
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水平偏波のアナログテレビジョン信号と水平偏波のデジタルテレビジョン信号と垂直偏波
のアナログテレビジョン信号と垂直偏波のディジタルテレビジョン信号との四つの信号が
入力される信号選択手段と、前記四つの信号のうちのいずれかが個別に選択されて出力さ
れる複数の出力端と、少なくとも前記信号選択手段に電源電圧を供給するレギュレータと
を有し、前記複数の出力端には、所定の周波数のコントロール信号が選択的に重畳される
高または低の切替電圧が選択的に入力され、前記信号選択手段は前記切替電圧が入力され
て前記四つの信号のいずれかを選択し、前記レギュレータは前記切替電圧から前記電源電
圧を生成し、前記複数の出力端と前記レギュレータとの間にそれぞれ前記コントロール信
号を減衰するコントロール信号減衰手段を設けたことを特徴とする衛星放送受信用コンバ
ータ。
【請求項２】
前記コントロール信号減衰手段は、カットオフ周波数が前記コントロール信号の周波数よ
りも低いローパスフィルタを備えることを特徴とする請求項１記載の衛星放送受信用コン
バータ。
【請求項３】
前記コントロール信号減衰手段は、トランジスタと、抵抗とコンデンサとを有し、前記抵
抗と前記コンデンサとで前記ローパスフィルタを構成し、前記トランジスタのコレクタを
前記複数の出力端に接続し、前記トランジスタのコレクタとベースとの間に前記抵抗を接
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続するとともに前記ベースとグランドとの間に前記コンデンサを接続し、前記トランジス
タのエミッタを前記レギュレータに接続したことを特徴とする請求項１または請求項２記
載の衛星放送受信用コンバータ。
【請求項４】
前記トランジスタのコレクタと前記複数の出力端との間にそれぞれ逆流防止用のダイオー
ドを設けたことを特徴とする請求項３記載の衛星放送受信用コンバータ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数の衛星放送受信用テレビジョンが接続される衛星放送受信用コンバータに
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の衛星放送受信用コンバータを図２に従って説明する。衛星放送受信用コンバータは
、放送衛星から送信される送信信号を低い周波数に変換する機器であり、水平偏波及び垂
直偏波を増幅して出力する受信信号増幅回路部５１と、増幅された水平偏波及び垂直偏波
をアナログテレビジョン信号（以下、単にアナログ信号という）とディジタルテレビジョ
ン信号（以下、単にディジタル信号という）とに分波して出力する分波回路部５２と、入
力されるアナログ信号及びディジタル信号のイメージ周波数帯を減衰するフィルタ部５３
と、フィルタ部５３から出力されたアナログ信号及びディジタル信号を周波数変換する周
波数変換部５４と、周波数変換部５４から出力された信号を増幅する増幅回路部５５と、
増幅回路部５５で増幅されたアナログ信号又はディジタル信号を選択して出力する信号選
択手段５６と、各回路部（受信信号増幅回路部５１、分波回路部５２、フィルタ部５３、
信号選択手段５６等）に電源電圧を供給する第一及び第二のレギュレータ５７、５８等を
有している。
【０００３】
まず、放送衛星から送信される送信信号は、衛星放送受信アンテナ（図示せず）で受信さ
れ、導波管（図示せず）において水平偏波と垂直偏波とに分離されて受信信号増幅回路部
５１に入力される。水平偏波及び垂直偏波は１０．７ＧＨｚ～１２．７５ＧＨｚの周波数
帯で送信されており、それぞれは、１０．７ＧＨｚ～１１．７ＧＨｚの周波数帯がアナロ
グ信号の周波数帯、１１．７ＧＨｚ～１２．７５ＧＨｚの周波数帯がディジタル信号の周
