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(57)【要約】
【課題】デジタル放送を、インターネットプロトコルを
用いて迅速に再送信するシステムを小さなハードウェア
規模で実現する技術を提供する。
【解決手段】本発明のデジタル放送再送信システムは、
デジタル放送装置から放送された無線周波数信号を受信
し、該無線周波数信号を復調することにより、該無線周
波数信号から伝送路符号化された伝送路符号化情報を抽
出し、該伝送路符号化情報をパケット化し、該パケット
をネットワークに送信するパケット変換装置と、前記パ
ケット変換装置から前記ネットワーク経由で前記パケッ
トを受信し、該パケットから前記伝送路符号化情報を抽
出し、該伝送路符号化情報を変調することにより無線周
波数信号を生成し、該無線周波数信号をデジタル放送受
信装置に送信する周波数変換装置を有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル放送装置から放送された無線周波数信号を受信し、該無線周波数信号を復調す
ることにより、該無線周波数信号から伝送路符号化された伝送路符号化情報を抽出し、該
伝送路符号化情報をパケット化し、該パケットをネットワークに送信するパケット変換装
置と、
　前記パケット変換装置から前記ネットワーク経由で前記パケットを受信し、該パケット
から前記伝送路符号化情報を抽出し、該伝送路符号化情報を変調することにより無線周波
数信号を生成し、該無線周波数信号をデジタル放送受信装置に送信する周波数変換装置と
、
を有するデジタル放送再送信システム。
【請求項２】
　前記パケット変換装置は、放送チャンネル毎に前記デジタル放送装置から受信した無線
周波数信号から前記伝送路符号化情報を抽出し、放送チャンネル毎に該伝送路符号化情報
をパケット化し、該パケットをネットワークに送信し、
　前記周波数変換装置は、前記パケット変換装置から前記ネットワーク経由で受信した前
記パケットから放送チャンネル毎に前記伝送路符号化情報を抽出し、放送チャンネル毎に
該伝送路符号化情報を変調することにより無線周波数信号を生成し、各放送チャンネルの
無線周波数信号を合成し、該合成した無線周波数信号をデジタル放送受信装置に送信する
、
請求項１に記載のデジタル放送再送信システム。
【請求項３】
　前記デジタル放送装置は、地上デジタル放送の放送装置であり、
　前記伝送路符号化情報は、直交周波数分割多重方式により変調された信号である、
請求項１または２に記載のデジタル放送再送信システム。
【請求項４】
　前記デジタル放送装置は、放送衛星デジタル放送の放送装置であり、
　前記伝送路符号化情報は、トレリス符号化８相位相変調方式により変調された情報であ
る、
請求項１または２に記載のデジタル放送再送信システム。
【請求項５】
　前記デジタル放送装置は、通信衛星デジタル放送の放送装置であり、
　前記伝送路符号化情報は、トレリス符号化８相位相変調方式により変調された情報であ
る、
請求項１または２に記載のデジタル放送再送信システム。
【請求項６】
　パケット変換装置が、
　デジタル放送装置から放送された無線周波数信号を受信し、該無線周波数信号を復調す
ることにより、該無線周波数信号から伝送路符号化された伝送路符号化情報を抽出し、
　前記伝送路符号化情報をパケット化し、該パケットをネットワークに送信し、
　周波数変換装置が、
　前記パケット変換装置から前記ネットワーク経由で前記パケットを受信し、該パケット
から前記伝送路符号化情報を抽出し、
　前記伝送路符号化情報を変調することにより無線周波数信号を生成し、
　前記無線周波数信号をデジタル放送受信装置に送信する、
デジタル放送再送信方法。
【請求項７】
　前記パケット変換装置が、
　放送チャンネル毎に前記デジタル放送装置から受信した無線周波数信号から前記伝送路
符号化情報を抽出し、
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　放送チャンネル毎に前記伝送路符号化情報をパケット化し、前記パケットをネットワー
クに送信し、
　前記周波数変換装置が、
　前記パケット変換装置から前記ネットワーク経由で受信した前記パケットから放送チャ
ンネル毎に前記伝送路符号化情報を抽出し、
　放送チャンネル毎に該伝送路符号化情報を変調することにより無線周波数信号を生成し
、
　各放送チャンネルの無線周波数信号を合成し、前記合成した無線周波数信号をデジタル
放送受信装置に送信する、
請求項６に記載のデジタル放送再送信方法。
【請求項８】
　前記デジタル放送装置は、地上デジタル放送の放送装置であり、
　前記伝送路符号化情報は、直交周波数分割多重方式により変調された信号である、
請求項６または７に記載のデジタル放送再送信方法。
【請求項９】
　前記デジタル放送装置は、放送衛星デジタル放送の放送装置であり、
　前記伝送路符号化情報は、トレリス符号化８相位相変調方式により変調された情報であ
る、
請求項６または７に記載のデジタル放送再送信方法。
【請求項１０】
　前記デジタル放送装置は、通信衛星デジタル放送の放送装置であり、
　前記伝送路符号化情報は、トレリス符号化８相位相変調方式により変調された情報であ
