
JP 4547761 B2 2010.9.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＳ（Communication Satellite ）放送の受信信号の変調方式を変換して狭帯域化し、
ＶＨＦ帯またはＵＨＦ帯の空いている周波数帯域に周波数シフトし、上記狭帯域化され、
上記周波数シフトされたＣＳ放送の信号と、地上波放送およびＢＳ（Broadcast Satellit
e ）放送の受信信号とを合成してケーブルを介して伝送するテレビジョン共聴装置と接続
される受信装置であって、
　上記伝送されるＣＳ放送の信号を受信する受信手段と、
　上記変換された変調方式に基づいて、上記受信信号を復調する復調手段と、
　上記復調手段の出力から、ビデオ信号及びオーディオ信号をデコードするデコード手段
と、
　上記ＣＳ放送の搬送波の周波数情報と、上記周波数シフトされた周波数情報との対応関
係を示す周波数変換テーブルを備え、
　上記ＣＳ放送の搬送波周波数が設定されると、上記搬送波周波数に対応する上記周波数
シフトされた周波数情報が上記周波数変換テーブルから読み出され、上記周波数変換テー
ブルから読み出された上記周波数シフトされた周波数に受信周波数が設定されるようにし
、
　上記周波数変換テーブルは、上記ＣＳ放送の信号中に含まれているＮＩＴ（Network In
formation Table ）の情報と、受信している周波数情報とから作成するようにした受信装
置。
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【請求項２】
　共同のアンテナで受信された受信信号をケーブルを介して各家庭に伝送するようにした
テレビジョン共聴装置と、各家庭の受信装置とからなるテレビジョン伝送システムにおい
て、
　上記テレビジョン共聴装置は、
　ＣＳ（Communication Satellite ）放送の受信信号の変調方式を変換して狭帯域化し、
ＶＨＦ帯またはＵＨＦ帯の空いている周波数帯域に周波数シフトする変調方式変換手段と
、
　上記狭帯域化され、上記周波数シフトされたＣＳ放送の信号と、上記アンテナにより受
信された地上波放送およびＢＳ（Broadcast Satellite ）放送の受信信号とを合成して上
記ケーブルを介して伝送する合成手段とを備え、
　上記受信装置は、
　ＣＳ放送の受信信号の変調方式を変換して狭帯域化し、ＶＨＦ帯またはＵＨＦ帯の空い
ている周波数帯域に周波数シフトし、上記狭帯域化され、上記周波数シフトされたＣＳ放
送の信号と、地上波放送およびＢＳ放送の受信信号とを合成してケーブルを介して伝送す
るテレビジョン共聴装置と接続され、
　上記伝送されるＣＳ放送の信号を受信する受信手段と、
　上記変換された変調方式に基づいて、上記受信信号を復調する復調手段と、
　上記復調手段の出力から、ビデオ信号及びオーディオ信号をデコードするデコード手段
と、
　上記ＣＳ放送の搬送波の周波数情報と、上記周波数シフトされた周波数情報との対応関
係を示す周波数変換テーブルを備え、
　上記ＣＳ放送の搬送波周波数が設定されると、上記搬送波周波数に対応する上記周波数
シフトされた周波数情報が上記周波数変換テーブルから読み出され、上記周波数変換テー
ブルから読み出された上記周波数シフトされた周波数に受信周波数が設定されるようにし
、
　上記周波数変換テーブルは、上記ＣＳ放送の信号中に含まれているＮＩＴ（Network In
formation Table ）の情報と、受信している周波数情報とから作成するようにした受信装
置である
　テレビジョン伝送システム。
【請求項３】
　上記変調方式変換手段は、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying ) のＣＳ放送の
変調方式をＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation ）の変調方式に変換するものであ
る請求項２に記載のテレビジョン伝送システム。
【請求項４】
　上記ＣＳ放送は、２以上の衛星を使って放送を行うものである請求項２に記載のテレビ
ジョン伝送システム。
【請求項５】
　共同のアンテナで受信された受信信号をケーブルを介して各家庭に伝送するようにした
テレビジョン共聴装置と、各家庭の受信装置とを有するテレビジョン伝送放送において、
　上記テレビジョン共聴装置は、ＣＳ（Communication Satellite ）放送の受信信号の変
調方式を変換して狭帯域化し、ＶＨＦ帯またはＵＨＦ帯の空いている周波数帯域に周波数
シフトし、上記狭帯域化され、上記周波数シフトされたＣＳ放送の信号と、上記アンテナ
により受信された地上波放送およびＢＳ（Broadcast Satellite ）放送の受信信号とを合
成して上記ケーブルを介して伝送し、
　上記受信装置は、
　ＣＳ放送の受信信号の変調方式を変換して狭帯域化し、ＶＨＦ帯またはＵＨＦ帯の空い
ている周波数帯域に周波数シフトし、上記狭帯域化され、上記周波数シフトされたＣＳ放
送の信号と、地上波放送およびＢＳ放送の受信信号とを合成してケーブルを介して伝送す
るテレビジョン共聴装置と接続され、
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　上記伝送されるＣＳ放送の信号を受信し、上記変換された変調方式に基づいて、上記受
信信号を復調し、上記復調出力から、ビデオ信号及びオーディオ信号をデコードし、上記
ＣＳ放送の搬送波の周波数情報と、上記ＣＳ放送の搬送波周波数が設定されると、上記搬
送波周波数に対応する上記周波数シフトされた周波数情報が周波数変換テーブルから読み
出され、上記周波数変換テーブルから読み出された上記周波数シフトされた周波数に受信
周波数が設定されるようにし、
　上記周波数変換テーブルは、上記ＣＳ放送の信号中に含まれているＮＩＴ（Network In
formation Table ）の情報と、受信している周波数情報とから作成するようにした
　テレビジョン伝送方法。
【請求項６】
　上記変調方式の変換は、ＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying ) のＣＳ放送の変