波数帯となっている。
【０００４】
受信信号増幅回路部５１は第一及び第二の増幅器５９、６０を有しており、水平偏波は第
一の入力端５１ａから第一の増幅器５９に入力され、垂直偏波は第二の入力端５１ｂから
第二の増幅器６０に入力される。
【０００５】
分波回路部５２は、第一の分波器６１と第二の分波器６２とを有し、受信信号増幅回路部
５１において増幅された水平偏波及び垂直偏波をそれぞれアナログ信号Ａ１とディジタル
信号Ｄ１、及びアナログ信号Ａ２とディジタル信号Ｄ２に分波する。
【０００６】
フィルタ部５３は第一乃至第四のバンドエルミネートフィルタ６３、６４、６５、６６を
有し、第一及び第二のバンドエルミネートフィルタ６３、６４は、アナログ信号Ａ１、Ａ
２のイメージ周波数帯である７．８ＧＨｚ～８．８ＧＨｚの周波数帯を、第三及び第四の
バンドエルミネートフィルタ６５、６６は、ディジタル信号Ｄ１、Ｄ２のイメージ周波数
帯である８．４５ＧＨｚ～９．５ＧＨｚの周波数帯をそれぞれ減衰する。
【０００７】
そして、アナログ信号Ａ１は第一のバンドエルミネートフィルタ６３、ディジタル信号Ｄ
１は第三のバンドエルミネートフィルタ６５、アナログ信号Ａ２は第二のバンドエルミネ
ートフィルタ６４、ディジタル信号Ｄ２は第四のバンドエルミネートフィルタ６６をそれ
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ぞれ通過した後に周波数変換部５４に入力されるようになっている。
【０００８】
周波数変換部５４は、第一乃至第四の混合器６７、６８、６９、７０と第一の発振器７１
及び第二の発振器７２とを有している。そして、第一のバンドエルミネートフィルタ６３
から出力されたアナログ信号Ａ１が第一の混合器６７に、第二のバンドエルミネートフィ
ルタ６４から出力されたアナログ信号Ａ２が第二の混合器６８に、第三のバンドエルミネ
ートフィルタ６５から出力されたディジタル信号Ｄ１が第三の混合器６９に、第四のバン
ドエルミネートフィルタ６６から出力されたディジタル信号Ｄ２が第四の混合器７０にそ
れぞれ入力される。
【０００９】
第一の混合器６７と第二の混合器６８とには、第一の発振器７１（発振周波数が９．７５
ＧＨｚ）が接続されており、アナログ信号Ａ１、Ａ２はそれぞれ混合器６７、６８におい
て９５０ＭＨｚ～１９５０ＭＨｚの周波数帯に周波数変換される。同様に、第三の混合器
６９と第四の混合器７０とには第二の発振器７２（発振周波数が１０．６ＧＨｚ）が接続
されており、ディジタル信号Ｄ１、Ｄ２は、１１００ＭＨｚ～２１５０ＭＨｚの周波数帯
に周波数変換される。
【００１０】
増幅回路部は第一乃至第四の増幅器７３、７４、７５、７６を有し、周波数変換されたア
ナログ信号ａ１、ａ２及びディジタル信号ｄ１、ｄ２は、それぞれ、第一乃至第四の増幅
器７３、７４、７５、７６を通過した後に信号選択手段５６に入力される。
【００１１】
信号選択手段５６は、信号切替回路７７と、第一及び第二の切替制御回路７８、７９と、
第一及び第二の出力端５６ａ、５６ｂとを備えている。そして、信号切替回路７７は、第
一の切替制御回路７８によって、入力されたアナログ信号ａ１、ａ２及びディジタル信号
ｄ１、ｄ２のうちの一つを選択して第一の出力端５６ａに出力し、同様に、第二の切替制
御回路７９によって、アナログ信号ａ１、ａ２及びディジタル信号ｄ１、ｄ２のうちの一
つを選択して第二の出力端５６ｂに出力するようになっている。この切替制御については
後述する。
【００１２】
そして、第一及び第二の出力端５６ａ、５６ｂには、それぞれに別個の衛星放送受信用テ
レビジョン（図示せず）が接続され、それぞれの衛星放送受信用テレビジョンからは、信
号選択手段５６を制御するとともに各回路部を動作するための電圧が供給される。この電
圧は、水平偏波で送信される衛星放送を受信するときには、例えば直流１８Ｖの第一の電