る、
請求項６または７に記載のデジタル放送再送信方法。
【請求項１１】
　デジタル放送装置から放送された無線周波数信号を受信し、該無線周波数信号を復調す
ることにより、該無線周波数信号から伝送路符号化された伝送路符号化情報を抽出する無
線周波数信号受信手段と、
　前記伝送路符号化情報をパケット化し、該パケットをネットワークに送信するパケット
送信手段と、
を有するパケット変換装置。
【請求項１２】
　前記無線周波数信号受信手段は、前記デジタル放送装置から受信した無線周波数信号か
ら前記伝送路符号化情報を抽出し、
　前記パケット送信手段は、放送チャンネル毎に前記伝送路符号化情報をパケット化し、
前記パケットをネットワークに送信する、
請求項１１に記載のパケット変換装置。
【請求項１３】
　デジタル放送装置によって伝送路符号化された伝送路符号化情報をパケット化し、該パ
ケットをネットワークに送信するパケット変換装置と接続する周波数変換装置であって、
　前記パケット変換装置から前記ネットワーク経由で前記パケットを受信し、該パケット
から前記伝送路符号化情報を抽出するパケット受信手段と、
　前記伝送路符号化情報を変調することにより無線周波数信号を生成する無線周波数信号
生成手段と、
　前記無線周波数信号をデジタル放送受信装置に送信する送信手段と、
を有する周波数変換装置。
【請求項１４】
　前記パケット変換装置は、放送チャンネル毎に前記伝送路符号化情報をパケット化し、
前記パケットをネットワークに送信しており、
　前記パケット受信手段は、前記パケット変換装置から前記ネットワーク経由で受信した
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前記パケットから放送チャンネル毎に前記伝送路符号化情報を抽出し、
　前記無線周波数信号生成手段は、放送チャンネル毎に該伝送路符号化情報を変調するこ
とにより無線周波数信号を生成し、
　前記送信手段は、各放送チャンネルの無線周波数信号を合成し、前記合成した無線周波
数信号をデジタル放送受信装置に送信する、
請求項１３に記載の周波数変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送を、インターネットプロトコルを用いて再送信するシステムに
おける信号の変換方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上アナログ放送は２０１１年までに終了し、地上デジタル放送に移行する予定である
。このため、全てのエリアで地上デジタル放送を受信できるようにしておく必要があるが
、現在でも電波が届きにくい難視聴地域がある。この難視聴地域に地上デジタル放送を提
供するために、ＩＰ（Internet Protocol）ネットワークを用いて地上デジタル放送を再
送信するデジタル放送再送信の技術が用いられる。
【０００３】
　以下に、一般的な地上デジタル放送の放送装置における符号化処理について説明する。
【０００４】
　地上デジタル放送の放送装置は、まず、放送すべき映像、音声、データを、情報源符号
化する。地上デジタル放送では、情報源符号化の方式として、ＭＰＥＧ－２が（Moving P
icture Experts Group phase 2）採用されている。放送装置は、放送すべき映像、音声、
データをＭＰＥＧ－２のＴＳ（Transport Stream）パケットに符号化する。そして、放送
装置は、ＭＰＥＧ－２のＴＳパケットを地上デジタルテレビジョン信号の多重フレーム構
造をもつ放送ＴＳ（Transport Stream）パケットに変換する。
【０００５】
　次に、放送装置は、情報源符号化された情報に対して、伝送路の帯域や雑音特性等に応
じた伝送路符号化を行う。地上デジタル放送では、伝送路符号化の方式として、ＯＦＤＭ
（Orthogonal Frequency domain Multiplexing；直交周波数分割多重）変調方式が採用さ
れている。放送装置は、放送ＴＳパケットに対して、リードソロモン符号（外符号）、階
層分割、エネルギー拡散、バイトインターリーブ、畳み込み符号（内符号）、階層合成、
時間インターリーブ、周波数インターリーブ等の処理を施す。放送装置は、当該処理を施
した信号にパイロット信号とＴＭＣＣ（Transmission and Multiplexing Configuration 
Control）信号を付加し、ＯＦＤＭフレームを生成する。放送装置は、ＯＦＤＭフレーム
に、ＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換；Inverse Fast Fourier Transform）を施し、さらに
ガードインターバルを付加し、ＯＦＤＭ信号を生成する。
【０００６】
　放送装置は、ＯＦＤＭ信号を、アナログ信号に変換し、さらに周波数変換し、地上デジ
タル放送の無線周波数信号であるＲＦ（Radio Frequency）信号を生成し、出力する。
【０００７】
　放送装置から出力された地上デジタル放送のＲＦ信号は、各家庭に伝送され、地上デジ
タルチューナ又は地上デジタル対応テレビに入力される。これにより、利用者は地上デジ