調方式をＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation ）の変調方式に変換するものである
請求項５に記載のテレビジョン伝送方法。
【請求項７】
　上記ＣＳ放送は、２以上の衛星を使って放送を行うものである請求項５に記載のテレビ
ジョン伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、例えば、マンションのような集合住宅で、屋上に設置された共同のアンテ
ナからケーブルにより各家庭にテレビジョン信号を配信するような小規模の共聴システム
として用いて好適な受信装置、テレビジョン伝送システム、テレビジョン伝送方法に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】
マンションのような共同住宅では、屋上に共同アンテナが設置され、この共同アンテナで
受信されたテレビジョン信号をケーブルにより各家庭に伝送する共聴システムが設けられ
る。ＶＨＦ帯やＵＨＦ帯の地上波放送では、放送局毎に使用する周波数帯域が異なってい
るので、ＶＨＦアンテナやＵＨＦアンテナで受信した受信信号を混合し、ゲインを調整し
て、１本のケーブルで各家庭に伝送すれば、このような共聴システムが構築できる。
【０００３】
更に、現在では、ＶＨＦ帯やＵＨＦ帯の地上波放送に加えて、ＢＳ（Broadcast Satellit
e ）放送が行われている。ＢＳ放送は、１２ＧＨｚ帯の電波を使ってＢＳ衛星から送られ
てきており、このＢＳ衛星からの１２ＧＨｚ帯の受信信号は、パラボラアンテナに取り付
けられたＬＮＢ（Low Noise Block Down Converter）で、１ＧＨｚ帯の中間周波信号に変
換されている。この１ＧＨｚ帯のＢＳ放送の中間周波信号は、ＶＨＦ帯やＵＨＦ帯の地上
波放送の信号の帯域とは重ならない。このため、ＢＳ放送のパラボラアンテナに取り付け
られているＬＮＢの出力と、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波放送の信号とを混合して、１
本のケーブルを使って各家庭に伝送することが可能である。
【０００４】
更に、最近、ＣＳ（Communication Satellite ）放送の人気が高まっており、ＣＳ放送の
信号を、マンションのような共同住宅の共聴システムにより、ケーブルで各家庭に伝送す
ることが要望されている。
【０００５】
ところが、ＣＳ放送は１２ＧＨｚ帯で放送されており、ＣＳ放送の中間周波信号の帯域は
１ＧＨｚ帯であり、ＢＳ放送の中間周波信号の帯域と重なる。このため、単純に、ＣＳ放
送のパラボラアンテナに取り付けられているＬＮＢの出力と、ＢＳ放送のパラボラアンテ
ナに取り付けられているＬＮＢの出力と、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波放送の信号とを
混合して、１本のケーブルを使って各家庭に伝送することはできない。
【０００６】
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つまり、ＢＳ放送とＣＳ放送は、共に１２ＧＨｚ帯のＫｕバンドの電波で放送されており
、ＢＳ放送のＬＮＢの局部発振周波数は１０．６７８ＧＨｚであり、ＣＳ放送のＬＮＢの
局部発振周波数は１１．２ＧＨｚである。また、ＣＳ放送では、垂直偏波の信号と水平偏
波の信号とが同じ帯域内にある。したがって、図１０に示すように、ＢＳ放送の中間周波
信号ＢＳ－ＩＦの周波数帯域と、ＣＳ放送の中間周波信号ＣＳ－ＩＦ信号の周波数帯域と
は重なることになる。このため、ＣＳ放送に取り付けられているパラボラアンテナのＬＮ
Ｂの出力と、ＢＳ放送のパラボラアンテナに取り付けられているＬＮＢの出力と、ＶＨＦ
及びＵＨＦの地上波放送の信号とを単純に混合して、１本のケーブルで各家庭に伝送する
ことはできない。
【０００７】
そこで、従来、ＣＳ放送を伝送可能とした共聴システムでは、ＣＳ放送の中間周波信号を
ＢＳ放送の中間周波信号の上側の周波数の帯域に周波数シフトさせて伝送している。
【０００８】
つまり、ＢＳ放送のパラボラアンテナに取り付けられているＬＮＢの出力と、ＶＨＦ及び
ＵＨＦの地上波放送の信号とを混合してケーブルで伝送するとすると、ケーブルを介して
伝送される信号の周波数帯域は、図１１に示すように、地上波アナログ放送のＶＨＦ帯の
ローバンドの帯域Ａ１１、ミッドバンドの帯域Ａ１２、ハイバンドの帯域Ａ１３、スーパ
ーハイバンドの帯域Ａ１４、ＵＨＦの帯域Ａ１５、ＢＳ放送の中間周波信号の帯域Ａ１６
とに割り当てられる。そして、ＣＳ放送の信号を伝送する場合には、ＢＳ放送の中間周波
信号の帯域Ａ１５より更に上側の帯域Ａ１７及びＡ１８に、ＣＳ放送の垂直偏波及び水平
偏波の中間周波信号の帯域Ｂ１１及びＢ１２が確保される。この帯域Ａ１７及びＡ１８に
、１ＧＨｚ帯のＣＳ放送の垂直偏波及び水平偏波の中間周波信号の帯域Ｂ１１及びＢ１２
が周波数シフトされて配置される。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
このように、ＢＳ放送の中間周波信号の帯域Ａ１６の上側の帯域Ａ１７及びＡ１８にＣＳ
放送の帯域を確保し、ＣＳ放送の中間周波信号を帯域Ａ１７及びＡ１８に周波数シフトす
れば、ＢＳ放送の中間周波信号の帯域Ａ１６とＣＳ放送の中間周波信号の帯域Ａ１７及び
Ａ１８とが重ならなくなるので、１本のケーブルで、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波の信
号と、ＢＳ放送の信号と、ＣＳ放送の信号とを伝送することが可能となる。
【００１０】
ところが、ＣＳ放送のサービスには、２つの衛星を使ってサービスを行うもの（例えば、
ＳｋｙＰｅｒｆｅｃｔＴＶ）がある。この場合、同一の搬送波周波数に、一方の衛星から
の信号と他方の衛星からの信号とがあり、更に、夫々の衛星について、垂直偏波の信号と
水平偏波の信号とがある。
【００１１】
このため、上述のように、ＣＳ放送の中間周波信号をＢＳ放送の中間周波信号の上側の帯
