
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の放送波を入力する手段と、
　前記 放送波の を

周波数帯の周波数軸上に配列する周波数配列手段と
、
　前記 放送波をミリ波にアップコンバートする手段と、
　
　 前記ミリ波を送信する手段と、
から構成されることを特徴とするミリ波送信装置。
【請求項２】
　前記複数の放送波は地上波放送の放送波を含み、前記周波数配列手段は、地上波放送波
の周波数を 周波数に変換
することを特徴とする請求項１に記載のミリ波送信装置。
【請求項３】
　前記複数の放送波は衛星放送の放送波を含み、前記周波数配列手段は、地上波放送波が
衛星放送波よりも高い周波数となるように、周波数を変換することを特徴とする請求項２
に記載のミリ波送信装置。
【請求項４】
　前記ミリ波は６０ＧＨｚ帯であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の
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ミリ波送信装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のミリ波送信装置は、前記ミリ波にアップコンバート
する手段の前に、前記 放送波の出力レベルを一定にするための増幅器を有すること
を特徴とするミリ波送信装置。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のミリ波送信装置は、前記ミリ波にアップコンバート
する手段の前に、周波数高域側の前記放送波の出力レベルを周波数低域側よりも大きくす
るための増幅器を有することを特徴とするミリ波送信装置。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のミリ波送信装置は、前記ミリ波にアップコンバート
する手段の前に、前記 放送波のうち他の放送波と比較してＣ／Ｎを必要とする放送
波の出力レベルを選択的に高めるための増幅器を有することを特徴とするミリ波送信装置
。
【請求項８】
　前記ミリ波送信装置には、ＴＶ受信機の偏波制御信号を変換した赤外線信号を受信し、
偏波制御信号に再生する手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載
のミリ波送信装置。
【請求項９】
　前記ミリ波送信装置には、ＴＶ受信機の偏波制御信号を変換したＵＨＦ無線信号を受信
・復調し、偏波制御信号に再生する手段を有することを特徴とする請求項１乃至３のいず
れかに記載のミリ波送信装置。
【請求項１０】
　前記ミリ波送信装置には、ＵＨＦ帯無線部の局部発振部を用いて、前記アップコンバー
トする手段に用いる局部発振部の同期をとる手段を備えたことを特徴とする請求項９に記
載のミリ波送信装置。
【請求項１１】
　 ミリ波を受信する手段と、
　前記ミリ波を放送波の周波数帯にダウンコンバートする手段と、
　該ダウンコンバートされた を 周波数に変換する
周波数逆配列手段と、
から構成されることを特徴とするミリ波受信装置。
【請求項１２】
　前記ミリ波は６０ＧＨｚ帯であることを特徴とする請求項１１に記載のミリ波受信装置
。
【請求項１３】
　前記ミリ波受信装置には、ＴＶ受信機の偏波制御信号を赤外線信号として送信する手段
を備えたことを特徴とする請求項１１に記載のミリ波受信装置。
【請求項１４】
　前記ミリ波受信装置には、ＴＶ受信機の偏波制御信号をＵＨＦ無線信号に変調・送信す
る手段を有することを特徴とする請求項１１に記載のミリ波受信装置。
【請求項１５】
　前記ミリ波受信装置には、ＵＨＦ帯無線部の局部発振部を用いて、前記ダウンコンバー
トする手段に用いる局部発振部の同期をとる手段を備えたことを特徴とする請求項１４に
記載のミリ波受信装置。
【請求項１６】
　請求項１乃至１０のいずれかに記載のミリ波送信装置と、請求項１１乃至１５のいずれ
かに記載のミリ波受信装置と、を有することを特徴とするミリ波送受信システム。
【請求項１７】
　請求項１乃至１０のいずれかに記載の前記ミリ波送信装置と、請求項１１乃至１５のい