タル放送を視聴できる。
【０００８】
　特許文献１に、地上デジタル放送を再送信する技術が開示されている。特許文献１に開
示されたシステムでは、放送側に送信装置が受信側にＩＰ／ＲＦ変換装置が設けられてい
る。送信装置は、地上デジタル放送のＲＦ信号をＩＰパケットに変換する装置であり、放
送装置から受信したＲＦ信号を放送ＴＳパケットに分離し、放送ＴＳパケット毎にＩＰパ
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ケット化し、ＩＰネットワークに送信する。ＩＰ／ＲＦ変換装置は、送信装置から受信し
たＩＰパケットから放送ＴＳパケットを抽出し、抽出した放送ＴＳパケットからＯＦＤＭ
信号を生成し、さらに地上デジタル放送のＲＦ信号を再生成する。
【０００９】
　尚、特許文献１のＩＰ／ＲＦ変換装置は、受信した放送ＴＳパケットから同期クロック
を抽出し、その同期クロックに基づいてＯＦＤＭ信号を生成することを特徴としている。
【００１０】
　図７は特許文献１に開示されたシステムにおける処理の流れを示す図である。
【００１１】
　図７に示すように、特許文献１に開示されたシステムの送信装置は、地上デジタル放送
のＲＦ信号をアナログ／デジタル変換（以降、Ａ／Ｄ変換と称する）し、地上デジタル放
送装置によりＯＦＤＭ変調されたＯＦＤＭ信号を抽出する。次に、送信装置は、抽出した
ＯＦＤＭ信号に対してＯＦＤＭ復調を行い、放送ＴＳパケットを抽出する。そして、送信
装置は、放送ＴＳパケット毎にＩＰパケット化を行い、ＩＰネットワークに送信する。
【００１２】
　また、ＩＰ／ＲＦ変換装置は、送信装置から受信したＩＰパケットから放送ＴＳパケッ
トを抽出する。次に、ＩＰ／ＲＦ変換装置は、抽出した放送ＴＳパケットに対してＯＦＤ
Ｍ変調を行い、ＯＦＤＭ信号を再生成する。そして、ＩＰ／ＲＦ変換装置は、ＯＦＤＭ信
号に対してデジタル／アナログ変換（以降、Ｄ／Ａ変換と称する）および周波数変換を行
い、地上デジタル放送のＲＦ信号を生成する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００８－２１１５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　上述した特許文献１に記載の技術では、送信装置によって送信側のハードウェア規模が
大きくなり、ＩＰ／ＲＦ変換装置によって受信側のハードウェア規模が大きくなっていた
。また、送信装置とＩＰ／ＲＦ変換装置の処理によって、放送装置から放送された地上デ
ジタル放送が再生されるまでの時間が長くなっていた。
【００１５】
　本発明の目的は、デジタル放送を、インターネットプロトコルを用いて迅速に再送信す
るシステムを小さなハードウェア規模で実現する技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明のデジタル放送再送信システムは、デジタル放送装
置から放送された無線周波数信号を受信し、該無線周波数信号を復調することにより、該
無線周波数信号から伝送路符号化された伝送路符号化情報を抽出し、該伝送路符号化情報
をパケット化し、該パケットをネットワークに送信するパケット変換装置と、前記パケッ
ト変換装置から前記ネットワーク経由で前記パケットを受信し、該パケットから前記伝送
路符号化情報を抽出し、該伝送路符号化情報を変調することにより無線周波数信号を生成
し、該無線周波数信号をデジタル放送受信装置に送信する周波数変換装置を有する。
【００１７】
　また、上記目的を達成するために、本発明のデジタル放送再送信方法は、パケット変換
装置が、デジタル放送装置から放送された無線周波数信号を受信し、該無線周波数信号を
復調することにより、該無線周波数信号から伝送路符号化された伝送路符号化情報を抽出
し、前記伝送路符号化情報をパケット化し、該パケットをネットワークに送信し、周波数
変換装置が、前記パケット変換装置から前記ネットワーク経由で前記パケットを受信し、
該パケットから前記伝送路符号化情報を抽出し、前記伝送路符号化情報を変調することに



(6) JP 2011-10186 A 2011.1.13

10

20

30

40

50

より無線周波数信号を生成し、前記無線周波数信号をデジタル放送受信装置に送信する。
【００１８】
　また、上記目的を達成するために、本発明のパケット変換装置は、デジタル放送装置か
ら放送された無線周波数信号を受信し、該無線周波数信号を復調することにより、該無線
周波数信号から伝送路符号化された伝送路符号化情報を抽出する無線周波数信号受信手段
と、前記伝送路符号化情報をパケット化し、該パケットをネットワークに送信するパケッ
ト送信手段を有する。
【００１９】
　また、上記目的を達成するために、本発明の周波数変換装置は、デジタル放送装置によ
って伝送路符号化された伝送路符号化情報をパケット化し、該パケットをネットワークに
送信するパケット変換装置と接続する周波数変換装置であって、前記パケット変換装置か
ら前記ネットワーク経由で前記パケットを受信し、該パケットから前記伝送路符号化情報
を抽出するパケット受信手段と、前記伝送路符号化情報を変調することにより無線周波数