域に周波数シフトして帯域を割り当てていくと、２つの衛星の夫々について垂直偏波の信
号と水平偏波の信号に対して周波数帯域を確保しなければならなくなり、非常に高い周波
数まで周波数帯域を確保しなければならなくなる。
【００１２】
すなわち、ＣＳ放送の中間周波信号の帯域としては、５００ＭＨｚ程度確保する必要があ
り、同一の周波数帯域で４つの信号を伝送するため、約（５００ＭＨｚ×４＝２０００Ｍ
Ｈｚ）の帯域だけ、ＢＳ放送の中間周波信号の帯域より上側に周波数帯域を確保する必要
がある。ＢＳ放送の中間周波信号の帯域は、（１０３５ＭＨｚ～１３３５ＭＨｚ）なので
、この場合、約３５００ＭＨｚ程度までの高い周波数まで帯域を確保しなければならなく
なる。
【００１３】
これに対して、現行の伝送機器で対応できる周波数帯域は、２１５０ＭＨｚまでであり、
３５００ＭＨｚ程度までの帯域に対応できるようにするためには、新規に機器を開発しな
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ければならず、技術的な困難を伴う。また、機器の開発だけでなく、広帯域対応のシステ
ム設置には、高度な設計技術を必要とするため、通常の工事技術では対応できない。
【００１４】
なお、２つの衛星からのＣＳ放送の信号を伝送可能とするために、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯
の地上波の信号やＢＳ放送の信号を伝送するケーブルとは別に、ＣＳ放送の信号を伝送す
るためのケーブルを敷設し、この新たなケーブルを使ってＣＳ放送の信号を各家庭に伝送
するすることも考えられる。ところが、この場合には、既設のマンション等に新たにケー
ブルを敷設し直す工事が必要になり、工事が大がかりとなり、非常にコストがかかる。ま
た、このように、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波の信号やＢＳ放送の信号を伝送するケー
ブルと、ＣＳ放送の信号を伝送するためのケーブルとを別々にすると、各家庭の受信点に
おいてケーブルの切り替えスイッチ等の付加機器が必要になってくる。
【００１５】
　したがって、この発明の目的は、大規模な工事を行うことなく、２衛星を使ってサービ
スを行うＣＳ放送の受信信号と、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波放送の信号と、ＢＳ放送
の信号とを多重化して、１本のケーブルで各家庭に送ることができる受信装置、テレビジ
ョン伝送システム、テレビジョン伝送方法を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決するために、この発明は、共同のアンテナで受信された受信信号を
ケーブルを介して各家庭に伝送するようにしたテレビジョン共聴装置と、各家庭の受信装
置とからなるテレビジョン伝送システムにおいて、
　テレビジョン共聴装置は、
　ＣＳ（Communication Satellite ）放送の受信信号の変調方式を変換して狭帯域化し、
ＶＨＦ帯またはＵＨＦ帯の空いている周波数帯域に周波数シフトする変調方式変換手段と
、
　狭帯域化され、周波数シフトされたＣＳ放送の信号と、アンテナにより受信された地上
波放送およびＢＳ（Broadcast Satellite ）放送の受信信号とを合成してケーブルを介し
て伝送する合成手段とを備え、
　受信装置は、
　ＣＳ放送の受信信号の変調方式を変換して狭帯域化し、ＶＨＦ帯またはＵＨＦ帯の空い
ている周波数帯域に周波数シフトし、狭帯域化され、周波数シフトされたＣＳ放送の信号
と、地上波放送およびＢＳ放送の受信信号とを合成してケーブルを介して伝送するテレビ
ジョン共聴装置と接続され、
　伝送されるＣＳ放送の信号を受信する受信手段と、
　変換された変調方式に基づいて、受信信号を復調する復調手段と、
　復調手段の出力から、ビデオ信号及びオーディオ信号をデコードするデコード手段と、
　ＣＳ放送の搬送波の周波数情報と、周波数シフトされた周波数情報との対応関係を示す
周波数変換テーブルを備え、
　ＣＳ放送の搬送波周波数が設定されると、搬送波周波数に対応する周波数シフトされた
周波数情報が周波数変換テーブルから読み出され、周波数変換テーブルから読み出された
周波数シフトされた周波数に受信周波数が設定されるようにし、
　周波数変換テーブルは、ＣＳ放送の信号中に含まれているＮＩＴ（Network Informatio
n Table ）の情報と、受信している周波数情報とから作成するようにした受信装置である
　テレビジョン伝送システムである。
【００１７】
ＣＳ放送の中間周波信号は、変調方式が例えばＱＰＳＫから６４値ＱＡＭに変換される。
これにより、１トランスポンダ当たり例えば２７ＭＨｚの帯域幅のＣＳ放送の信号は、地
上波放送の１チャンネルの帯域幅の例えば６ＭＨｚの帯域幅内に狭帯域化される。そして
、この変調方式が例えばＱＰＳＫから６４値ＱＡＭに変換されたＣＳ放送の信号は、ＶＨ
Ｆ帯又はＵＨＦ帯の空いているチャンネルの周波数に周波数シフトされて、ＶＨＦ帯やＵ
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ＨＦ帯の受信信号やＢＳ放送の中間周波数信号と共に多重化され、１本のケーブルにより
各家庭に伝送される。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態について図面を参照して説明する。この発明は、マンション
のような集合住宅に設置される小規模共聴施設のように、共同のアンテナで受信した信号
をケーブルを使って各家庭に配信するような共聴システムに用いて好適なものである。
【００１９】
この発明では、ＣＳ放送のテレビジョン信号を共同のアンテナで受信して各家庭に伝送す
る場合に、変調方式が変換されて狭帯域化され、１トランスポンダの信号がＶＨＦ帯又は
ＵＨＦ帯の空きチャンネルの周波数シフトされて伝送される。これにより、ＣＳ放送用に
新たに帯域を確保する必要はなく、２つの衛星でサービスを行うＣＳ放送の信号も、地上
波放送の信号やＢＳ放送の信号とともに、１本ケーブルで各家庭に伝送できるようになる
