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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレーム単位で伝送される伝送信号に基づいてデジタル放送信号と前記デジタル放送信
号の伝送方式を識別する伝送制御情報とを復調する復調回路と、
　少なくとも１フレーム期間分の前記伝送制御情報を保持するバッファ回路と、
　復調された前記伝送制御情報と、前記バッファ回路が保持した伝送制御情報とを少なく
とも１フレーム単位で周期的に多重処理し、前記多重処理された伝送制御情報を前記バッ
ファ回路に供給する多重回路と、
　前記多重処理された伝送制御情報を誤り訂正復号する第１誤り訂正回路
　とを備えることを特徴とする受信装置。
【請求項２】
　前記多重回路は、
　前記伝送信号の受信品質を示す受信品質信号と復調された前記伝送制御情報とを乗算す
る乗算器と、
　前記乗算された伝送制御情報と前記バッファ回路に保持された伝送制御情報とを加算す
る加算器と、
　前記加算された伝送制御情報を硬判定する硬判定回路
　とを備えることを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記多重回路は、
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　復調された前記伝送制御情報と第１係数とを乗算する第１乗算器と、
　前記バッファ回路に保持された伝送制御情報と、前記第１係数との和が一定値となる第
２係数とを乗算する第２乗算器と、
　前記第１及び第２乗算器の各出力を加算する加算器
　とを備えることを特徴とする請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記復調回路の動作が定常状態となるまで前記バッファ回路の動作を停止させるバッフ
ァ制御回路を更に備えることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の受信装置
。
【請求項５】
　復調された前記伝送制御情報を誤り訂正復号する第２誤り訂正回路と、
　前記第１及び第２誤り訂正回路の各出力のうち、先に復号された伝送制御情報を選択す
る選択回路
　とを更に備えることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の受信装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）方式で伝送されるデジタル放送信号を受信
する受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、音声及び映像信号のデジタル伝送の開発が盛んに行われており、特に欧州及び日
本等においてＯＦＤＭ方式が最適な方式として採用されている。ＯＦＤＭ方式では、互い
に直交する複数キャリアにデータを割り当てて変調及び復調が行われる。送信側では逆高
速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）が、受信側では高速フーリエ変換（ＦＦＴ）処理がそれぞれ
行われる。日本の伝送方式においては、各キャリアは任意の変調方式を用いることが可能
であるため、デジタル放送信号の変調方式等の伝送方式を識別する伝送制御情報（以下に
おいて「ＴＭＣＣ情報」という。）が、デジタル放送信号に付加される。受信側では、Ｔ
ＭＣＣ情報を復調・復号して伝送方式を判定し、判定結果に基づいてデジタル放送信号の
復調・復号を行う。
【０００３】
　デジタル放送信号においては、日本の伝送方式の大きな特徴として長い時間インタリー
ブがあり、移動受信に強い方式といわれている（例えば、非特許文献１参照。）。但し、
ＴＭＣＣ情報はできるだけ高速に検出する必要があるため、インタリーブが施されていな
い。ＴＭＣＣ情報の伝送については、従来から誤り耐性の強化について検討されている（
例えば、非特許文献２参照。）。また、周波数選択性フェージングにおいて、受信レベル