信号を生成する無線周波数信号生成手段と、前記無線周波数信号をデジタル放送受信装置
に送信する送信手段を有する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、デジタル放送を、インターネットプロトコルを用いて迅速に再送信す
るシステムを小さなハードウェア規模で実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本実施形態のデジタル放送再送信システムにおける処理の流れを示す図である。
【図２】第１の実施の形態のデジタル放送再送信システムの構成を示すブロック図である
。
【図３】第１の実施の形態のパケット変換装置の構成を示すブロック図である。
【図４】第１の実施の形態の周波数変換装置の構成を示すブロック図である。
【図５】図３に示したパケット変換装置が地上デジタル放送のＲＦ信号をＩＰパケットに
変換するときの処理を示すフローチャートである。
【図６】図４に示した周波数変換装置がパケット変換装置から受信したＩＰパケットを地
上デジタル放送のＲＦ信号に変換するときの処理を示すフローチャートである。
【図７】特許文献１に開示されたシステムにおける処理の流れを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に本発明について図面を参照して詳細に説明する。
【００２３】
　（第１の実施の形態）
　本実施形態のデジタル放送再送信システムでは、地上デジタル放送の無線周波数信号で
あるＲＦ信号をＩＰパケットに変換するパケット変換装置と、ＩＰパケットから地上デジ
タル放送のＲＦ信号を再生成する周波数変換装置を有する。パケット変換装置は、デジタ
ル放送の放送装置から受信したデジタル放送のＲＦ信号から伝送路符号化された情報を抽
出し、情報源符号化された情報まで復元せずに、伝送路符号化された情報のままＩＰパケ
ット化し、ＩＰネットワークへ送信する。周波数変換装置は、パケット変換装置から受信
したＩＰパケットから伝送路符号化された情報を抽出し、抽出した情報から地上デジタル
放送のＲＦ信号を再生成する。これにより、パケット変換装置は、伝送路符号化の復号処
理を省略し、周波数変換装置は、伝送路符号化の符号処理を省略することができる。
【００２４】
　図１は本実施形態のデジタル放送再送信システムにおける処理の流れを示す図である。
【００２５】
　図１に示すように、本実施形態のデジタル放送再送信システムのパケット変換装置は、
地上デジタル放送のＲＦ信号をＡ／Ｄ変換してＯＦＤＭ信号を抽出すると、抽出したＯＦ
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ＤＭ信号をそのままＩＰパケット化し、ＩＰネットワークに送信する。
【００２６】
　また、周波数変換装置は、パケット変換装置から受信したＩＰパケットからＯＦＤＭ信
号を抽出し、抽出したＯＦＤＭ信号に対してＤ／Ａ変換および周波数変換を行い、ＲＦ信
号を生成する。
【００２７】
　従来のシステムと比較し、本実施形態のデジタル放送再送信システムでは、パケット変
換装置が、ＯＦＤＭ復調処理を省略し、周波数変換装置が、ＯＦＤＭ復調処理を省略する
ことができる。これにより、本実施形態のデジタル放送再送信システムは、パケット変換
装置及び周波数変換装置の軽量化並びにデジタル放送再送信処理の高速化を図る。
【００２８】
　図２は第１の実施の形態のデジタル放送再送信システムの構成を示すブロック図である
。
【００２９】
　図２に示すように第１の実施の形態のデジタル放送再送信システムは、ＩＰ送信設備１
および複数の視聴者設備２、３を有する。
【００３０】
　送信設備１は、地上デジタル放送のＲＦ信号をＩＰパケットに変換するパケット変換装
置１０を有する。
【００３１】
　視聴者設備２、３の構成は、それぞれ同じであるため、以下、代表して視聴者設備２の
構成について説明する。
【００３２】
　視聴者設備２は、パケット変換装置１０から受信したＩＰパケットを地上デジタル放送
のＲＦ信号に変換する周波数変換装置２０、および周波数変換装置２０から受信したＲＦ
信号を映像信号および音声信号に変換し、出力するデジタルテレビ２１を有する。
【００３３】
　パケット変換装置１０および周波数変換装置２０、３０は、それぞれ、公衆回線網によ
り接続される。
【００３４】
　図３は第１の実施の形態のパケット変換装置の構成を示すブロック図である。
【００３５】
　図３に示すように第１の実施の形態のパケット変換装置は、分配部１００、複数の無線
周波数信号受信部２００、２１０、複数のパケット送信部３００、３１０および送信部４
００を有する。
【００３６】
　分配部１００は、地上デジタル放送装置が放送した地上デジタル放送のＲＦ信号を、地
上波受信アンテナを介して受信する。そして、分配部１００は、受信したＲＦ信号を各無
線周波数信号受信部のチューナ部に分配する。
【００３７】
　パケット変換装置１０では、放送チャンネル毎にその放送チャンネルの信号を処理する
無線周波数信号受信部およびパケット送信部が割り当てられる。
【００３８】
　無線周波数信号受信部２００、２１０は、それぞれ割り当てられた放送チャンネルの信