。
【００２０】
つまり、図１は、ケーブルを介して伝送される信号の周波数配置を示すものである。図１
において、Ａ１はＶＨＦローバンドの帯域（９０ＭＨｚ～１０８ＭＨｚ）、Ａ３はＶＨＦ
ハイバンドの帯域（１７０ＭＨｚ～２２２ＭＨｚ）、Ａ５はＵＨＦの帯域（４７０ＭＨｚ
～７７０ＭＨｚ）である。これらＶＨＦローバンドの帯域Ａ１と、ＶＨＦハイバンドの帯
域Ａ３は、現在、ＶＨＦ帯の地上波放送で使用されている帯域である。また、ＵＨＦの帯
域Ａ５は、ＵＨＦ帯の地上波放送で使用されている帯域である。ＶＨＦのミッドバンドの
帯域Ａ２（１０８ＭＨｚ～１７０ＭＨｚ）、スーパーハイバンドの帯域Ａ４（２２２ＭＨ
ｚ～４７０ＭＨｚ）は、ＣＡＴＶ（Cable Television）用に利用されているが、通常は、
空き領域となっている。Ａ６はＢＳ放送の中間周波信号の帯域である。ＢＳ放送では、１
２ＧＨｚの電波で放送が行われており、この受信信号は、パラボラアンテナに取り付けら
れたＬＮＢで、１ＧＨｚ帯の中間周波信号に変換される。帯域Ａ６は、このＢＳ放送の中
間周波信号の帯域である。
【００２１】
ＣＳ放送は１２ＧＨｚ帯の電波で放送が行われており、衛星の信号には、垂直偏波の信号
と水平偏波の信号がある。例えば、ＳｋｙＰｅｒｆｅｃｔＴＶのように２つの衛星を使っ
てサービスを行っている場合には、各衛星の信号に、夫々、垂直偏波の信号と水平偏波の
信号を持つことになる。ＳｋｙＰｅｒｆｅｃｔＴＶでは２つの衛星によりサービスされて
いるため、各衛星の信号には、夫々、垂直偏波の信号と水平偏波の信号がある。この１２
ＧＨｚ帯のＣＳ放送の信号は、パラボラアンテナに取り付けられたＬＮＢで、１ＧＨｚ帯
の中間周波信号に変換される。帯域Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４は、ＣＳ放送の中間周波信号
の帯域である。
ＣＳ放送では２つの衛星があり、各衛星毎に垂直偏波と水平偏波とがあるので、同一の帯
域Ｂ１～Ｂ４に、４つの信号がある。また、このＣＳ放送の中間周波信号の帯域Ｂ１～Ｂ
４は、ＢＳ放送の中間周波信号の帯域Ａ６とも重なっている。
【００２２】
ＳｋｙＰｅｒｆｅｃｔＴＶのように２つの衛星によりサービスがなされている場合には、
中間周波信号の帯域Ｂ１～Ｂ４は同一の帯域に４つの信号があり、この帯域Ｂ１～Ｂ４は
ＢＳ放送の中間周波信号の帯域Ａ６とも重なっている。このため、ＣＳ放送の中間周波信
号と、ＢＳ放送の中間周波信号と、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波放送の信号とを単純に
混合して、１本のケーブルで各家庭に伝送することはできない。
【００２３】
前述したように、現在、ＶＨＦ帯のミッドバンドの帯域Ａ２（１０８ＭＨｚ～１７０ＭＨ
ｚ）やスーパーハイバンドの帯域Ａ４（２２２ＭＨｚ～４７０ＭＨｚ）は、ＣＡＴＶ用の
伝送チャンネルになっており、マンションの共聴施設のような小規模共聴施設では利用さ
れていない。また、ＵＨＦ帯についても、地方地上波放送を数局再送に使用する程度であ
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る。このため、ＶＨＦ帯のミッドバンドの帯域Ａ２やスーパーハイバンドの帯域Ａ４、Ｕ
ＨＦの帯域Ａ５は、ＣＳ放送の信号の伝送用に利用可能である。
【００２４】
そこで、ＣＳ放送の信号をケーブルを使って伝送する場合、ＶＨＦのミッドバンドの帯域
Ａ２、スーパーハイバンドの帯域Ａ４、ＵＨＦの帯域Ａ５のようにな、空き領域となって
いる帯域のチャンネルを有効利用して伝送することが考えられる。
【００２５】
ところが、ＣＳ放送の１トランスポンダの信号の帯域幅は例えば２７ＭＨｚであるのに対
して、地上波放送の１チャンネルの帯域幅は、例えば６ＭＨｚである。このため、ＣＳ放
送の１トランスポンダで送られてくる信号をそのまま周波数シフトしても、地上波のチャ
ンネルに割り当てて伝送することはできない。
【００２６】
そこで、この発明では、ＣＳ放送の信号の変調方式をＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift
 Keying ) から６４値ＱＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation ）に変換して伝送する
ようにしている。
【００２７】
つまり、ＣＳ放送では、変調方式としてＱＰＳＫが使われている。ＱＰＳＫは、９０度づ
つ位相の異なる４相の搬送波を用いて変調が行われる。これに対して、６４値ＱＡＭでは
、信号点相互距離が離れた所に６４値をとって変調が行われている。ＱＡＭでは、ＱＰＳ
Ｋに比べて、伝送帯域幅を狭くして、多量のデータを伝送することが可能である。このた
め、ＱＰＳＫを６４値ＱＡＭに変換すると、狭帯域化が図れ、例えば２７ＭＨｚの帯域幅
のＣＳ放送の１トランスポンダの信号を、例えば６ＭＨｚの帯域幅の地上波放送の１チャ
ンネルに割り当てて伝送することが可能となる。
【００２８】
このように、この発明では、帯域Ｂ１～Ｂ４にあるＣＳ放送の中間周波信号は、変調方式
が例えばＱＰＳＫ変調から６４値ＱＡＭに変換され狭帯域化され、ＶＨＦのミッドバンド
の帯域Ａ２、スーパーハイバンドの帯域Ａ４、ＵＨＦの帯域Ａ５のように、ＶＨＦ帯又は
ＵＨＦ帯の空いているチャンネルの周波数シフトされて、伝送される。これにより、１本
のケーブルで、ＣＳ放送の中間周波信号と、ＢＳ放送の中間周波信号と、ＶＨＦ帯及びＵ
ＨＦ帯の地上波放送の信号とを各家庭に伝送することができる。また、この場合、変調方
式の変換により狭帯域化を図っているので、情報量の低下にはならず、画質や音質の劣化
は生じない。
【００２９】
現在、２つの衛星でサービスを行うＣＳ放送では、２つの衛星で合わせて３２波の搬送波
を持つが、ミッドバンドの帯域Ａ２に６ＭＨｚのチャンネル帯域幅で１０波分、また、ス
ーパーハイバンドの帯域Ａ４に４１波分の使用されていない空きチャンネルを利用するこ
とで、３２波分の全てを伝送することが可能である。
【００３０】
図２は、この発明が適用された共聴システムの全体構成を示すものである。図２において
