信号の処理について説明する。
移動体向け地上波デジタル放送を受信するアンテナ１は、全てのチャンネルの放送周波数
帯を通過させる広い通過帯域特性のバンドパスフィルタ２に接続され、バンドパスフィル

10

20

30

40

50

(4) JP 3907499 B2 2007.4.18

本発明に係る受信装置において、前記復調回路は、前記局部発振手段が出力するローカ
ル信号に基づいて前記受信信号を前記特定の放送周波数に対応した中間周波数信号或いは
ベースバンド信号に変換する周波数変換手段を備え、該周波数変換手段は、アクティブミ
キサである

本発明に係る受信装置は、放送サービス信号を受信する受信装置において、受信信号の
うち移動受信用の階層で構成された１つのセグメントの周波数帯のみを通過させるバンド
パスフィルタと、前記バンドパスフィルタを通過した信号を検出する検出回路と、前記バ
ンドパスフィルタを通過した信号を増幅する増幅回路と、前記増幅回路の増幅信号を復調
する復調回路と、前記検出回路の検出した信号が前記復調回路で復調可能なレベルであれ
ば、前記増幅回路に電源を供給し、前記検出回路の検出した信号がないか、あるいは前記
復調回路で復調不能なレベルであれば、前記増幅回路に電源を供給しない制御回路と、を
備えた

本発明に係る受信装置において、前記バンドパスフィルタは、１つの放送チャンネルの
移動受信用の階層で構成された１つのセグメントの周波数帯のみを通すフィルタが、受信
する放送チャンネル数だけ設けられており、さらに、前記バンドパスフィルタを通過する
信号のうち特定の放送チャンネルの周波数帯の信号を選択するスイッチを設けた

本発明に係る受信装置は、放送サービスの信号を受信する受信装置において、受信信号
を増幅する機能および受信信号をバイパスする機能を切り換え可能な増幅回路と、バイパ
スされた受信信号のうち特定の放送周波数帯の信号を検出する検出回路と、前記増幅回路
の増幅信号を復調する復調回路と、受信信号を前記増幅回路にバイパスさせて前記検出回
路に検出させ、前記検出回路の検出信号が前記復調回路で復調可能なレベルの場合のみ、
前記増幅回路に受信信号を増幅させる制御回路と、を備えた

本発明に係る移動多端末は、本発明に係る受信装置を備え、前記制御回路は、前記特定
の放送周波数帯の信号の検出を複数回行い、該信号の検出ができない場合に、前記検出回
路への電源供給を停止することを特徴とする。



タ２は電力分配器３に接続されている。電力分配器３はローノイズアンプ（ＬＮＡ）４ａ
と第２の周波数変換器５ａに接続され、放送の受信信号電力を第１の受信信号（ＳＩＧ１
１）と第２の受信信号（ＳＩＧ１２）に分割する機能を有している。第１の受信信号はロ
ーノイズアンプ４ａに入力され、ローノイズアンプ４ａが有する一定の利得分だけ、第１
の受信信号が増幅される。ローノイズアンプ４ａは可変利得増幅器４ｂに接続され、可変
利得増幅器４ｂは制御回路９が受信信号電力に応じて設定する利得分の電力増幅を行う。
【００２０】
可変利得増幅器４ｂは第１の周波数変換器６に接続され、第１の周波数変換器６は、放送
周波数帯に応じたローカル信号を局部発振器７から入力することにより、第１の受信信号
を第１のベースバンド信号（ＳＩＧ１１Ｂ）にダウンコンバートする。第１の周波数変換
器６はローパスフィルタ８ａに接続され、ローパスフィルタ８ａは第１のベースバンド信
号から不要な周波数帯のノイズを除去する。
【００２１】
ローパスフィルタ８ａは、ベースバンド信号増幅器８ｂに接続され、ベースバンド信号増
幅器８ｂは第１のベースバンド信号を自身の後段に接続される第２のＡ／Ｄ変換器８ｃの