号を処理する。
【００３９】
　複数の無線周波数信号受信部２００、２１０の構成は、それぞれ同じであるため、以下
、代表して無線周波数信号受信部２００の構成について説明する。
【００４０】
　無線周波数信号受信部２００は、チューナ部２０１、Ａ／Ｄ変換部２０２およびバッフ
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ァ部２０３を有する。
【００４１】
　チューナ部２０１は、分配部１００から受信したＲＦ信号を復調し、自身に割り当てら
れた放送チャンネルの信号を抽出する。尚、各チューナ部に割り当てられた放送チャンネ
ルは、チューナ部毎に予め設定されている。チューナ部２０１は、ＲＦ信号から抽出した
信号をベースバンド信号としてＡ／Ｄ変換部２０２に出力する。
【００４２】
　Ａ／Ｄ変換部２０２は、チューナ部２０１から受信したベースバンド信号をＡ／Ｄ変換
し、地上デジタル放送装置によりＯＦＤＭ変調されたＯＦＤＭ信号を再生する。
【００４３】
　尚、ＯＦＤＭ信号は、情報源符号化された情報に対して、リードソロモン符号、階層分
割、エネルギー拡散、バイトインターリーブ、畳み込み符号、階層合成、時間インターリ
ーブ、周波数インターリーブ等の処理が施され、パイロット信号とＴＭＣＣ信号が付加さ
れ、さらにＩＦＦＴが施され、ガードインターバルが付加された信号である。
【００４４】
　Ａ／Ｄ変換部２０２は、生成したＯＦＤＭ信号をバッファ部２０３に出力する。
【００４５】
　バッファ部２０３は、ＦＩＦＯ（First-In First-Out）型のバッファを有する。バッフ
ァ部２０３は、Ａ／Ｄ変換部２０２から受信したＯＦＤＭ信号をバッファに一旦蓄積し、
蓄積したＯＦＤＭ信号を所定の間隔でパケット送信部３００のデータ編集部３０１へ出力
する。
【００４６】
　パケット送信部３００、３１０は、それぞれ、無線周波数信号受信部２００、２１０に
対応して備えられ、放送チャンネル毎にＯＦＤＭ信号をＩＰパケット化する。
【００４７】
　複数のパケット送信部３００、３１０の構成は、それぞれ同じであるため、以下、代表
してパケット送信部３００の構成について説明する。
【００４８】
　パケット送信部３００は、データ編集部３０１、パケット生成部３０２およびパケット
送出部３０３を有する。
【００４９】
　データ編集部３０１は、無線周波数信号受信部２００のバッファ部２０３から受信した
ＯＦＤＭ信号を分割あるいは結合し、ＩＰパケット化するために最適なデータサイズに編
集する。データ編集部３０１は、編集したＯＦＤＭ信号をパケット生成部３０２に出力す
る。
【００５０】
　パケット生成部３０２は、データ編集部３０１から受信したＯＦＤＭ信号に送信先のＩ
Ｐアドレス、ポート番号等の情報が記載されたＩＰヘッダを付加したＩＰパケットを生成
する。
【００５１】
　本実施形態のデジタル放送再送信システムでは、ＩＰパケットは、マルチキャストで送
信される。また、ＩＰパケットが送信されるマルチキャストアドレス及びポート番号は、
放送チャンネル毎に割り当てられる。ＩＰパケットを受信する側の周波数変換装置は、受
信したマルチキャストアドレス及びポート番号によって、受信した信号の放送チャンネル
を判別することができる。
【００５２】
　尚、ＩＰパケットを各周波数変換装置に個別に送信する場合、ＩＰパケットをユニキャ
ストで送信するようにしてもよい。この場合、送信先のＩＰアドレスは、送信先の周波数
変換装置のＩＰアドレスになるため、ＩＰパケットが送信されるポート番号のみが、放送
チャンネル毎に割り当てられる。周波数変換装置は、受信したポート番号によって、受信
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した信号の放送チャンネルを判別することができる。
【００５３】
　各パケット生成部には、予め、そのパケット生成部に割り当てられた放送チャンネルの
ＯＦＤＭ信号を送信すべきＩＰアドレスおよびポート番号が設定される。
【００５４】
　パケット生成部３０２は、生成したＩＰパケットをパケット送出部３０３に出力する。
【００５５】
　パケット送出部３０３は、パケット生成部３０２から受信したＩＰパケットを一定の間
隔で送信部４００に送出する。
【００５６】
　送信部４００は、各パケット送出部から受信したＩＰパケットを平準化し、ＩＰネット
ワークへ送信する。
【００５７】
　図４は第１の実施の形態の周波数変換装置の構成を示すブロック図である。
【００５８】
　図４に示すように第１の実施の形態の周波数変換装置は、パケット受信部５００、複数
のバッファ部６００、６１０、複数の無線周波数信号生成部７００、７１０および無線周
波数信号送信部８００を有する。
【００５９】
　パケット受信部５００は、パケット受信部５０１、パケット分解部５０２およびデータ
再生部５０３を有する。
【００６０】
　パケット受信部５０１は、パケット変換装置１０からＩＰパケットを受信する。パケッ
ト受信部５０１は、受信したマルチキャストアドレス及びポート番号によって、受信した
ＩＰパケットに含まれる信号の放送チャンネルを判別する。パケット受信部５０１は、受