の大きいＴＭＣＣキャリアの値のみを加算平均する手法が提案されている（例えば、特許
文献１参照。）。
【０００４】
　しかしながら、１セグメントの地上音声放送等ではＴＭＣＣ情報のキャリア数も少ない
ため、マルチパスによるＴＭＣＣキャリアの損失だけでなく、時間方向のフェージングで
は全キャリアが消失してしまうことも多い。車や電車等の高速な移動受信でのフェージン
グによる振幅変動で受信が困難な場合が発生した場合、デジタル放送信号は時間インタリ
ーブ等で復号可能な場合でも、ＴＭＣＣ情報が正しく受信できないと、変調方式及び符号
化率等が不明なため復号できなくなる。ほとんどの場合、ＴＭＣＣ情報は同じ情報が繰り
返して送られており、通常は毎フレーム復号できなくても一度復号できれば、伝送方式が
変わらない限り、ＴＭＣＣ情報を保持することでエラーの頻発する状態でも受信が可能で
はあるが、電源オン時等初期引き込みできないという問題があった。
【非特許文献１】社団法人電波産業会，「８００ＭＨｚ帯ＯＦＤＭ変調方式テレビジョン
放送番組素材伝送システム標準規格」，２０００年１０月，２．０版
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【非特許文献２】映像メディア学会，「Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｒｅｐｏｒｔ Ｖｏｌ.２３
」， Ｎｏ.１３，ｐ．１３～１８
【特許文献１】特開２００２－２４７００３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、エラーの頻発する状態でも伝送制御情報を安定して初期引き込み可能な受信
装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様は、フレーム単位で伝送される伝送信号に基づいてデジタル放送信号と
デジタル放送信号の伝送方式を識別する伝送制御情報とを復調する復調回路と、少なくと
も１フレーム期間分の伝送制御情報を保持するバッファ回路と、復調された伝送制御情報
と、バッファ回路が保持した伝送制御情報とを少なくとも１フレーム単位で周期的に多重
処理し、多重処理された伝送制御情報をバッファ回路に供給する多重回路と、多重処理さ
れた伝送制御情報を誤り訂正復号する第１誤り訂正回路とを備える受信装置であることを
特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、エラーの頻発する状態でも伝送制御情報を安定して初期引き込み可能
な受信装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　次に、図面を参照して、本発明の第１～第３実施形態を説明する。以下の第１～第３実
施形態における図面の記載において、同一又は類似の部分には同一又は類似の符号を付し
ている。
【０００９】
（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態に係る受信装置は、図１に示すように、アンテナ１０、チューナ
１、アナログ／デジタル（Ａ／Ｄ）変換器２、直交検波回路３、ＦＦＴ回路４、復調回路
５ａ、多重回路６ａ、バッファ回路７、第１誤り訂正回路８ａ、及び本線用誤り訂正回路
９を備える。復調回路５ａは、フレーム単位で伝送される伝送信号に基づいてデジタル放
送信号ＳＤとデジタル放送信号ＳＤの伝送方式を識別する伝送制御情報ＳＴ１とを復調す
る。ここで、本線信号としての「デジタル放送信号」とは、例えばデジタルテレビジョン
放送信号又はデジタル音声放送信号等を意味する。付加情報としての「伝送制御情報」と
は、例えばデジタル放送信号の変調方式及び符号化率等を識別する情報を意味し、日本の
ＯＦＤＭ伝送方式においてはＴＭＣＣ情報が利用できる。以下の説明においては、伝送制
御情報としてＴＭＣＣ情報を利用する場合を例に説明する。バッファ回路７は、少なくと
も１フレーム期間分のＴＭＣＣ情報ＳＴ３を保持する。多重回路６ａは、復調回路５ａが