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ずれかに記載の前記ミリ波受信装置との少なくともいずれか１つを備えたことを特徴とす
る電子機器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ＶＨＦ、ＵＨＦ等の地上放送やＢＳ、ＣＳ等の衛星放送などの複数の放送波
を屋内においてミリ波で無線伝送するためのミリ波送信装置、ミリ波受信装置、ミリ波送
受信システム及び電子機器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　地上放送（ＶＨＦ、ＵＨＦ）、衛星放送（ＢＳ、ＣＳ）等の複数の放送が実現されてい
る。今までの個人住宅におけるＴＶ放送受信システムを図１０に示す。衛星放送の場合、
１２ＧＨｚ帯の信号をＢＳアンテナ１、ＣＳアンテナ２で夫々受信し、夫々のアンテナの
直近に低雑音コンバータ３が取り付けられ、１～２ＧＨｚ帯の中間周波数帯に変換された
後、それぞれ同軸ケーブル４、５で屋外から室内のＴＶ受信機６（ＢＳ・ＣＳチューナ又
はＢＳ・ＣＳチューナ内蔵のＴＶ）に配線されていた。また、地上放送は、ＵＨＦアンテ
ナ７、ＶＨＦアンテナ８の無線周波数帯の信号を混合した後（またはそれぞれ独立に）、
同軸ケーブル９で各室内のＴＶ受信機６まで有線で配線されていた。
【０００３】
　一方、集合住宅等でのＴＶ放送受信システムを図１１に示す。図１１に示すように、衛
星放送は、共同受信用ＢＳアンテナ１１、共同受信用ＣＳアンテナ１２で夫々受信し、１
～２ＧＨｚ帯の中間周波数帯に変換された後、ブロックコンバータ１３で、ＣＳ信号を周
波数変換した後、地上波放送のＶＨＦ・ＵＨＦ信号と衛星放送ＢＳ・ＣＳ信号とは混合さ
れ、一本の同軸ケーブル１４で配線され、分配器１５、増幅器１６を経由して、各家庭、
各室内まで有線で配線されていた。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、個人住宅においては、複数のＴＶ受信機に伝送する場合には配線が複雑
になっていた。一方、集合住宅の場合においては、各家庭まで一本の同軸ケーブル１４に
すべての放送波が乗せられているものの、予め分配器を設定するため取り付けられるＴＶ
受信機の台数には限りがあり、ＴＶ受信機の増設の場合には、別途新たな分配器を設置す
るなどの工事が必要になっていた。
【０００５】
　本発明の目的は、複雑な配線を無くし、衛星放送（ＢＳ、ＣＳ）、及び地上波放送（Ｖ
ＨＦ、ＵＨＦ）を屋内でミリ波無線伝送するためのミリ波送受信システムを提供すること
にある。また、上記のミリ波送受信システムを実現するためのミリ波送信装置、ミリ波受
信装置を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明のミリ波送信装置では、複数の放送波を入力する手段と、前記 放送波の

を
周波数帯の周波数軸上に配列する周波数配列手段と、前記 放送波をミ

リ波にアップコンバートする手段と、
前記ミリ波を送信する手段と、から構成

される。本構成により地上放送、衛星放送などの放送波を配線を引くことなく、各部屋に
送信することができる。
【０００７】
　本発明では屋内の無線伝送として６０ＧＨｚ帯（通常５９ＧＨｚ～６４ＧＨｚ）のミリ
波を用いた。６０ＧＨｚ帯のミリ波は、現在の衛星、地上ＴＶ放送波に比較して、著しく
周波数が高く、使用できる帯域幅が広いため、地上放送、衛星放送をまとめて一度に無線
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伝送すること可能である。加えて、酸素・水分による吸収が大きいため、隣接した家との
間での遮蔽が容易という特徴が有り、各家庭の屋内での無線伝送には適している。
【０００８】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のミリ波送信装置は、前記ミリ波にアップコンバート
する手段の前に、前記 放送波の出力レベルを一定にするための増幅器を有すること
を特徴とする。