圧とされ、垂直偏波で送信される衛星放送を受信するときには、例えば、直流１４Ｖの第
二の電圧とされる。さらに、これらの電圧に、例えば、２２ｋＨｚのコントロール信号が
重畳されるか否かによってディジタル信号又はアナログ信号の選択が区別される。すなわ
ち、衛星放送受信用テレビジョンは、水平偏波で送信されるアナログ信号（従ってアナロ
グ信号ａ１）を受信するときには第一の電圧のみを、垂直偏波で送信されるアナログ信号
（従ってアナログ信号ａ２）を受信するときには第二の電圧のみを、水平偏波で送信され
るディジタル信号（従ってディジタル信号ｄ１）を受信するときにはコントロール信号が
重畳された第一の電圧を、垂直偏波で送信されるディジタル信号（従ってディジタル信号
ｄ２）を受信するときにはコントロール信号が重畳された第二の電圧をそれぞれの出力端
５６ａ、５６ｂに供給するようになっている。これらの電圧は、第一の出力端５６ａから
高周波阻止用のチョークコイル８０を介して第一の切替制御回路７８に入力され、同様に
第二の出力端５６ｂから高周波阻止用のチョークコイル８１を介して第二の切替制御回路
７９に入力される。
【００１３】
一方、第一の電圧及び第二の電圧は、それぞれ高調波阻止用のチョークコイル８０、８１
を介して第一及び第二のレギュレータ５７、５８に入力され、第一及び第二のレギュレー
タ５７、５８は、各回路部に電源電圧（例えば、８Ｖ）を供給する。そのため、第一及び
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第二のレギュレータ５７、５８は同一構成を有し、集積回路によって電圧安定化回路が構
成されている。そして、第一及び第二のレギュレータ５７、５８の出力端は、それぞれ逆
流防止用の第一及び第二のダイオード８２、８３を介して電源電圧出力端８４に接続され
ている。従って、いずれか一方の衛星放送受信用テレビジョンのみが動作しているときに
も各回路部に電源電圧が供給できるようになっている。また、第一及び第二の出力端５６
ａ、５６ｂはそれぞれ第一及び第二のレギュレータ５７、５８を介して電源電圧出力端８
４に接続されているため、第一及び第二のレギュレータ５７、５８が有する素子間アイソ
レーションを利用して、例えば、第一の出力端５６ａから供給されるコントロール信号が
第二の切替制御回路７９に入力されないようになっている。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、従来の衛星放送受信用コンバータは、第一または第二の出力端５６ａ、５
６ｂに接続された衛星放送受信用テレビジョンの一方のみが動作したときでも衛星放送受
信用コンバータが動作するように、第一及び第二の二つのレギュレータ５７、５８が設け
られている。このため、衛星放送受信コンバータのコストが高くなってしまうという問題
があった。
【００１５】
本発明はこれらの問題を解決するためのもので、その目的は、安価な衛星放送受信コンバ
ータを提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
上記問題を解決するための第一の解決手段として、水平偏波のアナログテレビジョン信号
と水平偏波のデジタルテレビジョン信号と垂直偏波のアナログテレビジョン信号と垂直偏
波のディジタルテレビジョン信号との四つの信号が入力される信号選択手段と、四つの信
号のうちのいずれかが個別に選択されて出力される複数の出力端と、少なくとも信号選択
手段に電源電圧を供給するレギュレータとを有し、複数の出力端には、所定の周波数のコ
ントロール信号が選択的に重畳される高または低の切替電圧が選択的に入力され、信号選
択手段は切替電圧が入力されて四つの信号のいずれかを選択し、レギュレータは切替電圧