復調したＴＭＣＣ情報ＳＴ１と、バッファ回路７が保持したＴＭＣＣ情報ＳＴ２とを少な
くとも１フレーム単位で周期的に多重処理し、多重処理されたＴＭＣＣ情報ＳＴ３をバッ
ファ回路７及び第１誤り訂正回路８ａに供給する。第１誤り訂正回路８ａは、多重処理さ
れたＴＭＣＣ情報ＳＴ３を誤り訂正復号する。尚、図１に示す受信装置は、例えば、１セ
グメントの地上音声放送を受信可能であり、移動体通信機器等に実装される。
【００１０】
　デジタル放送信号ＳＤは、変調方式として直交位相変調（ＱＰＳＫ）及び直交振幅変調
（ＱＡＭ）等が、符号化方式としてビタビ復号とリード・ソロモン（ＲＳ）の連接符号化
等がそれぞれ用いられる。これに対して、ＴＭＣＣ情報は、デジタル放送信号ＳＤと異な
るフォーマットで、フレーム単位で同一情報が繰り返して伝送される。具体的にはＴＭＣ
Ｃ情報は、誤り訂正方式として差集合巡回符号を利用し、複数本のキャリアを使い、差動
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２相位相変調（差動ＢＰＳＫ）等を利用して伝送される。
【００１１】
　ここで、受信（復号）の不可能な状態の一例を図２に示す。図２に示すように、１フレ
ーム内で大幅な振幅変動が存在すると、振幅の極小値となった部分等の受信限界以下の信
号が復調・復号できなくなる。デジタル放送信号ＳＤは、伝送条件として時間変動や、周
波数選択性妨害があった場合に部分的に訂正能力を超えて復号できなくなることを避ける
ため、時間インタリーブといわれるシンボル間のデータの並べ替えと誤り訂正を行ってい
るが、ＴＭＣＣ情報ではインタリーブを採用していない。したがって、デジタル放送信号
ＳＤは訂正可能な場合においても、振幅の落ち込み数がＴＭＣＣ情報の訂正能力、例えば
差集合巡回符号を超えると訂正ができなくなる場合が発生する。繰り返し復号により訂正
能力を拡張したとしても、その値以上のエラー発生には対応できない。
【００１２】
　よって、第１実施形態においては、高速フェージングのような時間インタリーブ効果が
ないと受信が困難となるような状況でも、フレーム単位で同一のＴＭＣＣ情報が繰り返し
て伝送されることを利用し、ＴＭＣＣ情報を１フレーム単位又は複数フレーム単位で多重
することにより、多重処理による時間インタリーブ効果によって引き込み時間の短縮を実
現している。尚、以下の説明においては、多重回路６ａ及びバッファ回路７が１フレーム
単位で処理を行う場合について説明する。
【００１３】
　また、図１に示すアンテナ１０で受信された高周波（ＲＦ）帯の伝送信号は、チューナ
１によって所定チャネルの信号が中間周波数（ＩＦ）帯に変換され、Ａ／Ｄ変換器３によ
ってデジタル信号に変換される。Ａ／Ｄ変換器３からのデジタル信号は、直交検波回路３
により複素ベースバンド信号に変換される。ＦＦＴ回路４は、複素ベースバンド信号に対
し、ＦＦＴ演算により時間軸上の伝送信号を周波数軸上のデータに変換する。復調回路５
ａは、ＦＦＴ演算後の伝送信号を復調し、ＦＦＴ演算後の伝送信号を等化して伝送路特性
に起因する歪み成分を除去する。
【００１４】
　更に、復調回路５ａは、復調信号からＴＭＣＣ情報ＳＴ１を抽出して多重回路６ａに供
給する。バッファ回路７は、例えば、送信周期分（１フレーム分）のＴＭＣＣ情報を蓄積
し、次のフレームまで保持する。多重回路６ａは、バッファ回路７からのＴＭＣＣ情報Ｓ
Ｔ２と、復調回路５ａからのＴＭＣＣ情報ＳＴ１とを多重処理して第１誤り訂正回路８ａ
及びバッファ回路７に供給する。第１誤り訂正回路８ａは、差集合巡回符号を用いた誤り
訂正を実行して、ＴＭＣＣ情報ＳＴ３の誤り訂正及び誤り検出を行う。
【００１５】
　第１誤り訂正回路８ａが誤り訂正したＴＭＣＣ情報ＳＴ４は、本線用誤り訂正回路９に
供給され、デジタル放送信号ＳＤの多重化モード、変調方式、インターリーブ長、及び符
号化率等の判別に使用される。本線用誤り訂正回路９は、判別結果に基づいてデインター
リーブ処理と、ビタビ復号及びリード・ソロモン（ＲＳ）の連接符号化等の誤り訂正処理