【０００９】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のミリ波送信装置は、前記ミリ波にアップコンバート
する手段の前に、周波数高域側の前記放送波の出力レベルを周波数低域側よりも大きくす
るための増幅器を有することを特徴とする。
【００１０】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のミリ波送信装置は、前記ミリ波にアップコンバート
する手段の前に、前記 放送波のうち他の放送波と比較してＣ／Ｎを必要とする放送
波の出力レベルを選択的に高めるための増幅器を有することを特徴とする。
【００１１】
　また、前記ミリ波送信装置には、ＴＶ受信機の偏波制御信号を変換した赤外線信号を受
信し、偏波制御信号に再生する手段を備える。
【００１２】
　また、前記ミリ波送信装置には、ＴＶ受信機の偏波制御信号を変換したＵＨＦ無線信号
を受信・復調し、偏波制御信号に再生する手段を有する。
【００１３】
　また、前記ミリ波送信装置には、ＵＨＦ帯無線部の局部発振部を用いて、前記アップコ
ンバートする手段に用いる局部発振部の同期をとる手段を備える。
【００１４】
　本発明のミリ波受信装置では、 ミリ波
を受信する手段と、前記ミリ波を放送波の周波数帯にダウンコンバートする手段と、該ダ
ウンコンバートされた を 周波数に変換する周波数
逆配列手段と、から構成されることを特徴とする。
【００１５】
　また、前記ミリ波受信装置には、ＴＶ受信機の偏波制御信号を赤外線信号として送信す
る手段を備える。
【００１６】
　また、前記ミリ波受信装置には、ＴＶ受信機の偏波制御信号をＵＨＦ無線信号に変調・
送信する手段を有する。
【００１７】
　また、前記ミリ波受信装置には、ＵＨＦ帯無線部の局部発振部を用いて、前記ダウンコ
ンバートする手段に用いる局部発振部の同期をとる手段を備える。
【００１８】
　さらに、上記ミリ波受信装置と上記ミリ波送信装置を有したミリ波送受信システムを提
供する。
【００１９】
　また、上記ミリ波送信装置と、上記ミリ波受信装置との少なくともいずれか１つを備え
た電子機器を提供する。
【００２０】
【発明の実施の形態】
　（実施の形態１）
　屋内の無線システムとして６０ＧＨｚ帯のミリ波を用いた。６０ＧＨｚ帯のミリ波は、
現在の衛星、地上ＴＶ放送波に比較して、著しく周波数が高く、送受信機の無線帯域幅が
広くとれるため、地上放送、衛星放送をまとめて一度に無線伝送すること可能である。加
えて、この周波数帯では、酸素・水分による吸収が大きいため、隣接した家との間での遮
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蔽が容易である。さらにこの周波数帯では、１／２波長が、空気中で２．５ｍｍで、ＩＣ
のチップサイズの大きさと同程度であり、アンテナを含めてＩＣと一体化できる。そのた
め、機器が小さくなるという特徴が有り、軽量で小型の無線モジュールが電子機器に組み
込めることから、家庭内での屋内無線伝送には適した周波数帯である。
【００２１】
　図１は、集合住宅の場合の本発明の屋内ミリ波無線伝送ＴＶ受信システムを説明する図
である。従来例を示す図１０、図１１と同一・同義の部分は、同じ記号を用いた。符号２
０はミリ波送信装置、２１はミリ波受信装置である。一つのミリ波送信装置２０から、複
数のミリ波受信装置２１（本実施の形態では３台のミリ波受信装置２１）で受信する構成
について示している。ミリ波送信装置２０には、複数のＴＶ放送波を周波数軸上に並べる
周波数変換器（以下、周波数配列器２２と呼ぶ）、中間周波数帯からミリ波帯の無線信号
に変換するアップコンバータ２３、アンテナ２５から構成される。一方ミリ波受信装置２
１は、アンテナ２５、ミリ波帯無線信号から中間周波数帯へ変換するダウンコンバータ２
４、周波数軸上に並んだ中間周波数帯から通常のＴＶ放送波へ変換する周波数変器（以下
、周波数逆配列器２６と呼ぶ）から構成される。
【００２２】
　図２に、ミリ波無線伝送ＴＶ受信システム中の周波数配列器の構成を示す。図３に、本