から電源電圧を生成し、複数の出力端とレギュレータとの間にそれぞれコントロール信号
を減衰するコントロール信号減衰手段を設けた構成とした。
【００１７】
また、第二の解決手段として、コントロール信号減衰手段は、カットオフ周波数がコント
ロール信号の周波数よりも低いローパスフィルタを備える構成とした。
【００１８】
また、第三の解決手段として、コントロール信号減衰手段は、トランジスタと、抵抗とコ
ンデンサとを有し、抵抗とコンデンサとでローパスフィルタを構成し、トランジスタのコ
レクタを複数の出力端に接続し、トランジスタのコレクタとベースとの間に抵抗を接続す
るとともにベースとグランドとの間にコンデンサを接続し、トランジスタのエミッタをレ
ギュレータに接続した。
【００１９】
また、第四の解決手段として、トランジスタのコレクタと複数の出力端との間にそれぞれ
逆流防止用のダイオードを設けた。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明の衛星放送受信用コンバータを図１に従って説明する。本発明の衛星放送受信用コ
ンバータは、水平偏波及び垂直偏波を増幅して出力する受信信号増幅回路部１と、増幅さ
れた水平偏波及び垂直偏波をアナログテレビジョン信号（以下、単にアナログ信号という
）とディジタルテレビジョン信号（以下、単にディジタル信号という）とに分波して出力
する分波回路部２と、入力されるアナログ信号及びディジタル信号のイメージを減衰する
フィルタ部３と、フィルタ部３から出力されたアナログ信号及びディジタル信号を周波数
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変換する周波数変換部４と、周波数変換部４から出力された信号を増幅する増幅回路部５
と、増幅回路部５で増幅されたアナログ信号又はディジタル信号を選択して出力する信号
選択手段６と、各回路部（受信信号増幅回路部１、分波回路部２、フィルタ部３、信号選
択手段６等）に電源電圧を供給するレギュレータ７と、第一及び第二のコントロール信号
減衰手段８、９等を有している。
【００２１】
まず、放送衛星から送信される送信信号は、衛星放送受信アンテナ（図示せず）で受信さ
れ、導波管（図示せず）において水平偏波と垂直偏波とに分離されて受信信号増幅回路部
１に入力される。水平偏波及び垂直偏波は、１０．７ＧＨｚ～１２．７５ＧＨｚの周波数
帯で送信されており、それぞれは、１０．７ＧＨｚ～１１．７ＧＨｚの周波数帯がアナロ
グ信号の周波数帯、１１．７ＧＨｚ～１２．７５ＧＨｚの周波数帯がディジタル信号の周
波数帯となっている。
受信信号増幅回路部１は、第一及び第二の増幅器１０、１１を有し、水平偏波は第一の入
力端１ａから第一の増幅器１０に入力され、垂直偏波は第二の入力端１ｂから第二の増幅
器１１に入力される。
【００２２】
分波回路部２は、第一及び第二の分波器１２、１３を有し、受信信号増幅回路部１におい
て増幅された水平偏波及び垂直偏波をアナログ信号Ａ１とディジタル信号Ｄ１、及びアナ
ログ信号Ａ２とディジタル信号Ｄ２に分波する。
【００２３】
フィルタ部３は、第一乃至第四のバンドエルミネートフィルタ１４、１５、１６、１７を
有し、第一及び第二のバンドエルミネートフィルタ１４、１５は、アナログ信号Ａ１、Ａ
２のイメージ周波数帯である７．８ＧＨｚ～８．８ＧＨｚの周波数帯を、第三及び第四の
バンドエルミネートフィルタ１６、１７は、ディジタル信号Ｄ１、Ｄ２のイメージ周波数
帯である８．４５ＧＨｚ～９．５ＧＨｚの周波数帯をそれぞれ減衰する。そして、アナロ
グ信号Ａ１は第一のバンドエルミネートフィルタ１４、ディジタル信号Ｄ１は第三のバン
ドエルミネートフィルタ１６、アナログ信号Ａ２は第二のバンドエルミネートフィルタ１
５、ディジタル信号Ｄ２は第四のバンドエルミネートフィルタ１７をそれぞれ通過した後
に周波数変換部４にそれぞれ入力される。