とを行う。
【００１６】
　次に、図１を参照して、本発明の第１実施形態に係る受信装置の動作例を説明する。
【００１７】
　（Ａ）初期状態においては、バッファ回路７にＴＭＣＣ情報が保持されていないため、
復調回路５ａが復調したＴＭＣＣ情報ＳＴ１は、多重回路６ａを介してＴＭＣＣ情報ＳＴ
３としてバッファ回路７及び第１誤り訂正回路８ａに供給される。バッファ回路７は、Ｔ
ＭＣＣ情報ＳＴ３をフレーム単位で保持する。
【００１８】
　（Ｂ）次のフレームが伝送されると、多重回路６ａは、復調回路５ａからのＴＭＣＣ情
報ＳＴ１と、バッファ回路７が出力する１フレーム前のＴＭＣＣ情報ＳＴ２とを多重する
。多重されたＴＭＣＣ情報ＳＴ３は、第１誤り訂正回路８ａに供給される。
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【００１９】
　（Ｃ）第１誤り訂正回路８ａは、多重回路６ａからのＴＭＣＣ情報ＳＴ３を誤り訂正復
号する。誤り訂正復号されたＴＭＣＣ情報ＳＴ４は、本線用誤り訂正回路９に供給される
。本線用誤り訂正回路９は、誤り訂正復号されたＴＭＣＣ情報ＳＴ４に基づいてデジタル
放送信号ＳＤの復号等を行う。
【００２０】
　このように、第１実施形態に係る受信装置によれば、ＴＭＣＣ情報を多重処理すること
で、エラーの頻発する状態でもＴＭＣＣ情報の復号を可能としている。したがって、１セ
グメントの地上音声放送等において、高速フェージング等の受信妨害が存在し復調性能が
劣化する場合においても、良好な受信性能を得ることができる。
【００２１】
　尚、多重回路６ａが複数フレーム期間のＴＭＣＣ情報を同期加算する場合、即ちフレー
ム周期の整数倍の周期を単位として多重処理を行うことで、信号対雑音比（ＳＮ比）を改
善できる。
【００２２】
（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態に係る受信装置は、図３に示すように、多重回路６ｂが、復調回
路５ｂに接続された乗算器６１と、乗算器６１及びバッファ回路７に接続された加算器６
２とを備える。乗算器６１は、伝送信号の受信品質を示す受信品質信号ＳＱと、復調回路
５ａからのＴＭＣＣ情報ＳＴ１とを乗算する。即ち、復調回路５ａからのＴＭＣＣ情報Ｓ
Ｔ１を伝送信号の受信品質に応じて重み付けする。受信品質の尺度としては、例えばＳＮ
比が使用できる。
【００２３】
　一例として、復調回路５ｂの内部で等化処理の行われる前の伝送信号を受信品質信号Ｓ
Ｑとして使用可能である。加算器６２は、乗算器６１が出力するＴＭＣＣ情報と、バッフ
ァ回路７に保持されたＴＭＣＣ情報ＳＴ２とを加算する。
【００２４】
　受信電力が大きい場合は一般に受信ＳＮも良いと考えられるので、受信電力に応じた重
み付けを行い、受信シンボルを多値レベル（軟判定）した値を多重回路６ｂで積分してゆ
く。簡単な方法としては、ＴＭＣＣ情報ＳＴ１そのものを加算してゆけば、振幅が電力相
当となるので受信品質信号ＳＱを用いることなく簡単に処理できる。
【００２５】
　また、重み係数（受信品質信号ＳＱ）の算出方法として、差動検波等の場合は２つのシ
ンボルの相乗平均又は相加平均、あるいは２つのシンボルうち大きい方又は小さい方を使
用しても良い。尚、別途ＳＮ比検出用の付加回路を用いて判定したＳＮ比等を使用しても
良い。
【００２６】
　更に、伝送信号の振幅が極端に大きい場合や極端に小さい場合、妨害やひずみの発生が
予想される。この場合、信号として信頼性が低く、多重処理に利用した場合にかえって悪
化させてしまう可能性がある。よって、伝送信号の振幅が設定された値より大きい場合や
小さい場合、多重せずに前置を保持する。あるいは、重み係数（受信品質信号ＳＱ）を“
０”として影響を与えないようにすることも可能である。
【００２７】
　次に、図３を参照して、本発明の第２実施形態に係る受信装置の動作例を説明する。但
し、第２実施形態に係る受信装置の動作例と同様の動作については重複する説明を省略す
る。
【００２８】
　（Ａ）復調回路５ｂは、ＴＭＣＣ情報ＳＴ１と、受信品質信号ＳＱとを乗算器６１に供