信したＩＰパケットと、そのＩＰパケットに含まれる信号の放送チャンネルの情報とをパ
ケット分解部５０２に送信する。
【００６１】
　パケット分解部５０２は、パケット受信部５０１から受信したＩＰパケットからＯＦＤ
Ｍ信号を抽出する。尚、抽出されたＯＦＤＭ信号は、パケット変換装置１０のデータ編集
部３０１によりＩＰパケット化するために最適なデータサイズに編集されたデータである
。パケット分解部５０２は、抽出したＯＦＤＭ信号と、その信号の放送チャンネルの情報
とをデータ再生部５０３に出力する。
【００６２】
　データ再生部５０３は、パケット受信部５０１から受信したＯＦＤＭ信号を放送チャン
ネル毎に結合あるいは分割し、地上デジタル放送装置によりＯＦＤＭ変調されたＯＦＤＭ
信号を再構築する。データ再生部５０３は、再構築したＯＦＤＭ信号をその放送チャンネ
ル毎に対応するバッファ部に出力する。
【００６３】
　周波数変換装置２０では、放送チャンネル毎にその放送チャンネルの信号を処理するバ
ッファ部および無線周波数信号生成部が割り当てられる。
【００６４】
　複数のバッファ部６００、６１０は、放送チャンネル毎に割り当てられる。
【００６５】
　複数のバッファ部６００、６１０は、ＦＩＦＯ型のバッファを有する。複数のバッファ
部６００、６１０は、自身に割り当てられた放送チャンネルの信号をデータ再生部５０３
から受信し、受信したＯＦＤＭ信号をバッファに一旦蓄積する。各バッファ部は、蓄積し
たＯＦＤＭ信号をその放送チャンネル毎に対応する無線周波数信号生成部のＤ／Ａ変換部
に出力する。
【００６６】
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　無線周波数信号生成部７００、７１０は、それぞれ、放送チャンネル毎に割り当てられ
、それぞれの無線周波数信号生成部が、割り当てられた放送チャンネルの信号を処理する
。
【００６７】
　複数の無線周波数信号生成部７００、７１０の構成は、それぞれ同じであるため、以下
、代表して無線周波数信号生成部７００の構成について説明する。
【００６８】
　無線周波数信号生成部７００は、Ｄ／Ａ変換部７０１、周波数変換部７０２およびフィ
ルタ部７０３を有する。
【００６９】
　Ｄ／Ａ変換部７０１は、バッファ部６００から受信したＯＦＤＭ信号をＤ／Ａ変換し、
ベースバンド信号を生成する。Ｄ／Ａ変換部７０１は、生成したベースバンド信号を周波
数変換部７０２に出力する。
【００７０】
　周波数変換部７０２は、Ｄ／Ａ変換部７０１から受信したベースバンド信号を直交変調
し、さらに、そのベースバンド信号に元々割り当てられていた放送チャンネルの周波数に
周波数変換することにより、ＲＦ信号を生成する。周波数変換部７０２は、生成したＲＦ
信号をフィルタ部７０３に出力する。
【００７１】
　フィルタ部７０３は、入力された信号のうち、特定の周波数帯域のみを透過させるバン
ドパスフィルタである。フィルタ部７０３は、周波数変換部７０２から受信したＲＦ信号
のうち、その放送チャンネルの周波数帯域のみを透過させて無線周波数信号送信部８００
へ出力する。
【００７２】
　無線周波数信号送信部８００は、複数の無線周波数信号生成部からそれぞれ異なる周波
数で出力されたＲＦ信号を受信し、各周波数のＲＦ信号を合成する。合成されたＲＦ信号
には、デジタル放送の放送装置が送信したデジタル放送のＲＦ信号が有する全ての放送チ
ャンネルの信号が含まれる。無線周波数信号送信部８００は、合成されたＲＦ信号をデジ
タルテレビに出力する。
【００７３】
　デジタルテレビは、周波数変換装置からＲＦ信号を受信し、視聴者の操作に応じて、視
聴者に選択された放送チャンネルの地上デジタル放送を出力する。
【００７４】
　次に図３に示したパケット変換装置が地上デジタル放送のＲＦ信号をＩＰパケットに変
換するときの処理について説明する。
【００７５】
　図５は図３に示したパケット変換装置が地上デジタル放送のＲＦ信号をＩＰパケットに
変換するときの処理を示すフローチャートである。
【００７６】
　まず、分配部１００は、地上デジタル放送装置が放送した地上デジタル放送のＲＦ信号
を、地上波受信アンテナを介して受信する（ステップＳ１）。
【００７７】
　地上デジタル放送のＲＦ信号を受信すると、分配部１００は、受信したＲＦ信号を各無
線周波数信号受信部のチューナ部に分配する（ステップＳ２）。
【００７８】
　各無線周波数信号受信部２００、２１０のチューナ部２０１、２１１は、分配部１００
からＲＦ信号を受信すると、受信したＲＦ信号を復調し、自身に割り当てられた放送チャ
ンネルの信号を抽出する（ステップＳ３）。各放送チャンネルの信号を抽出すると、チュ
ーナ部２０１、２１１は、ＲＦ信号から抽出した信号をベースバンド信号として、それぞ
れＡ／Ｄ変換部２０２、２１２に出力する。
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【００７９】
　チューナ部２０１、２１０からベースバンド信号を受信すると、Ａ／Ｄ変換部２０２，
２１２は、受信したベースバンド信号をＡ／Ｄ変換し、地上デジタル放送装置によりＯＦ
ＤＭ変調されたＯＦＤＭ信号を再生する（ステップＳ４）。ＯＦＤＭ信号を生成すると、