入力電圧範囲に適合するように第１のベースバンド信号のレベルを調整する。第１のＡ／
Ｄ変換器８ｃは第１のベースバンド信号をアナログからデジタルに変換して、自身の後段
に接続されるＯＦＤＭ復調器８ｄにデジタル化したベースバンド信号を送る。ＯＦＤＭ復
調器８ｄはデジタル化したベースバンド信号の復調を行い、テレビ受像器に復調した放送
信号を送る。
【００２２】
一方、電力分配器３から分配される第２の受信信号（ＳＩＧ１２）は、第２の周波数変換
器５ａに、放送周波数帯６３に合わせたローカル信号を局部発振器７から入力することに
より、第２のベースバンド信号（ＳＩＧ１２Ｂ）にダウンコンバートされる。第２の周波
数変換器５ａはローパスフィルタ５ｂに接続され、ローパスフィルタ５ｂは第２のベース
バンド信号中に存在する同調したチャンネル以外の放送信号を含んだノイズ成分を除去し
、純粋な放送信号のみを自身の後段に接続されるＲＳＳＩ（受信信号強度表示）回路５ｃ
に送る。
【００２３】
ＲＳＳＩ回路５ｃは、第２のベースバンド信号の電力レベルに応じたＲＳＳＩ電流信号を
出力し、自身の後段に接続される電流電圧変換器５ｄにより、ＲＳＳＩ出力電流信号をＲ
ＳＳＩ電圧信号に変換する。電流電圧変換器５ｄは第２のＡ／Ｄ変換器５ｅに接続してお
り、第２のＡ／Ｄ変換器５ｅは、ＲＳＳＩ電圧信号をアナログからデジタルに変換して、
制御回路９にデジタル化したＲＳＳＩ信号を送る。
【００２４】
制御回路９は、前記ＲＳＳＩ信号を記憶回路１０にあらかじめ記憶させておいた変換テー
ブルに基づいて、アンテナ１端での放送信号の電力レベルを検出する。さらに、制御回路
９は検出したアンテナ端での電力レベルに応じて可変利得増幅器４ｂのゲイン制御や放送
電波の有無の判断を行う他に、局部発振器７の周波数設定等の各機能ブロックに対する制
御を行う。
【００２５】
次に、移動体向け地上波デジタル放送の検出の方法について、主に図２を用いて説明する
。
本発明の第１の実施の形態の受信装置を搭載した端末機器が、移動体向け地上波デジタル
放送の受信を試みようとした場合に、最初のステップＳ１１では、検出回路５、制御回路
９、記憶回路１０に電源供給を行い、高周波増幅回路４、ベースバンド復調回路８には電
源供給を行わない。アンテナ１、バンドパスフィルタ２、電力分配器３については、パッ
シブ素子であり電源供給を必要としないので、前記放送の検出動作は正常に機能する。
【００２６】
次のステップＳ１２で、検出テスト回数Ｎを０に戻す初期設定を行い、ステップＳ１３で
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、検出回路５、制御回路９、記憶回路１０に電源を供給して、放送信号の検出を試みる。
放送信号の検出の方法は、記憶回路１０にあらかじめ備えられた電力変換テーブルに基づ
いて、検出回路５で検出したＲＳＳＩ信号よりアンテナ１での受信電力を制御回路９が検
出する。
【００２７】
ステップＳ１４では、検出テスト回数Ｎに１を加える操作を行って、検出回数をカウント
アップする。ステップＳ１５では、制御回路９はアンテナ端での受信電力が閾値以上（例
えば－８０ｄＢｍ以上か）であるかどうかを判定し、前記受信電力が閾値以上であれば、
放送信号が受信可能であると判断してステップＳ１６に進む。前記受信電力が閾値未満で
あれば、ステップＳ１８に進み、検出テスト回数Ｎが規定の検出テスト回数Ａより小さい
場合は、一定時間経過後にステップＳ１３で再び放送の検出を試みる。
【００２８】
もし、検出テスト回数Ｎが規定の検出テスト回数Ａと等しくなった場合はステップＳ１９