実施の形態におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システムを用いた場合の周波数配列を示す。
図３（ａ）に示すように、周波数配列器２２に入力された入力信号におけるＣＳ及びＢＳ
の中間周波数は、すでにブロックコンバータ１３により、中間周波数１０３５ＭＨｚ～１
８９５ＭＨｚの周波数軸上に配列されている。このような入力信号を図２（ａ）に示す周
波数配列器２２により、地上波放送のみを、周波数ミキサ３１と局部発振器３２により、
周波数変換し、周波数軸上に配列させる。この時出力される信号の周波数配列では図３（
ｂ）に示すように地上波放送を周波数変換している。これは、地上波放送の周波数が低い
ので、６０ＧＨｚ帯へアップコンバートされた信号は、局部発振波の近傍にくるが、本来
この局部発振波は、アンテナ２５からは放射されることなく除去されなければならない不
要波であるため、地上波放送は、そのままアップコンバートすると局部発振波とともに、
除去されてしまう。そのため、地上放送波は、一旦中間周波数段階で、他の周波数帯（例
えば、２ＧＨｚ帯）へ周波数配列器２２で周波数変換される。
【００２３】
　このように周波数軸上に配列された放送波は、ミリ波送信装置２０中のアップコンバー
タ２３で６０ＧＨｚ帯にアップコンバートされ、図３（ｃ）に示すような無線周波数とな
り、ミリ波送信装置２０のアンテナ２５からミリ波無線信号として出力される。
【００２４】
　一方、ミリ波受信装置２１のアンテナ２５でミリ波無線信号を受信し、ダウンコンバー
トされた放送波は、周波数逆配列器２６へ入力される。周波数逆配列器２６は、図２（ｂ
）に示すように、周波数配列器２２とは、逆の過程であり、周波数ミキサ３１と局部発振
器３２により、周波数軸上に並んだ中間周波数から本来の地上波周波数へ周波数変換する
機能を有している。この周波数逆配列器２６の出力の周波数関係を図３（ｄ）に示してい
る。このようにして得られた放送波をＴＶ受信機６に入力してＴＶ受信を可能とした。
【００２５】
　（実施の形態２）
　図４は、個人住宅の場合の屋内ミリ波無線伝送ＴＶ受信システムを説明する図である。
また、図５に、実施の形態２におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム中の周波数配列器
の構成を示す。図６に、本実施の形態２におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システムを用い
た場合の周波数配列を示す。図１と同一・同義の部分は同じ記号を用いた。異なる部分に
ついてのみ説明する。一つのミリ波送信装置２０から、複数のミリ波受信装置２１（本実
施例では２台のミリ波受信装置２１）で受信する構成について示しており、ミリ波送信装
置２０、ミリ波受信装置２１の基本構成は第１の実施例を示す図１と同様であるが、第１
の実施例と比較して、ミリ波送信装置、ミリ波受信装置は、周波数配列器２２と周波数逆
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配列器２６の構成と、赤外線送信装置４０、赤外線受信装置４１を有している点が異なる
。
【００２６】
　これは、ブロックコンバータ１３を用いないような個人住宅用の場合には、周波数配列
器２２への入力信号は、ＢＳ信号、ＣＳ信号、地上波信号は独立の３本同軸ケーブルから
入力される構成になり、ＢＳの中間周波数成分（１０３５ＭＨｚ～１３３５ＭＨｚ）とＣ
Ｓの中間周波数成分（１２９３ＭＨｚ～１５４８ＭＨｚ）は、一部重なっており、かつ、
ＣＳ信号は、垂直偏波成分と水平偏波成分を有し、ＣＳアンテナ２で、ＣＳチューナから
出力されるＤＣ制御バイアスで、番組選局に応じて切り替えられる。
【００２７】
　図６（ａ）に示すように、ブロックコンバータを用いていない場合のＣＳ放送波の周波
数成分は重なった周波数成分となっている。具体的には、ＴＶ受信機６のＣＳチューナか
らの選局により、ＤＣ制御バイアス１１Ｖまたは１５Ｖを発生し、ＣＳアンテナ２から、
受信偏波成分（垂直偏波１１Ｖ、水平偏波１５Ｖ）を切り替えることで、所望の偏波成分
を取り出し構成になっている。従って、個人住宅用のミリ波送信装置２０中の周波数配列