、１Ａ及び１ＢはＣＳ放送のパラボラアンテナ、２はＢＳ放送のパラボラアンテナ、３Ａ
及び３ＢはＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯のアンテナである。これらＣＳ放送のパラボラアンテナ
１Ａ及び１Ｂ、ＢＳ放送のパラボラアンテナ２、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯のアンテナ３Ａ及
び３Ｂは共用アンテナであり、例えば、マンションの共聴システムでは、マンションの屋
上に設定されている。
【００３１】
ＣＳ放送のパラボラアンテナ１Ａ及び１Ｂは、２つのＣＳ衛星８Ａ及び８Ｂからの信号を
受信するものである。パラボラアンテナ１Ａ及び１Ｂには、ＬＮＢ９Ａ、９Ｂが設けられ
ている。ＬＮＢ９Ａ及び９Ｂにより、１２ＧＨｚ帯のＣＳ放送の受信信号が１ＧＨｚ帯の
中間周波信号に変換される。このＬＮＢ９Ａ及び９Ｂの出力は、変調変換装置４に供給さ
れる。
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【００３２】
変調変換装置４は、ＣＳ放送の中間周波信号の変調方式を例えばＱＰＳＫから６４値ＱＡ
Ｍに変調方式に変換して狭帯域化を図り、ＶＨＦ帯又はＵＨＦ帯の空いているチャンネル
の周波数に周波数をシフトさせるものである。変調変換装置４の出力が混合器５に供給さ
れる。
【００３３】
ＢＳ放送のパラボラアンテナ２は、ＢＳ衛星６からの信号を受信するものであり、パラボ
ラアンテナ２には、ＬＮＢ７が設けられる。ＢＳ放送のアンテナ２で、ＢＳ放送の信号が
受信される。ＬＮＢ７により、１２ＧＨｚ帯のＢＳ放送の受信信号が１ＧＨｚ帯の中間周
波信号に変換される。ＬＮＢ７の出力が混合器５に供給される。
【００３４】
ＶＨＦ帯のアンテナ３Ａ及びＵＨＦ帯のアンテナ３Ｂで、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波
放送の信号が受信される。このＶＨＦ帯のアンテナ３Ａ及びＵＨＦ帯のアンテナ３Ｂの出
力が混合器５に供給される。
【００３５】
混合器５により、変調変換装置４の出力と、ＬＮＢ７からのＢＳ放送の中間周波信号と、
アンテナ３Ａ及び３ＢからのＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波放送の受信信号とが混合され
る。
【００３６】
混合器５からは、ケーブル１０が引き延ばされる。各家庭には壁面端子１４が設けられて
いる。混合器５の出力は、ケーブル１０を介して、各家庭に送られ、ケーブル１０からの
信号は、分配器等を介して各家庭の壁面端子１４から出力される。
【００３７】
各家庭には、テレビジョン受像機１１、ＢＳチューナ１２、共聴用ＣＳチューナ１３が備
えられている。テレビジョン受像機１１には、２系統の外部ビデオ／オーディオ入力端子
が備えられている。
【００３８】
ケーブル１０を介して送られてきた信号のうちＢＳ放送の信号は、壁面端子１４から、Ｂ
Ｓチューナ１２に供給される。ＢＳチューナ１２は、ＢＳ放送の中間周波信号から、例え
ば、ＮＴＳＣ方式の映像信号及び音声信号を復調するものである。このＢＳチューナ１２
の出力がテレビジョン受像機１１の外部ビデオ／オーディオ入力端子（Ｖｉｄｅｏ（１）
）に供給される。
【００３９】
ケーブル１０を介して送られてきた信号のうちＣＳ放送の信号は、壁面端子１４から、Ｂ
Ｓチューナ１２のＲＦスルー回路や分配器等を介して、共聴用ＣＳチューナ１３に供給さ
れる。共聴用ＣＳチューナ１３は、変調方式がＱＰＳＫから６４値ＱＡＭに変換され、地
上波の空いている周波数で送られてきたＣＳ放送の信号を復調し、例えば、ＮＴＳＣ方式
の映像信号及び音声信号をデコードするものである。このＣＳ共聴チューナ１２の出力が
テレビジョン受像機１１の外部ビデオ／オーディオ入力端子（Ｖｉｄｅｏ（２））に供給
される。
【００４０】
ケーブル１０を介して送られてきた信号のうちＶＨＦ及びＵＨＦの地上波放送の信号は、
壁面端子１４から、ＢＳチューナ１２、共聴用ＣＳチューナ１３を介して、テレビジョン
受像機１１のＲＦ入力端子に供給される。
【００４１】
このように、図２に示すシステムでは、変調変換装置４が設けられており、ＣＳ放送の中
間周波信号は、この変調変換装置４で、変調方式が変換されて狭帯域化され、ＶＨＦ帯又
はＵＨＦ帯の空いているチャンネルの周波数にシフトされる。そして、この変調変換装置
４の出力は、混合器５により、ＢＳ放送の中間周波信号と、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の信号
と共に多重化され、ケーブル１０を介して、各家庭に伝送される。
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【００４２】
各家庭においては、ＢＳチューナ１２により、ＢＳ放送の信号が復調され、ＢＳ放送のビ
デオ信号及びオーディオ信号がＢＳチューナ１２から出力され、テレビジョン受像機１１
の外部ビデオ／オーディオ入力端子に供給される。また、共聴用ＣＳチューナ１３により
、ＣＳ放送の信号がデコードされ、ＣＳ放送のビデオ信号及びオーディオ信号がＣＳチュ
ーナ１３から出力され、テレビジョン受像機１１の外部ビデオ／オーディオ入力端子に供
給される。また、ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯のテレビジョン信号がテレビジョン受像機１１の
ＲＦ入力端子に供給される。
【００４３】
したがって、テレビジョン受像機１１では、通常のＲＦ入力が選択されているときには、
ＶＨＦ帯及びＵＨＦ帯の地上波のテレビジョン放送の映像及び音声が再生される。また、
外部ビデオ／オーディオ入力（Ｖｉｄｅｏ（１））が選択されれば、ＢＳチューナ１２の
出力に基づいて、ＢＳ放送の映像及び音声が再生される。外部ビデオ／オーディオ入力（
Ｖｉｄｅｏ（２））が選択されれば、共聴用ＣＳチューナ１３の出力に基づいて、ＣＳ放
送の映像及び音声が再生される。
【００４４】
図３は、図２における変調変換装置４の構成を示すものである。変調変換装置４は、上述