で、放送を受信できる環境にないと判断して、検出回路５、制御回路９、記憶回路１０へ
の電源供給を停止して、放送の検出を終了する。放送の検出を受信装置が複数回行うのは
、受信装置を搭載した移動体端末が、物陰や遮蔽物の影響でたまたま受信できない場合等
に対処したものであり、複数回受信を試みれば、放送信号の検出精度が向上する。
ステップＳ１６では、高周波増幅回路４、ベースバンド復調回路８に電源の供給を開始し
て、通常の放送信号受信動作に入る（ステップＳ１７）。
【００２９】
このように、検出回路の前段に高周波信号をベースバンド信号にダウンコンバートするパ
ッシブミキサ（第２の周波数変換器５ａ）を設けたことにより、高周波増幅回路４より前
段の回路のみの動作で受信信号の検出が可能になり、高周波増幅器４、復調回路８の第１
の周波数変換器６（アクティブミキサ）等の消費電力が大きい回路の電源供給を完全に停
止することができる。
【００３０】
ここで、受信信号をダウンコンバートする第１の周波数変換器６は受信信号の損失を防ぐ
ためにアクティブミキサの使用が望ましい。一方、検出回路５に含まれる第２の周波数変
換器５ａは、信号の有無が確認できれば良いのでパッシブミキサの損失量（７～１０ｄＢ
程度）はほとんど問題にならないので、パッシブミキサを周波数変換手段に使用できる。
また、検出回路５に含まれる局部発振器７は、第１の周波数変換器６に使用するものと共
用できるので、別に局部発振手段を設ける必要性はない。ゆえに、低消費電力化と、移動
体向け放送サービスの有無の判断が同時に可能になる。
【００３１】
＜第２の実施の形態＞
図３は第２の実施の形態に係わる受信装置の構成を示すブロック図である。
図３の受信装置は、アンテナ１、バンドパスフィルタ群回路２２、電力分配器３、高周波
増幅回路４、検出回路２５、第１の周波数変換器６、局部発振器７、ベースバンド復調回
路８、制御回路２９、記憶回路３０で構成されている。
【００３２】
次に、受信装置を構成する各ブロックの機能と放送の受信信号の処理について説明する。
移動体向け地上波デジタル放送を受信するアンテナ１は、第１の高周波スイッチ回路２２
ａに接続されている。第１の高周波スイッチ回路２２ａは、制御回路２９より発する制御
信号に基づいて、受信する放送の周波数帯に応じて、受信信号の経路切り替え動作を行う
。
【００３３】
複数の放送チャンネルから１つの受信チャンネルのみを選択して、信号強度を検出するた
めの機能は、（第１の実施の形態）では第２の周波数変換器５ａに入力する局部発振器７
の周波数を変えることにより実現しているが、（第２の実施の形態）ではバンドパスフィ
ルタ群回路２２中のバンドパスフィルタ（２２ｃ１から２２ｃｎ）を切り換えることによ
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り実現している。
【００３４】
第１の高周波スイッチ回路２２ａには、バンドパスフィルタ（２２ｃ１）からバンドパス
フィルタ（２２ｃｎ）のｎ個のバンドパスフィルタが並列に接続されている。前記ｎは受
信するチャンネル数である。前記ｎ個のバンドパスフィルタのもう一方は、第１の高周波
スイッチ回路２２ａと同様の動作を行う第２の高周波スイッチ回路２２ｂに接続されてい
る。
【００３５】
ここで、前記バンドパスフィルタの前後に第１の高周波スイッチ回路２２ａおよび第２の
高周波スイッチ回路２２ｂを設けた理由は、前段のアンテナ１と後段の電力分配器３に対
するインピーダンス整合を容易にし、かつ選択された信号経路以外の経路への信号の回り
込みを抑制するためである。