Ａ／Ｄ変換部２０２、２１２は、生成したＯＦＤＭ信号を、それぞれバッファ部２０３，
２１３に出力する。
【００８０】
　Ａ／Ｄ変換部２０２、２１２からＯＦＤＭ信号を受信すると、バッファ部２０３、２１
１３は、受信したＯＦＤＭ信号をバッファに一旦蓄積し、蓄積したＯＦＤＭ信号を所定の
間隔でそれぞれパケット送信部３００、３１０のデータ編集部３０１、３１１へ出力する
。
【００８１】
　バッファ部２０３、２１３からＯＦＤＭ信号を受信すると、データ編集部３０１、３１
１は、受信したＯＦＤＭ信号を分割あるいは結合し、ＩＰパケット化するために最適なデ
ータサイズに編集する（ステップＳ５）。ＯＦＤＭ信号を編集すると、データ編集部３０
１、３１１は、編集したＯＦＤＭ信号を、それぞれパケット生成部３０２、３１２に出力
する。
【００８２】
　データ編集部３０１、３１１から編集されたＯＦＤＭ信号を受信すると、パケット生成
部３０２、３１２は、受信したＯＦＤＭ信号に送信先のＩＰアドレス、ポート番号等の情
報が記載されたＩＰヘッダを付加したＩＰパケットを生成する（ステップＳ６）。ＩＰパ
ケットを生成すると、パケット生成部３０２、３１２は、生成したＩＰパケットを、それ
ぞれパケット送出部３０３、３１３に出力する。
【００８３】
　パケット生成部３０２、３１２からＩＰパケットを受信すると、パケット送出部３０３
、３１３は、受信したＩＰパケットを一定の間隔で送信部４００に送出する。
【００８４】
　送信部４００は、パケット送出部３０３、３１３から受信したＩＰパケットを平準化し
、ＩＰネットワークへ送信する（ステップＳ７）。
【００８５】
　次に図４に示した周波数変換装置がパケット変換装置から受信したＩＰパケットを地上
デジタル放送のＲＦ信号に変換するときの処理について説明する。
【００８６】
　図６は図４に示した周波数変換装置がパケット変換装置から受信したＩＰパケットを地
上デジタル放送のＲＦ信号に変換するときの処理を示すフローチャートである。
【００８７】
　まず、パケット受信部５００のパケット受信部５０１は、パケット変換装置１０からＩ
Ｐパケットを受信する（ステップＳ１１）。また、パケット受信部５０１は、受信したマ
ルチキャストアドレスやポート番号によって、受信したＩＰパケットに含まれる信号の放
送チャンネルを判別する。各ＯＦＤＭ信号の放送チャンネルを判別すると、パケット受信
部５０１は、受信したＩＰパケットと、そのＩＰパケットに含まれる信号の放送チャンネ
ルの情報とをパケット分解部５０２に送信する。
【００８８】
　パケット受信部５０１からＩＰパケットと、そのＩＰパケットに含まれるＯＦＤＭ信号
の放送チャンネルの情報とを受信すると、パケット分解部５０２は、受信したＩＰパケッ
トからＯＦＤＭ信号を抽出する（ステップＳ１２）。ＯＦＤＭ信号を抽出すると、パケッ
ト分解部５０２は、抽出したＯＦＤＭ信号と、その信号の放送チャンネルの情報とをデー
タ再生部５０３に出力する。
【００８９】
　パケット分解部５０２からＯＦＤＭ信号と、そのＯＦＤＭ信号の放送チャンネルの情報
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とを受信すると、データ再生部５０３は、受信したＯＦＤＭ信号を放送チャンネル毎に結
合あるいは分割し、地上デジタル放送装置によりＯＦＤＭ変調されたＯＦＤＭ信号を再構
築する（ステップＳ１３）。ＯＦＤＭ信号を再構築すると、データ再生部５０３は、再構
築したＯＦＤＭ信号をその放送チャンネル毎に対応するバッファ部に出力する。
【００９０】
　バッファ部６００、６１０は、それぞれ割り当てられた放送チャンネルの信号をデータ
再生部５０３から受信すると、受信したＯＦＤＭ信号をバッファに一旦蓄積し、蓄積した
ＯＦＤＭ信号をその放送チャンネル毎に対応する無線周波数信号生成部のＤ／Ａ変換部に
出力する。
【００９１】
　バッファ部６００、６１０からＯＦＤＭ信号を受信すると、Ｄ／Ａ変換部７０１、７１
１は、受信したＯＦＤＭ信号をＤ／Ａ変換し、ベースバンド信号を生成する（ステップＳ
１４）。ベースバンド信号を生成すると、Ｄ／Ａ変換部７０１、７１１は、生成したベー
スバンド信号を、それぞれ周波数変換部７０２、７１２に出力する。
【００９２】
　Ｄ／Ａ変換部７０１、７１１からベースバンド信号を受信すると、周波数変換部７０２
、７１２は、受信したベースバンド信号を直交変調し、さらに、そのベースバンド信号に
元々割り当てられていた放送チャンネルの周波数に周波数変換することにより、ＲＦ信号
を生成する（ステップＳ１５）。ＲＦ信号を生成すると、周波数変換部７０２、７１２は
、生成したＲＦ信号を、それぞれフィルタ部７０３、７１３に出力する。
【００９３】
　周波数変換部７０２、７１２からＲＦ信号を受信すると、フィルタ部７０３、７１３は
、受信したＲＦ信号のうち、その放送チャンネルの周波数帯域のみを透過させて無線周波
数信号送信部８００へ出力する（ステップＳ１６）。
【００９４】
　フィルタ部７０３、７１３からそれぞれの周波数のＲＦ信号を受信すると、無線周波数
信号送信部８００は、各周波数のＲＦ信号を合成する（ステップＳ１７）。無線周波数信