のように、パラボラアンテナ１Ａ、１Ｂに取り付けられているＬＮＢ９Ａ、９ＢからのＣ
Ｓ放送の中間周波信号を入力し、このＣＳ放送の中間周波信号の変調方式をＱＰＳＫから
６４値ＱＡＭに変換し、ＶＨＦ帯又はＵＨＦ帯の空いているチャンネルの周波数に周波数
をシフトするものである。
【００４５】
この変調変換装置４は、２つの衛星８Ａ、８Ｂからの各搬送波に対して、変調方式を変換
し、地上波放送の空いている周波数帯域に周波数変換を行う変換回路４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、
... が設けられている。各変換回路４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、...は、同一の構成とされている
。
【００４６】
図３において、入力端子２１に、ＣＳ放送のパラボラアンテナ１Ａ又は１ＢのＬＮＢ９Ａ
又は９ＢからのＣＳ放送の中間周波信号が供給される。この入力端子２１からの信号は、
各変調回路４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、... のチューナ回路２２に供給される。チューナ回路２２
により、所望の搬送波の信号が選択される。
【００４７】
チューナ回路２２の出力がＱＰＳＫ復調回路２３に供給される。ＱＰＳＫ復調回路２３で
、ＱＰＳＫの復調処理が行われる。ＱＰＳＫ復調回路２３の出力がＥＣＣ（Erorr Correc
tion Code ）デコーダ２４に供給される。ＥＣＣデコーダ２４の出力がＥＣＣエンコーダ
２５に供給される。
【００４８】
ＥＣＣデコーダ２４及びＥＣＣエンコーダ２５は、エラー訂正符号を付加し直すものであ
る。ＣＳ放送では、リード・ソロモン符号と、たたみ込み符号が用いられているが、変調
方式を変換して伝送する場合には、たたみ込み符号は使わない。ＥＣＣデコーダ２４では
、リード・ソロモン符号とたたみ込み符号を使ったＥＣＣのデコード処理が行われ、ＥＣ
Ｃエンコーダ２５で、リード・ソロモン符号によるＥＣＣのエンコード処理が行われる。
【００４９】
ＥＣＣエンコーダ２５の出力がＱＡＭ変調回路２６に供給される。ＱＡＭ変調回路２６で
、６４値ＱＡＭ変調の変調処理が行われる。ＱＡＭ変調回路２６の出力が周波数変換回路
２７に供給される。周波数変換回路２７で、出力信号の周波数がＶＨＦ帯又はＵＨＦ帯の
空いているチャンネルに対応した周波数に変換される。この周波数変換回路２７の出力が
混合回路３３に供給される。
【００５０】
チューナ回路２２、ＱＰＳＫ復調回路２３、ＥＣＣデコーダ２４、ＥＣＣエンコーダ２５
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、ＱＡＭ変調回路２６、周波数変換回路２７は、インターフェース２９を介して、制御回
路３０により制御される。制御回路３０に対して、入力設定を行うための操作部３１と、
設定状態等を表示する表示部３２が設けられる。
【００５１】
このように、変調変換装置４を構成する各変換回路４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、... においては、
ＱＰＳＫ復調回路２３及びＱＡＭ変調回路２６で、ＣＳ放送の各搬送波の変調方式がＱＰ
ＳＫから６４値ＱＡＭに変換され、ＥＣＣデコーダ２４及びＥＣＣエンコーダ２５により
、エラー訂正符号が付け替えられ、周波数変換回路２７で、出力信号の周波数が空いてい
る地上波のチャンネルの周波数帯域に変換される。これにより、１トランスポンダ当たり
帯域幅が例えば２７ＭＨｚのＣＳ放送の信号は、例えば６ＭＨｚの地上波放送のチャンネ
ルの帯域内に狭帯域化され、ＶＨＦ帯又はＵＨＦ帯域の空いているチャンネルの周波数に
変換される。
【００５２】
各変換回路４Ａ、４Ｂ、４Ｃ、... の出力は、混合回路３３に供給される。この混合回路
３３の出力が出力端子３４から出力される。
【００５３】
図４は、図２における共聴用ＣＳチューナ１３の構成の一例である。図４において、入力
端子４０に、伝送路１０を介して送られてきた信号が供給される。
【００５４】
入力端子４０からの信号は、分配器４２を介して、チューナ回路４３に供給される。また
、この入力端子４０からの信号は、分配回路４２を介して、出力端子４１から出力される
。この出力端子４１からの出力をテレビジョン受像機１１のＲＦ入力端子に送れば、ＶＨ
Ｆ及びＵＨＦの地上波放送を受信することができる。
【００５５】
チューナ回路４３により、ＶＨＦ帯又はＵＨＦ帯の空いているチャンネルの周波数に変換
されたＣＳ放送の信号の中から、所望の周波数の信号が選択される。
このチューナ回路４３の出力がＱＡＭ復調回路４４に供給される。ＱＡＭ復調回路４４に
より、６４値ＱＡＭの復調処理が行われる。ＱＡＭ復調回路４４の出力がＥＣＣデコーダ
４５に供給される。ＥＣＣデコーダ４５により、リード・ソロモン符号によりエラー訂正
処理が行われる。
【００５６】
ＥＣＣデコーダ４５の出力がデスクランブラ４６に供給される。デスクランブラ４６には
、受信されたＥＣＭ（Entitlement Control Message ）データ、ＥＭＭ（Entitlement Ma
nagement Message）データ、及びＩＣカードスロット４７に装着されているＩＣカート４
８を用いて取得されたデスクランブル用の鍵データが供給される。
【００５７】
デスクランブラ４６は、この受信されたＥＣＭデータ及びＥＭＭデータと、ＩＣカード４
８の鍵データを用いて、ＭＰＥＧトランスポートストリームのデスクランブルを行なう。
デスクランブルされたＭＰＥＧ２のトランスポートストリームは、デマルチプレクサ５０
に送られる。
【００５８】
デマルチプレクサ５０は、コントローラ５１からの指令に基づいて、デスクランブラ４６
からのストリームの中から、所望のパケットを分離するものである。
伝送パケットには、ヘッダ部にパケット識別子（ＰＩＤ）が記述されている。デマルチプ
レクサ５０では、このＰＩＤに基づいて、所望のプログラムの映像パケット及び音声パケ
ット、ＰＳＩ（Program Specific Information）が抽出される。この所望のプログラムの