【００３６】
第２の高周波スイッチ回路２２ｂのもう一方の端子は、放送の受信信号電力を第１の受信
信号（ＳＩＧ２１）と第２の受信信号（ＳＩＧ２２）に分割する機能を備えた電力分配器
３に接続されている。電力分配器３の出力端子の一方はローノイズアンプ４ａに接続され
第１の受信信号を送出し、もう一方の出力端子は第２の周波数変換器４ａに接続され第２
の受信信号を送出する。
【００３７】
ローノイズアンプ４ａは、自身が有する一定の利得分だけ第１の受信信号を増幅し、自身
の後段に接続されている可変利得増幅器４ｂに第１の受信信号を送る。可変利得増幅器４
ｂは、制御回路２９が受信信号電力強度に応じて設定する制御信号に基づいて利得量を決
定し、電力増幅を行う。
【００３８】
可変利得増幅器４ｂは第１の周波数変換器６に接続され、第１の周波数変換器６は、放送
周波数帯に合わせたローカル信号を局部発振器７から入力することにより、第１の受信信
号を第１のベースバンド信号（ＳＩＧ２１Ｂ）にダウンコンバートする。第１の周波数変
換器６はローパスフィルタ８ａに接続され、ローパスフィルタ８ａは第１のベースバンド
信号から不要な周波数帯のノイズを除去する。
【００３９】
ローパスフィルタ８ａは、第１のベースバンド信号増幅器８ｂに接続され、ベースバンド
信号増幅器８ｂは第１のベースバンド信号を自身の後段に接続される第１のＡ／Ｄ変換器
８ｃの入力電圧範囲に適合するように信号レベルを調整する。第１のＡ／Ｄ変換器８ｃは
第１のベースバンド信号をアナログからデジタルに変換して、自身の後段に接続されるＯ
ＦＤＭ復調器８ｄにデジタル化したベースバンド信号を送る。ＯＦＤＭ復調器８ｄはデジ
タル化したベースバンド信号の復調を行い、テレビ受像器に復調した放送信号を送る。
【００４０】
一方、電力分配器３から分配される第２の受信信号（ＳＩＧ２２）は、ＲＳＳＩ回路２５
ｃに送られ、第２の受信信号の電力レベルに応じたＲＳＳＩ電流信号を出力し、自身の後
段に接続される電流電圧変換器２５ｄにより、ＲＳＳＩ電流信号をＲＳＳＩ電圧信号に変
換する。電流電圧変換器２５ｄは第２のＡ／Ｄ変換器２５ｅに接続しており、第２のＡ／
Ｄ変換器２５ｅは、ＲＳＳＩ出力電圧信号をアナログからデジタルに変換して、制御回路
２９にデジタル変換後のＲＳＳＩ信号を送る。
【００４１】
制御回路２９は、前記ＲＳＳＩ信号を記憶回路３０にあらかじめ記憶させておいた変換テ
ーブルに基づいて、アンテナ１端での放送信号の電力レベルを検出する。さらに、制御回
路２９は検出したアンテナ端での電力レベルに応じて可変利得増幅器４ｂのゲイン制御や
放送電波の有無の判断を行う他に、局部発振器７の周波数設定等の各機能ブロックに対す
る制御を行う。
第２の実施の形態の移動体向け地上波デジタル放送の検出の方法は、図２に示す第１の実
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施の形態と同様の方法で可能である。
【００４２】
このように、放送信号のうち、移動体受信用の階層で構成された１つのセグメントの周波
数帯のみを通過させるバンドパスフィルタ群回路２２をチャンネル数に応じて備えること
により、高周波増幅回路４以降の受信信号の復調に直接関係する回路の電源供給を完全に
停止することができるので、低消費電力化と、移動体向け放送サービスの有無の判断が同
時に可能となる。
【００４３】
＜第３の実施の形態＞
図４は第３の実施の形態に係わる受信装置の構成を示すブロック図であり、図５は第３の
実施の形態に係わる放送の検出の方法を示した流れ図である。