号送信部８００は、合成されたＲＦ信号をデジタルテレビに出力する（ステップＳ１８）
。
【００９５】
　周波数変換装置からＲＦ信号を受信すると、デジタルテレビは、視聴者の操作に応じて
、視聴者に選択された放送チャンネルの地上デジタル放送を出力する。
【００９６】
　以上説明したように、本実施形態によれば、パケット変換装置は、デジタル放送のＲＦ
信号から伝送路符号化された情報を抽出し、情報源符号化された情報に復元せずに、伝送
路符号化された情報のままＩＰパケット化し、ＩＰネットワークに送信する。また、周波
数変換装置は、パケット変換装置から受信したＩＰパケットから伝送路符号化された情報
を抽出し、抽出した情報から地上デジタル放送のＲＦ信号を再生成する。これにより、パ
ケット変換装置は、伝送路符号化の復号処理のための回路を、周波数変換装置は、伝送路
符号化の符号処理のための回路を、それぞれ、持つ必要がなくなり、小型化・低コスト化
を図ることができる。また、パケット変換装置は、伝送路符号化の復号処理を省略でき、
周波数変換装置は、伝送路符号化の符号処理を省略できるため、放送装置から放送された
地上デジタル放送が再生されるまでの時間を短くできる。
【００９７】
　また、本実施形態によれば、パケット変換装置は、放送チャンネル毎にデジタル放送装
置から受信したＲＦ信号から伝送路符号化情報を抽出し、放送チャンネル毎に伝送路符号
化情報をＩＰパケット化し、ＩＰネットワークに送信する。また、周波数変換装置は、伝
送路符号化情報から放送チャンネル毎のＲＦ信号を再生成し、各放送チャンネルのＲＦ信
号を合成する。これにより、デジタル放送再送信システムは、各放送チャンネルの信号を
適切に管理できる。
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【００９８】
　（第２の実施の形態）
　第１の実施の形態では、地上デジタル放送においてデジタル放送再送信を行う例を示し
たが、本発明は、これに制限されるものではない。例えば、ＢＳ（Broadcasting Satelli
te；放送衛星）デジタル放送や東経１１０度ＣＳ（Communications Satellite；通信衛星
）デジタル放送においても、本発明を利用することができる。第２の実施の形態では、地
上デジタル放送においてデジタル放送再送信を行う例を示す。
【００９９】
　ＢＳデジタル放送および東経１１０度ＣＳデジタル放送では、ＴＣ８ＰＳＫ（Trellis 
Coded 8 Phase-Shift Keying；トレリス符号化８相位相）変調方式により伝送路符号化が
行われる。
【０１００】
　パケット変換装置及び周波数変換装置の基本的な構成は、第１の実施の形態のパケット
変換装置及び周波数変換装置の構成と同じである。但し、パケット変換装置及び周波数変
換装置は、ＴＣ８ＰＳＫ変調方式に対応する。
【０１０１】
　パケット変換装置の無線周波数信号受信部は、ＢＳデジタル放送あるいは東経１１０度
ＣＳデジタル放送のＲＦ信号を復調し、Ａ／Ｄ変換し、ＴＣ８ＰＳＫ変調方式により変調
された情報を抽出する。また、パケット変換装置のパケット送信部は、ＴＣ８ＰＳＫ変調
方式により変調された情報を分割あるいは結合し、ＩＰパケット化するために最適なデー
タサイズに編集し、編集したデータ毎にＩＰパケット化し、送信する。
【０１０２】
　周波数変換装置のパケット受信部は、パケット変換装置から受信したＩＰパケットから
ＴＣ８ＰＳＫ変調方式により変調された情報を再構築する。そして、周波数変換装置の無
線周波数信号生成部は、ＴＣ８ＰＳＫ変調方式により変調された情報からＢＳデジタル放
送あるいは東経１１０度ＣＳデジタル放送のＲＦ信号を生成し、デジタルテレビに出力す
る。
【０１０３】
　これにより、デジタル放送再送信を行うシステムにおいて、ＢＳデジタル放送や東経１
１０度ＣＳデジタル放送についても、パケット変換装置および周波数変換装置のハードウ
ェア規模を小さくし、さらに、デジタル放送再送信のための処理を短時間に行うことがで
きる。
【符号の説明】
【０１０４】
１　ＩＰ送信設備
２、３　視聴者設備
１０　パケット変換装置
２０、３０　周波数変換装置
２１、３１　デジタルテレビ
１００　分配部
２００、２１０　無線周波数信号受信部
２０１、２１１　チューナ部
２０２、２１２　Ａ／Ｄ変換部
２０３、２１３　バッファ部
３００、３１０　パケット送信部
３０１、３１１　データ編集部
３０２、３１２　パケット生成部
３０３、３１３　パケット送出部
４００　送信部
５００　パケット受信部
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５０１　パケット受信部
５０２　パケット分解部
５０３　データ再生部
６００、６１０　バッファ部
７００、７１０　無線周波数信号生成部
７０１、７１１　Ｄ／Ａ変換部
７０２、７１２　周波数変換部
７０３、７１３　フィルタ部
８００　無線周波数信号送信部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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