映像パケットは、ビデオ処理回路５１に送られ、音声パケットは、オーディオ処理回路５
２に送られる。ＰＳＩは、コントローラ５１に送られる。
【００５９】
ビデオ処理回路５１は、デマルチプレクサ５０からの映像信号のパケットを受け取り、Ｍ
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ＰＥＧ２方式のデコード処理を行なって、ビデオデータを形成する。
このビデオデータは、ＮＴＳＣエンコーダ５３に供給される。ＮＴＳＣ変換回路５３で、
ビデオ処理回路５１でデコードされたビデオデータがＮＴＳＣ方式のビデオ信号に変換さ
れる。
【００６０】
また、ＮＴＳＣエンコーダ５３に対して、表示制御回路５４が設けられる。表示制御回路
５４は、コントローラ５１からの制御信号に基づいて、種々のオンスクリーン画面を形成
するものである。ＮＴＳＣ変換回路５３の出力がビデオ出力端子５４に供給される。ビデ
オ出力端子５４からＮＴＳＣ方式のコンポジットビデオ信号が出力される。
【００６１】
オーディオ処理回路５２は、デマルチプレクサ５０からの音声パケットを受け取り、ＭＰ
ＥＧ方式の音声デコード処理を行なって、データ圧縮前のオーディオデータを形成する。
オーディオ処理回路５２の出力は、Ｄ／Ａコンバータ５５でアナログオーディオ信号に変
換された後、オーディオ出力端子５６から出力される。
【００６２】
共聴用ＣＳチューナ１３を操作するための入力は、入力キー５２により行われる。また、
各種の設定状態が表示部５３に表示される。また、コントローラ５１に対して、周波数変
換テーブル５４が設けられている。この周波数変換テーブル５４は、ＮＩＴ（Network In
formation Table ）で示される衛星系の周波数情報と、ケーブル１０を介して送られてく
るケーブル伝送系の周波数情報との対応関係を示すテーブルである。チューナ回路４３で
受信周波数を設定する場合には、この周波数変換テーブル５４が参照される。
【００６３】
つまり、ＣＳ放送では、ビデオパケットとオーディオパケットと共に、ＰＳＩが送られて
くる。ＰＳＩのテーブルには、ＮＩＴがあり、ＮＩＴには、搬送波毎の伝送諸元（偏波面
、搬送波周波数等）とそこに多重化されているチャンネルのリストが記述されている。
【００６４】
通常のＣＳ放送の受信機では、所望のチャンネルの放送を受信する際には、先ず、ＮＩＴ
のテーブルが取得され、このＮＩＴのテーブルにより、搬送波の情報が得られ、受信周波
数が所望の周波数に設定される。それから、ＰＡＴ（Program Association Table ）のパ
ケットが参照される。ＰＡＴには、それぞれ搬送波内のチャンネル情報と、各チャンネル
の中身を示すＰＭＴ（Program Map Table）のＰＩＤが記述されている。このＰＡＴの情
報から、その搬送波内のチャンネルのＰＩＤのビデオパケット及びオーディオパケットが
取り出され、所望のチャンネルが受信される。
【００６５】
ところが、このシステムでは、ケーブル１０を介して各家庭のテレビジョン信号を伝送す
る際に、変調変換装置４で、ＣＳ放送の周波数をＶＨＦ帯又はＵＨＦ帯の空いているチャ
ンネルの周波数に周波数をシフトしているので、ＮＩＴの情報をそのまま使って受信周波
数を設定することかできない。変調変換装置４で周波数シフトを行う際に、ＮＩＴを書き
直すことも考えられるが、ＮＩＴの書き換は、簡単には行えない。
【００６６】
そこで、この発明の実施の形態では、周波数変換テーブル５４が設けられる。
この周波数変換テーブル５４には、ＮＩＴのテーブルから得られる衛星系の周波数の情報
と、ケーブル１０を介して送られてくるケーブル系の周波数との変換テーブルが格納され
る。
【００６７】
所望の番組を受信する際には、ＮＩＴ情報を取得する必要がある。ＮＩＴ情報は、頻繁に
更新される情報ではなく、通常、１日１回取得して受信機内の記憶装置に記録しておけば
良いようにサービスされている。図５にＮＩＴの構成を示す。このＮＩＴに含まれている
ディスクリプタとしてサテライト・デリバリ・ディスクリプタ（衛星分配記述子）があり
、このディスクリプタに周波数情報と、受信に必要な伝送パラメータが基準されている。
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【００６８】
図６にサテライト・デリバリ・ディスクリプタの構成を示す。また、各チャンネルに含ま
れる番組情報は、ＮＩＴ中のサービス・リスト・ディスクリプタに記述されている。図７
にサービス・リスト・ディスクリプタの構成を示す。
【００６９】
受信動作は、先ず、所望の番組を含むチャンネル情報（周波数情報）をＮＩＴ中のサービ
ス・リスト・ディスクリプタ及びサテライト・デリバリ・ディスクリプタより得る。それ
から、ここで得られた周波数情報に対応するケーブル系の周波数が周波数変換テーブル５
４により読み出される。チューナ回路４３の設定周波は、この周波数変換テーブル５４か
ら読み出されたケーブル伝送帯域の周波数に応じて設定される。
【００７０】
それから、ＰＡＴのパケットが参照され、ＰＡＴの情報から、その搬送波内のチャンネル
のＰＩＤのビデオパケット及びオーディオパケットが取り出され、所望のチャンネルが受
信される。
【００７１】
このように、衛星から送られてくるデータに含まれるＮＩＴに記述された衛星系の周波数
情報と、ケーブル１０を介して送られてくるケーブル伝送系の実際の（物理的な）周波数
情報との対応関係を示す周波数変換テーブル５４は、図８に示すような処理により、シス
テム構築して初期電源を投入するときに設定される。
【００７２】
図８は、衛星系のＮＩＴに記述された周波数情報と、ケーブル伝送系の伝送周波数との対
応関係を示す周波数変換テーブル５４を作成するときの処理の一例を示すフローチャート
である。図８において、初期化電源投入時に、メニュー画面等からの操作で受信チャンネ
ルを指定する等によりＱＡＭ信号を受信してＮＩＴ情報を得る（ステップＳ１）。
【００７３】
共聴施設などでは、ケーブル系の伝送周波数を１度設定してしまえば、頻繁に変更される
ことはなく、また，施設の管理者等により初期設定時の受信チャンネル情報を視聴者に通