給する。
【００２９】
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　（Ｂ）乗算器６１は、受信品質信号ＳＱとＴＭＣＣ情報ＳＴ１とを乗算して重み付けを
行う。
【００３０】
　（Ｃ）加算器６２は、重み付けされたＴＭＣＣ情報と、バッファ回路７に保持されたＴ
ＭＣＣ情報ＳＴ２とを加算する。加算されたＴＭＣＣ情報ＳＴ３は、第１誤り訂正回路８
ａに供給される。
【００３１】
　このように、第２実施形態に係る受信装置によれば、伝送信号の受信品質を考慮して多
重処理を行うことで、より効果的にＴＭＣＣ情報の多重処理を実行できる。
【００３２】
（第２実施形態の第１変形例）
　本発明の第２実施形態の第１変形例に係る受信装置として、図４に示すように、復調回
路５ｂと乗算器６１との間に接続されたレベル変換回路１３を更に備える構成でも良い。
レベル変換回路１３は、復調回路５ｂからの受信品質信号ＳＱ１をレベル変換する。
【００３３】
　上述したように、伝送信号の振幅が極端に大きい場合又は極端に小さい場合は信号とし
ての信頼性が低いため、図５に示すように、復調回路５ｂからの受信品質信号ＳＱ１の所
望レベルを基準として、所望レベルよりも入力レベルが増加及び減少するほど、出力レベ
ル（受信品質信号ＳＱ２のレベル）を減少させている。
【００３４】
　したがって、第２実施形態の第１変形例に係る受信装置によれば、第２実施形態よりも
正確にＴＭＣＣ情報ＳＴ１の重み付けを行うことができる。
【００３５】
（第２実施形態の第２変形例）
　本発明の第２実施形態の第２変形例に係る受信装置として、図６に示すように、多重回
路６ｃが、加算器６２と第１誤り訂正回路８ａとの間に接続された硬判定回路６３ａを更
に備える構成でも良い。
【００３６】
　硬判定回路６３ａは、加算器６２が出力するＴＭＣＣ情報を硬判定して“０”又は“１
”の１ビットに変換する。この結果、バッファ回路７が保持するＴＭＣＣ情報ＳＴ３のデ
ータ量が減少するので、バッファ回路７の回路規模を大幅に削減できる。
【００３７】
（第２実施形態の第３変形例）
　本発明の第２実施形態の第３変形例に係る受信装置は、図７に示すように、受信品質信
号ＳＱを一定値と比較して受信品質を判定する判定回路１４を更に備える構成でも良い。
更に、多重回路６ｄが、ＴＭＣＣ情報ＳＴ１を硬判定する硬判定回路６３ｂと、硬判定回
路６３ｂ及びバッファ回路７のいずれかの出力を選択するセレクタ６４を備える点が図３
と異なる。
【００３８】
　セレクタ６４は、基本的には硬判定回路６３ｂの出力を選択し、受信品質が不十分であ
ると判定回路１４が判定した場合にのみバッファ回路７を選択する。よって、受信品質が
不十分である場合にバッファ回路７は前値を保持し、受信品質が高いと判定された場合の
みバッファ回路７の内容が更新される。
【００３９】
（第２実施形態の第４変形例）
　本発明の第２実施形態の第４変形例に係る受信装置として、図８に示すように、多重方
式として無限インパルス応答（ＩＩＲ）の演算処理を利用しても良い。具体的には多重回
路６ｅは、第１乗算器６１ａ、第２乗算器６１ｂ、及び加算器６２を備える。第１乗算器
６１ａは、復調回路５ａからのＴＭＣＣ情報ＳＴ１と第１係数１／ｎ（０＜ｎ）とを乗算
する。第２乗算器６１ｂは、バッファ回路７に保持されたＴＭＣＣ情報ＳＴ２と、第２係
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数（ｎ－１）／ｎとを乗算する。加算器６２は、第１及び第２乗算器６１ａ及び６１ｂの
各出力を加算する。
【００４０】
　ここで、復調回路５ａからのＴＭＣＣ情報ＳＴ１をＴｉｎ、バッファ回路７が保持する
ＴＭＣＣ情報ＳＴ２をＤ（ｔ－１）、多重回路６ｅが出力するＴＭＣＣ情報ＳＴ３をD(t)
とすると、
　　　 D(t)=D(t-1)*(n-1)/n + Tin / n　　　　　　　　・・・（１）
が成り立つ。
【００４１】
　複数フレーム単位で多重処理（積分処理）を行う場合、ＴＭＣＣ判定に長時間を要する