図４の受信装置は、アンテナ１、バンドパスフィルタ２、高周波増幅回路３４、検出回路
３５、第１の周波数変換器６、局部発振器７、ベースバンド復調回路３８、制御回路３９
、記憶回路４０で構成されている。
【００４４】
次に、受信装置を構成する各ブロックの機能と放送の受信信号の処理について説明する。
移動体向け地上波デジタル放送を受信するアンテナ１は、全てのチャンネルの放送周波数
帯を通過させる広い通過帯域特性のバンドパスフィルタ２に接続され、バンドパスフィル
タ２はローノイズアンプ３４ａに接続されている。ローノイズアンプ３４ａは、制御回路
３９より発する制御信号に基づいて、受信信号をバイパスするか、あるいは増幅するかが
選択される。ローノイズアンプ３４ａは可変利得増幅器３４ｂに接続され、可変利得増幅
器３４ｂは、制御回路３９より発する制御信号に基づいて、受信信号をバイパスするか、
あるいはどの程度増幅するかを選択する。
【００４５】
ここで、ローノイズアンプ３４ａおよび可変利得増幅器３４ｂは受信信号をバイパスする
機能を有し、受信信号をバイパスしている間は、増幅動作を行わないので、Ｃ－ＭＯＳス
イッチの状態を保持するだけの微少な電力消費で済む。
【００４６】
可変利得増幅器３４ｂは第１の周波数変換器６に接続され、第１の周波数変換器６は、放
送周波数帯に合わせたローカル信号を局部発振器７から入力することにより、受信信号を
ベースバンド信号にダウンコンバートする。第１の周波数変換器６はローパスフィルタ８
ａに接続され、ローパスフィルタ８ａはベースバンド信号から不要な周波数帯のノイズを
除去する。
【００４７】
ローパスフィルタ８ａは電力分配器３３に接続され、電力分配器３３は前記ベースバンド
信号を第１のベースバンド信号（ＳＩＧ３１Ｂ）と第２のベースバンド信号（ＳＩＧ３２
Ｂ）に分配する。電力分配器３３の一方の分配出力、即ち第１のベースバンド信号はベー
スバンド増幅器８ｂに入力され、もう一方の分配出力、即ち第２のベースバンド信号はＲ
ＳＳＩ回路３５ｃに入力される。
【００４８】
ベースバンド信号増幅器８ｂは第１のベースバンド信号を自身の後段に接続される第１の
Ａ／Ｄ変換器８ｃの入力電圧範囲に適合するように信号レベルを調整する。第１のＡ／Ｄ
変換器８ｃは第１のベースバンド信号をアナログからデジタルに変換して、自身の後段に
接続されるＯＦＤＭ復調器８ｄにデジタル化したベースバンド信号を送る。ＯＦＤＭ復調
器８ｄはデジタル化したベースバンド信号の復調を行い、テレビ受像器に復調した放送信
号を送る。
【００４９】
一方、第２のベースバンド信号は、ＲＳＳＩ（受信信号強度表示）回路３５ｃに入力され
た後に、第２のベースバンド信号の電力レベルに応じたＲＳＳＩ出力信号を出力し、自身
の後段に接続される電流電圧変換器３５ｄにより、ＲＳＳＩ電流信号をＲＳＳＩ電圧信号
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に変換する。電流電圧変換器３５ｄは第２のＡ／Ｄ変換器３５ｅに接続しており、第２の
Ａ／Ｄ変換器３５ｅは、ＲＳＳＩ出力電圧信号をアナログからデジタルに変換して、制御
回路３９にデジタル変換後のＲＳＳＩ信号を送る。
【００５０】
制御回路３９は、前記ＲＳＳＩ信号を記憶回路４０にあらかじめ記憶させておいた変換テ
ーブルに基づいて、アンテナ１端での放送信号の電力レベルを検出する。さらに、制御回
路３９は検出したアンテナ端での電力レベルに応じて可変利得増幅器３４ｂのゲイン制御
や放送電波の有無の判断を行う他に、局部発振器７の周波数設定等の各機能ブロックに対
する制御を行う。
【００５１】