知することができるため、ＮＩＴ中の周波数情報に対応してケーブル系の伝送周波情報を
初期設定メニュー画面等から入力して衛星系の周波情報とケーブル伝送系の周波数情報と
の対応関係を示す周波数変換テーブルが作成される（ステップＳ２）。この変換テーブル
が、周波数変換テーブル５４としてメモリに記憶される（ステップＳ３）。また、周波数
情報の設定は、ＣＳ放送を再送信するチャンネルが固定されているので（図１中のＡ２、
Ａ４）、送信側の周波数変換装置の設定に合わせて、受信装置の工場出荷時に予め設定し
ておくことも可能である。
【００７４】
また、図９は、所望のチャンネルを選局するときの処理を示すフローチャートである。
【００７５】
図９において、「Ｍ」チャンネルを受信する場合には、周波数変換テーブル５４が参照さ
れて（ステップＳ１１）、「Ｍ」チャンネルがサーチされる（ステップＳ１２）。サーチ
した結果、「Ｍ」チャンネルが無ければ、受信不可の表示がなされ（ステップＳ１３）、
処理は終了される。
【００７６】
ステップＳ１２で、「Ｍ」チャンネルがあったときには、受信周波数が「Ｍ」チャンネル
に対応するケーブル伝送系の周波数情報が周波数変換テーブル５４から読み出され、チュ
ーナ回路４３の周波数がその周波数に設定される（ステップＳ１４）。
【００７７】
そして、ＰＡＴが取得され、このＰＡＴの情報から、「Ｍ」チャンネルがサーチされる（
ステップＳ１５）。
【００７８】
ＰＡＴが取得されたら、そのＰＡＴから、「Ｍ」チャンネルの中身を示すＰＭＴのＰＩＤ
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が取得される（ステップＳ１６）。
【００７９】
ステップＳ１６で取得されたＰＩＤで、ビデオパケット及びオーディオパケットを構成す
るパケット、デスクランブルに必要なＥＣＭパケットが分離され、ビデオデータ及びオー
ディオデータのデコード処理が行われる（ステップＳ１７）。
【００８０】
以上のように、この発明では、ＣＳ放送の信号の変調方式がＱＰＳＫから６４値ＱＡＭに
変換されて狭帯域化され、ＶＨＦ帯のミッドバンド、スーパーハイバンド、又はＵＨＦ帯
の未使用のチャンネルの帯域に周波数シフトされ、ケーブルを介して伝送される。これに
より、１本のケーブルで、２つの衛星でサービスが行われるＣＳ放送の信号を伝送するこ
とが可能となる。
【００８１】
なお、上述の例では、ＱＰＳＫ変調から６４値ＱＡＭに変調方式を変換しているが、これ
に限定されないことは勿論である。変換する変調方式は、衛星からの信号に対応する変調
方式から、地上波の１チャンネルで伝送できるように狭帯域化できる変調方式への変換で
あれば、どのような変調方式の変換の組み合わせであっても良い。
【００８２】
また、上述の例では、変調変換装置では、ＱＰＳＫから６４値ＱＡＭへの変調方式の変換
と、エラー訂正コードの付け替えを行っているが、エラー訂正コードの付け替えを行わな
くても良い。エラー訂正コードを付け替えることで、ケーブル１０を介して伝送されてく
るＣＳ放送の信号の変調方式やエラー訂正符号化方式を、ディジタルＣＡＴＶの変調方式
やエラー訂正方式と同様とすることができる。これにより、ディジタルＣＡＴＶのセット
トップボックスと共聴用ＣＳチューナとでチップの共用を図ることができ、タストダウン
が図れる。
【００８３】
また、上述の例では、変調変換装置では、変調方式の変換以外、衛星系のディジタルデー
タを一切変更していないため、受信契約やコピー禁止の条件については、通常のＣＳ放送
の受信時と同様な条件で行える。したがって、各家庭では、通常の契約と同様にＣＳ放送
の管理会社と契約を行って、ＣＳ放送を楽しむことができる。
【００８４】
【発明の効果】
この発明によれば、ＣＳ放送のテレビジョン信号を共同のアンテナで受信して各家庭に伝
送する場合に、ＣＳ放送の中間周波信号は、変調方式が例えばＱＰＳＫから６４値ＱＡＭ
に変換される。これにより、１トランスポンダ当たり例えば２７ＭＨｚの帯域幅のＣＳ放
送の信号は、地上波放送の１チャンネルの帯域幅の例えば６ＭＨｚの帯域幅に狭帯域化さ
れる。そして、この変調方式が例えばＱＰＳＫから６４値ＱＡＭに変換されたＣＳ放送の
信号は、ＶＨＦ帯又はＵＨＦ帯の空いているチャンネルの周波数に周波数シフトされて、
ＶＨＦ帯やＵＨＦ帯の受信信号や、ＢＳ放送の中間周波数信号と共に多重化され、１本の
ケーブルにより各家庭に伝送される。これにより、ＣＳ放送用に新たに帯域を確保する必
要はなく、２つの衛星でサービスを行うＣＳ放送の信号も、地上波放送の信号やＢＳ放送
の信号とともに、１本ケーブルで各家庭に伝送できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施の形態の説明に用いる周波数配置図である。
【図２】この発明の一実施の形態のシステムの全体構成を示すブロック図である。
【図３】この発明の一実施の形態における変調変換装置の一例のブロック図である。
【図４】この発明の一実施の形態における共聴用ＣＳチューナの一例のブロック図である
。
【図５】この発明の一実施の形態の説明に用いる略線図である。
【図６】この発明の一実施の形態の説明に用いる略線図である。
【図７】この発明の一実施の形態の説明に用いる略線図である。
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【図８】この発明の一実施の形態における共聴用ＣＳチューナの一例の説明に用いるフロ
ーチャートである。
【図９】この発明の一実施の形態における共聴用ＣＳチューナの一例の説明に用いるフロ
ーチャートである。
【図１０】従来の共聴システムの説明に用いる周波数配置図である。
【図１１】従来の共聴システムの説明に用いる周波数配置図である。
【符号の説明】
４・・・変調変換装置，５・・・混合器，１０・・・ケーブル，１１・・・テレビジョン
受像機，１２・・・ＢＳチューナ，１３・・・共聴用ＣＳチューナ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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