。そこで、単純に同期加算するのではなく、式（１）に示すようなＩＩＲの処理を実施す
ることで、各フレームに対してＴＭＣＣの訂正処理を実施することができる。
【００４２】
（第３実施形態）
　本発明の第３実施形態に係る受信装置は、図９に示すように、バッファ回路７を制御す
るバッファ制御回路１１を更に備える点が図１と異なる。バッファ制御回路１１は、例え
ば復調回路５ａを監視し、復調回路５ａの動作が定常状態となるまでバッファ回路７の動
作を停止させる。最初の処理段階では、バッファ回路７にはＴＭＣＣ情報が保持されてお
らず、保持状態が不定であるので、多重回路６ａによる多重処理が実施されずに、復調さ
れたＴＭＣＣ情報ＳＴ１がそのまま第１誤り訂正回路８ａ及びバッファ回路７に送信され
る。
【００４３】
　一方、Ａ／Ｄ変換器２、直交検波回路３、ＦＦＴ回路４、復調回路５ａ等では、伝送信
号がフレーム構造で伝送されるため、フレーム単位での引き込み時間が必要となる。更に
、チューナ１の内部の局部発振器の発振周波数と送信周波数との間に誤差が存在する。こ
のため、直交検波回路３及び復調回路５ａ等において、伝送信号からクロックが再生され
る。
【００４４】
　よって、フレーム同期状態及びクロック再生等の同期処理が完了する前にバッファ回路
７を動作させると、不良時のデータが保持されて性能を悪化させてしまう。したがって、
バッファ制御回路１１は、同期処理が完了して状態が良好と判断されるまでバッファ回路
７を初期化状態とする。同期処理が完了して状態が良好と判断されると、同期が保たれな
くなったと判定されるまで、多重回路６ａによる多重処理が実行される。
【００４５】
　次に、図１０に示すフローチャートを参照して、本発明の第３実施形態に係る受信装置
の動作例を説明する。但し、第１実施形態に係る受信装置の動作例と同様の動作について
は重複する説明を省略する。
【００４６】
　（Ａ）ステップＳ１において、バッファ制御回路１１は、バッファ回路７を初期化する
。バッファ回路７が初期化されると、ステップＳ２に進む。
【００４７】
　（Ｂ）ステップＳ２において、バッファ制御回路１１は、フレーム同期状態及びクロッ
ク再生等の同期処理が完了したか否か判定する。同期処理が完了したと判定された場合、
ステップＳ３に進む。同期処理が完了していないと判定された場合、ステップＳ１に戻る
。
【００４８】
　（Ｃ）ステップＳ３において、多重回路６ａは、多重処理を開始する。多重処理が開始
されるとステップＳ４に進む。
【００４９】
　（Ｄ）ステップＳ２において、バッファ制御回路１１は、フレーム同期状態及びクロッ
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ク再生等の同期が保たれているか否か判定する。同期が保たれていると判定された場合、
ステップＳ３に戻る。同期が保たれていないと判定された場合、ステップＳ１に処理が戻
る。
【００５０】
　このように、第３実施形態に係る受信装置によれば、フレーム同期状態及びクロック再
生等の同期処理が完了するまでバッファ回路７を動作させないので、不良時のデータが保
持されて性能を悪化させてしまう事態を回避できる。
【００５１】
　また、上述した第３実施形態に係る受信装置の動作例の説明においては、ステップＳ１
においてバッファ制御回路１１がバッファ回路７を初期化する一例を説明したが、図３に
示す多重回路６ｂを使用する場合、重み係数（受信品質信号ＳＱ）を“０”として、バッ
ファ回路７にＴＭＣＣ情報が入力されないように制御しても良い。
【００５２】
（第３実施形態の変形例）
　本発明の第３実施形態の変形例に係る受信装置として、図１１に示すように、復調回路
５ａに接続された第２誤り訂正回路８ｂと、第１及び第２誤り訂正回路８ａ及び８ｂの各
出力と本線用誤り訂正回路９との間に接続された選択回路１２を更に備える構成でも良い
。
【００５３】
　上述した第３実施形態のように、シーケンス処理を実施しても、同期判定のミスや、Ｔ
ＭＣＣ多重処理中に不良データが多重され残留すると、全体性能が劣化され訂正できなく