【００２４】
周波数変換部４は、第一乃至第四の混合器１８、１９、２０、２１と第一及び第二の発振
器２２、２３とを有している。そして、第一バンドエルミネートフィルタ１４から出力さ
れたアナログ信号Ａ１が第一の混合器１８に、第二のバンドエルミネートフィルタ１５か
ら出力されたアナログ信号Ａ２は第二の混合器１９に、第三のバンドエルミネートフィル
タ１６から出力されたディジタル信号Ｄ１は第三の混合器２０に、第四のバンドエルミネ
ートフィルタ１７から出力されたディジタル信号Ｄ２は第四の混合器２１にそれぞれ入力
される。
第一の混合器１８と第二の混合器１９とには、第一の発振器２２（発振周波数が９．７５
ＧＨｚ）が接続されており、アナログ信号Ａ１、Ａ２はそれぞれ混合器１８、１９におい
て９５０ＭＨｚ～１９５０ＭＨｚの周波数帯に周波数変換される。同様に、第三の混合器
２０と第四の混合器２１とには第二の発振器２３（発振周波数が１０．６ＧＨｚ）が接続
されており、ディジタル信号Ｄ１、Ｄ２は、１１００ＭＨｚ～２１５０ＭＨｚの周波数帯
に周波数変換される。
【００２５】
増幅回路部５は、第五乃至第八の増幅器２４、２５、２６、２７を有し、周波数変換され
たアナログ信号ａ１、ａ２及びディジタル信号ｄ１、ｄ２は、それぞれ第五乃至第八の増
幅器２４、２５、２６、２７を通過した後に信号選択手段６に入力される。
【００２６】
信号選択手段６は、信号切替回路２８と、第一及び第二の切替制御回路２９、３０と、第
一及び第二の出力端６ａ、６ｂとを備えている。そして、信号切替回路２８は、第一の切
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替制御回路２９によって、入力されたアナログ信号ａ１、ａ２及びディジタル信号ｄ１、
ｄ２のうちの一つを選択して第一の出力端６ａに出力し、同様に、第二の切替制御回路３
０によって、アナログ信号ａ１、ａ２及びディジタル信号ｄ１、ｄ２のうちの一つを選択
して第二の出力端６ｂに出力するようになっている。これらの出力端６ａ、６ｂは、衛星
放送受信用コンバータの出力端となっている。なお、この切替制御については後述する。
【００２７】
そして、第一及び第二の出力端６ａ、６ｂには、それぞれに別個の衛星放送受信用テレビ
ジョン（図示せず）が接続され、それぞれの衛星放送受信用テレビジョンからは、信号選
択手段６を制御するとともに各回路部を動作するための切替電圧が供給される。この切替
電圧は、水平偏波で送信される衛星放送を受信するときには、例えば、直流１８Ｖの第一
の電圧とされ、垂直偏波で送信される衛星放送を受信するときには、例えば１４Ｖの第二
の電圧とされる。さらに、これらの電圧は、例えば、２２ｋＨｚのコントロール信号が重
畳されるか否かによってディジタル信号又はアナログ信号の選択が区別される。すなわち
、衛星放送受信用テレビジョンは、水平偏波で送信されるアナログ信号（従ってアナログ
信号ａ１）を受信するときは第一の電圧のみを、垂直偏波で送信されるアナログ信号（従
ってアナログ信号ａ２）を受信するときには第二の電圧のみを、水平偏波で送信されるデ
ィジタル信号（従ってディジタル信号ｄ１）を受信するときはコントロール信号が重畳さ
れた第一の電圧を、垂直偏波で送信されるディジタル信号（従ってディジタル信号ｄ２）
を受信するときにはコントロール信号が重畳された第二の電圧をそれぞれの出力端６ａ、
６ｂに供給するようになっている。これらの切替電圧は、第一の出力端６ａから高周波阻
止用のチョークコイル３１を介して第一の切替制御回路２９に入力され、同様に、第二の
出力端６ｂから高周波阻止用のチョークコイル３２を介して第二の切替制御回路３０に入
力される。
【００２８】
一方、第一の出力端６ａに供給される第一及び第二の電圧は、高調波阻止用のチョークコ