次に、移動体向け地上波デジタル放送の検出の方法について、主に図５を用いて説明する
。
本発明の第３の実施の形態の受信装置を搭載した端末機器が、移動体向け地上波デジタル
放送の受信を試みようとした場合に、最初のステップＳ３１では高周波増幅回路３４をバ
イパス状態にして、バンドパスフィルタ２を通過した受信信号は第１の周波数変換器６に
直接入力され、ローパスフィルタ８ａと電力分配器３３を経由して、検出回路３５に第２
のベースバンド信号が入力される。このステップＳ３１では、検出回路３５、制御回路３
９、記憶回路４０、第１の周波数変換器６、局部発振器７に電源供給を行い、高周波増幅
回路３４はスイッチ状態を保存するためだけに微少な電源を供給し、その他のベースバン
ド復調回路３８には電源供給を行わない。アンテナ１、バンドパスフィルタ２、電力分配
器３３については、パッシブ素子であり電源供給を必要としないので、前記放送の検出動
作は正常に機能する。
【００５２】
次のステップＳ３２で、検出テスト回数Ｎ＝０の初期設定を行い、ステップＳ３３で、検
出回路３５、制御回路３９、記憶回路４０を動作させて、放送信号の検出を試みる。放送
信号の検出の方法は、記憶回路４０にあらかじめ備えられた電力変換テーブルに基づいて
、検出回路３５で検出したＲＳＳＩ信号よりアンテナ１端での受信電力を制御回路３９が
検出する。
【００５３】
ステップＳ３４では、検出テスト回数Ｎに１を加える操作を行って、検出テスト回数をカ
ウントアップする。ステップＳ３５では、制御回路３９はアンテナ端での受信電力が閾値
以上（例えば－８０ｄＢｍ以上か）であるかどうかを判定し、前記受信電力が閾値以上で
あれば、放送信号が受信可能であると判断してステップＳ３６に進む。前記受信電力が閾
値未満であれば、ステップＳ３８に進み、検出テスト回数Ｎが規定の検出テスト回数Ａよ
り小さい場合は、一定時間経過後にステップＳ３３で再び放送の検出を試みる。もし、検
出テスト回数Ｎが規定の検出テスト回数Ａと等しくなった場合はステップＳ３９で、放送
を受信できる環境にないと判断して、検出回路３５、制御回路３９、記憶回路４０への電
源供給を停止して、放送の検出を終了する。
【００５４】
ステップＳ３６では、高周波増幅回路３４のバイパス機能を解除して通常の受信信号の増
幅動作を行うようにするとともに、局部発振器７、ベースバンド復調回路３８に電源の供
給を開始して、通常の放送信号受信動作に入る（ステップＳ３７）。
【００５５】
このように、放送信号の検出動作時には、受信信号は高周波増幅回路３４をバイパスする
ため、高周波信号の電源供給を停止あるいは微少な供給量にできるので、低消費電力化と
、移動体向け放送サービスの有無の判断が同時に可能になる。放送信号の検出が確認され
た場合には、高周波増幅回路３４に給電を行うことにより、正常に受信動作が開始される
。
【００５６】
以上、これまでに説明した実施の形態の受信装置は、高周波（ＲＦ）信号から直接ベース
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バンド信号に周波数帯をダウンコンバートするダイレクトコンバージョン方式を用いてい
るが、高周波（ＲＦ）信号を一度中間周波数（ＩＦ）信号にダウンコンバートする方式を
用いても課題の解決は可能である。
【００５７】
【発明の効果】
本発明によれば、検出回路の検出した信号が復調回路で復調可能なレベルであれば、増幅
回路に電源を供給し、検出回路の検出した信号がないか、あるいは復調回路で復調不能な
レベルであれば、増幅回路に電源を供給しない制御回路を備えたので、必要のないときは