なることが発生する。
【００５４】
　そこで、図１１に示すように、多重処理と平行して、第２誤り訂正回路８ｂが復調され
たＴＭＣＣ情報ＳＴ１だけを誤り訂正処理する。選択回路１２は、第１誤り訂正回路８ａ
の誤り訂正処理結果と、第２誤り訂正回路８ｂの誤り訂正処理結果とを比較して、誤りな
し、即ち先に復号されたＴＭＣＣ情報を選択する。
【００５５】
　この結果、同期判定のミスや、ＴＭＣＣ多重処理中に不良データが多重され残留する場
合等には、第１誤り訂正回路８ａの誤り訂正処理結果を採用することで不具合を回避でき
る。
【００５６】
　尚、図１１においては２系統の誤り訂正回路８ａ及び８ｂを備える一例を図示している
が、１つの誤り訂正回路を時分割で共有しても良い。
【００５７】
（その他の実施形態）
　上記のように、本発明は第１～第３実施形態によって記載したが、この開示の一部をな
す論述及び図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当
業者には様々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００５８】
　更に、伝送制御情報としてＴＭＣＣ情報を利用する一例を説明したが、フレーム単位で
同一情報が繰り返し伝送されるような付加情報であればＴＭＣＣ情報に代えて利用可能で
ある。
【００５９】
　既に述べた第１～第３実施形態に係る受信装置は、それぞれ半導体集積回路として構成
可能である。一例として図１においては、チューナ１の一部、Ａ／Ｄ変換器２、直交検波
回路３、ＦＦＴ回路４、復調回路５ａ、多重回路６ａ、バッファ回路７、第１誤り訂正回
路８ａ、及び本線用誤り訂正回路９が同一の半導体チップ上にモノリシックに集積化でき
る。
【００６０】
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　上述した第１実施形態、第２実施形態、第２実施形態の第１変形例、第２実施形態の第
２変形例、第２実施形態の第３変形例、第２実施形態の第４変形例、第３実施形態、及び
第３実施形態の変形例は、それぞれ独立して実施可能であるが、それぞれ組合わせて実施
してもかまわない。
【００６１】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特
定事項によってのみ限定されるものである。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る受信装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係る受信装置が受信した伝送信号例を示す波形図である
。
【図３】本発明の第２実施形態に係る受信装置の構成例を示すブロック図である。
【図４】本発明の第２実施形態の第１変形例に係る受信装置の構成例を示すブロック図で
ある。
【図５】本発明の第２実施形態の第１変形例に係るレベル変換回路の入出力特性例を示す
模式図である。
【図６】本発明の第２実施形態の第２変形例に係る受信装置の構成例を示すブロック図で
ある。
【図７】本発明の第２実施形態の第３変形例に係る受信装置の構成例を示すブロック図で
ある。
【図８】本発明の第２実施形態の第４変形例に係る受信装置の構成例を示すブロック図で
ある。
【図９】本発明の第３実施形態に係る受信装置の構成例を示すブロック図である。
【図１０】本発明の第３実施形態に係る受信装置の動作シーケンス例を示すフローチャー
トである。
【図１１】本発明の第３実施形態の変形例に係る受信装置の構成例を示すブロック図であ
る。
【符号の説明】
【００６３】
　５ａ，５ｂ…復調回路
　６ａ～６ｅ…多重回路
　７…バッファ回路
　８ａ，８ｂ…第１誤り訂正回路
　１１…バッファ制御回路
　１２…選択回路
　６１…乗算器
　６１ａ…第１乗算器
　６１ｂ…第２乗算器
　６２…加算器
　６３ａ，６３ｂ…硬判定回路
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