イル３１と、チョークコイル３１に直列に接続された逆流防止用の第一のダイオード３３
と、第一のコントロール信号減衰手段８とを介してレギュレータ７に入力され、同様に、
第二の出力端６ｂに供給される第一及び第二の電圧は、高調波阻止用のチョークコイル３
２と、チョークコイル３２に直列に接続された逆流防止用の第二のダイオード３４と、第
二のコントロール信号減衰手段９とを介してレギュレータ７に入力され、レギュレータ７
は、各回路部に電源電圧（例えば、８Ｖ）を供給する。そして、レギュレータ７の出力端
は電源電圧出力端３５に接続されている。
【００２９】
ここで、第一のコントロール信号減衰手段８と第二のコントロール信号減衰手段９は同一
の構成を有している。第一のコントロール信号減衰手段８は、第一のトランジスタ３６と
、この第一のトランジスタ３６のコレクタ－ベース間に接続された第一の抵抗３７と、ベ
ースとグランドとの間に接続された第一のコンデンサ３８とを有し、同様に、第二のコン
トロール信号減衰手段９は、第二のトランジスタ３９と、この第二のトランジスタ３９の
コレクタ－ベース間に接続された第二の抵抗４０と、ベースとグランドとの間に接続され
た第二のコンデンサ４１とを有している。そして、第一のトランジスタ３６のコレクタが
第一のダイオード３３のカソードに接続され、エミッタがレギュレータ７に接続されてい
る。また、第一の抵抗３７と第一のコンデンサ３８とによってローパスフィルタ４２が構
成されている。同様に、第二のコントロール信号減衰手段９は、第二のトランジスタ３９
のコレクタが第二のダイオード３４のカソードに接続され、エミッタがレギュレータ７に
接続されている。従って、第一及び第二のトランジスタ３６、３９のエミッタ同士も互い
に接続されている。そして、同様に、第二の抵抗４０と第二のコンデンサ４１とによって
ローパスフィルタ４３が構成されている。
【００３０】
そして、ローパスフィルタ４２、４３のカットオフ周波数は、第一及び第二の電圧に重畳
されるコントロール信号の周波数よりも低く設定されている。このように、ローパスフィ
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ルタ４２、４３のカットオフ周波数をコントロール信号の周波数よりも低く設定すること
で、第一及び第二のトランジスタ３６、３９のエミッタ同士が接続されていても、例えば
、第一の出力端６ａから供給される切替電圧に重畳されたコントロール信号が第二のコン
トロール信号減衰手段９とダイオード３４とを介して第二の切替制御回路３０に入力する
のを防止している。同様に、第二の出力端６ｂから供給される切替電圧に重畳されたコン
トロール信号が第一の切替制御回路２９に入力するのを防止している。また、第一及び第
二の出力端６ａ、６ｂはそれぞれ第一及び第二のトランジスタ３６、３９を介してレギュ
レータ７に接続されているため、第一及び第二のトランジスタ３６、３９が有する素子間
アイソレーションを利用して、例えば、第一の出力端６ａから供給される第一または第二
の電圧が第二の切替制御回路３０に入力されないようになっている。そして、第一及び第
二のコントロール信号減衰手段８、９はそれぞれローパスフィルタとトランジスタとの組
み合わせで構成しているので、ローパスフィルタのコンデンサ（３８、４１）の容量値が
小さくても大きなリップル効果がある。
【００３１】
なお、上述の例においては、複数の出力端として第一及び第二の出力端６ａ、６ｂを備え
た構成としたが、出力端を三つ以上設けても良い。また、第一及び第二のコントロール信
号減衰手段８、９をローパスフィルタとトランジスタとで構成したが、コイルとコンデン
サとによるＬＣローパスフィルタのみであっても同様の効果を得ることができる。
【００３２】
【発明の効果】
以上のように、本発明の第一の解決手段として、切替電圧が入力される複数の出力端とレ