消費電力が大きい増幅回路の電源供給を完全に停止することができ、低消費電力化と移動
体向け放送サービスの有無の判別が両立可能な受信装置が実現できる。
【００５８】
特に、特定の狭い周波数帯の放送の有無を検出において、検出回路に高周波信号を中間周
波数信号或いはベースバンド信号にダウンコンバートする周波数変換手段を設けたことに
より、増幅回路を動作させる前に受信信号の検出が可能になり、前記増幅回路の電源供給
を完全に停止することができる。
【００５９】
また、本発明によれば、放送信号のうち、移動受信用の階層で構成された１つのセグメン
トの周波数帯のみを通過させるバンドパスフィルタをチャンネル数に応じて備えることに
より、高周波増幅回路以降の受信信号の復調に直接関係する回路の電源供給を完全に停止
することができるので、低消費電力化と、移動体向け放送サービスの有無の判断が同時に
可能になる。
【００６０】
また、本発明によれば、放送信号の検出動作時には、受信信号は増幅回路をバイパスする
ため、高周波信号の電源供給を停止あるいは微少な供給量にできるので、低消費電力化と
、移動体向け放送サービスの有無の判断が同時に可能になる。放送信号の検出が確認され
た場合には、前記増幅回路に給電を行うことにより、正常に受信動作が開始される。この
ため、低消費電力化と、移動体向け放送サービスの有無の判断が同時に可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施の形態に係わる受信装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第１の実施の形態及び第２の実施の形態に係わる受信装置の動作を示す流れ図で
ある。
【図３】第２の実施の形態に係わる受信装置の構成を示すブロック図である。
【図４】第３の実施の形態に係わる受信装置の構成を示すブロック図である。
【図５】第３の実施の形態に係わる受信装置の動作を示す流れ図である。
【図６】移動体端末向けの地上波デジタルテレビの放送電波を説明した図である。
【図７】従来の受信装置の一例を示した図である。
【符号の説明】
１　アンテナ、
２　広帯域の高周波バンドパスフィルタ
３　高周波信号電力分配器
４　高周波増幅回路
４ａ　ローノイズアンプ（ＬＮＡ）
４ｂ　高周波可変利得増幅器
５，２５，３５　検出回路
５ａ　第２の周波数変換器
５ｂ，８ａ　ベースバンド信号用ローパスフィルタ
５ｃ，２５ｃ，３５ｃ　ＲＳＳＩ回路
５ｄ，２５ｄ，３５ｄ　電流電圧変換器
５ｅ，２５ｅ，３５ｅ　第２のＡ／Ｄ変換器（信号検出用）
６　第１の周波数変換器
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７　局部発振器
８　ベースバンド復調器
８ｂ　ベースバンド増幅器
８ｃ　第１のＡ／Ｄ変換器（復調信号用）
８ｄ　ＯＦＤＭ信号復調器
９，２９，３９　制御回路
１０，３０，４０　記憶回路
１１　検出手段を構成する機能ブロック
２２　バンドパスフィルタ群回路
２２ａ，２２ｂ　高周波スイッチ回路
２２ｃ１～２２ｃｎ　狭帯域の高周波バンドパスフィルタ
３３　ベースバンド信号電力分配器
３４　高周波増幅回路（高周波信号バイパス機能付き）
３４ａ　ローノイズアンプ（ＬＮＡ）（高周波信号バイパス機能付き）
３４ｂ　高周波可変利得増幅器（高周波信号バイパス機能付き）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】
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