ギュレータとの間にそれぞれコントロール信号を減衰するコントロール信号減衰手段を設
けた構成としたことで、例えば、第一の出力端から第一の制御回路部に供給される切替電
圧に重畳されたコントロール信号が第二の出力端から入力された切替電圧に重畳されず、
信号切替手段は誤動作を起こすことがないので、一つのレギュレータのみで信号選択手段
を動作させることができる。よって、安価な衛星放送受信用コンバータを構成することが
できる。
【００３３】
また、第二の解決手段として、コントロール信号減衰手段は、カットオフ周波数がコント
ロール信号の周波数よりも低いローパスフィルタを備える構成としたことで、簡単な回路
で信号選択手段の誤動作を防止することができる。
【００３４】
また、第三の解決手段として、コントロール信号減衰手段は、トランジスタと、抵抗及び
コンデンサで構成されるローパスフィルタを有し、トランジスタのコレクタを第一又は第
二の出力端に接続し、トランジスタのコレクタを抵抗を介してベースに接続するとともに
コンデンサを介して接地し、トランジスタのエミッタをレギュレータに接続した構成とし
たことで、コントロール信号減衰手段がローパスフィルタとトランジスタとの組み合わせ
で構成されているので、大きなリップル効果が得られ、信号切替手段の誤動作を確実に防
止することができる。
【００３５】
また、第四の解決手段として、トランジスタのコレクタと第一及び第二の出力端との間に
それぞれ逆流防止用のダイオードを設けた構成としたことで、コントロール信号減衰手段
に大きな逆電圧がかかっても、トランジスタが破壊されるのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の衛星放送受信用コンバータの回路図である。
【図２】従来の衛星放送受信用コンバータの回路図である。
【符号の説明】
１　受信信号増幅回路部
１ａ　第一の入力端
１ｂ　第二の入力端
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２　分波回路部
３　フィルタ部
４　周波数変換部
５　増幅回路部
６　信号選択手段
６ａ　第一の出力端
６ｂ　第二の出力端
７　レギュレータ
８　第一のコントロール信号減衰手段
９　第二のコントロール信号減衰手段
１０　第一の増幅器
１１　第二の増幅器
１２　第一の分波器
１３　第二の分波器
１４　第一のバンドエルミネートフィルタ
１５　第二のバンドエルミネートフィルタ
１６　第三のバンドエルミネートフィルタ
１７　第四のバンドエルミネートフィルタ
１８　第一の混合器
１９　第二の混合器
２０　第三の混合器
２１　第四の混合器
２２　第一の発振器
２３　第二の発振器
２４　第五の増幅器
２５　第六の増幅器
２６　第七の増幅器
２７　第八の増幅器
２８　信号切替回路
２９　第一の切替制御回路
３０　第二の切替制御回路
３１，３２　チョークコイル
３３　第一のダイオード
３４　第二のダイオード
３５　電源電圧出力端
３６　第一のトランジスタ
３７　第一の抵抗
３８　第一のコンデンサ
３９　第二のトランジスタ
４０　第二の抵抗
４１　第二のコンデンサ
４２，４３　ローパスフィルタ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(9) JP 3562985 B2 2004.9.8



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H04N  5/63
              H04B  1/10
              H04N  7/20   630

(10) JP 3562985 B2 2004.9.8


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