器２２の構成は、図５（ａ）に示すようであり、周波数配列器２２は、地上波放送の中間
周波数とＣＳ放送の中間周波数を、周波数ミキサ４２と局部発振器４３により周波数変換
し、周波数軸上に配列させる。周波数変換した周波数配列を図６（ｂ）に示す。図６（ｂ
）に示すように、ＢＳ放送の中間周波数と変換後のＣＳ放送の周波数との重なりをなくし
、地上波放送の中間周波数を他の周波数帯（例えば２ＧＨｚ帯）に一旦変換している。
【００２８】
　一方、ミリ波受信装置２１中の周波数逆配列器２６は、この逆の過程であり、周波数ミ
キサ４２と局部発振器４３により、周波数軸上に並んだ中間周波数から本来の地上波周波
数、ＣＳ放送波の中間周波数帯へ周波数変換する機能を有している。このようにして変換
した周波数配列を図６（ｃ）に示す。周波数逆配列器２６を用いることによって、放送波
は元の周波数配列に戻している。
【００２９】
　加えて、個人住宅用のＣＳアンテナ２から入力されるＣＳ放送の垂直・水平偏波成分は
、選局によって垂直偏波（１１Ｖ）／垂直偏波（１５Ｖ）とを選択した偏波制御信号であ
るＤＣ制御バイアス４４によって切り替える必要がある。従って、ＴＶ受信機６のＣＳチ
ューナからのＤＣ制御バイアス４４が赤外線送信装置４０に入力され、入力されたＤＣ制
御バイアス４４を信号処理部４５により変調信号を生成し、電気／光変換器４６により赤
外線信号がワイアレスで赤外線送信装置４０から送信される。ミリ波送信装置２０中の赤
外線受信装置４１で、電気／光変換器４６により、電気信号を取り出し、信号処理部４５
で、再び、垂直・水平偏波制御のためのＤＣ制御バイアス４４を生成する。このようにし
て、ＣＳ放送の垂直／水平偏波の切り替えを行う。
【００３０】
　（実施の形態３）
　図７は、個人住宅の場合の第２の屋内ミリ波無線伝送ＴＶ受信システムを説明する図で
ある。実施の形態２を示す図４と同一・同義の部分は同じ記号を用いた。異なる部分につ
いてのみ説明する。一つのミリ波送信装置２０から、複数のミリ波受信装置２１（本実施
例では２台のミリ波受信装置２１）で受信する構成について図７には示している。ミリ波
送信装置、ミリ波受信装置の基本構成は実施の形態２を示す図４と同様であるが、垂直・
水平偏波成分切り替えのための偏波制御信号であるＤＣ制御バイアスを変換した赤外線信
号のかわりにＵＨＦ帯の電波信号を使用し、ミリ波送信装置２０にはＵＨＦ帯無線受信装
置５１、ミリ波受信装置２１にはＵＨＦ帯無線送信装置５０を備えている点である。この
ＵＨＦ帯の電波信号は、現在のＩＳＭ帯（２．４ＧＨｚ帯）の周波数帯や、ＰＨＳ等のコ
ードレス電話の周波数帯として使われており、部品等、小型かつ安価であるため、ＵＨＦ
帯を利用するのが望ましい。またこれは、ＶＨＦ帯の微弱電波を用いても構わない。
【００３１】
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　このＵＨＦ帯無線送信装置５０は、ＴＶ受信機６中のＣＳチューナからのＤＣ制御バイ
アス４４を、信号処理し変調波を生成する信号処理部４５、変調波をＵＨＦ帯無線信号に
変換するＵＨＦ帯無線部５２から構成される。一方、ＵＨＦ帯無線受信装置５１は、ＵＨ
Ｆ帯無線信号を復調波変換するＵＨＦ帯無線部５３、及び、復調波からＴＶ受信機６中の
ＣＳチューナのＤＣ制御バイアス４４を再生成する信号処理部４５から構成される。
【００３２】
　特に、ＵＨＦ帯の電波を用いることによって、赤外線での通信とは異なり、襖、壁等の
遮蔽物を透過できるため、ミリ波送信装置、ミリ波受信装置は仕切られた部屋と部屋間で
も使うことができる。さらに、ＰＨＳ等のコードレス電話を組み込むことにより、水平・
垂直偏波制御のための信号だけでなく、データ伝送も可能となり、双方向の通信が可能と
なるメリットがある。
【００３３】
　（実施の形態４）
　図８は、個人住宅の場合の第３の屋内ミリ波無線伝送ＴＶ受信システムを説明する図で
ある。実施の形態３を示す図７と同一・同義の部分は同じ記号を用いた。異なる部分につ
いてのみ説明する。ミリ波送信装置、ミリ波受信装置の基本構成は実施の形態３を示す図
７と同様であり、垂直・水平偏波成分を切り替えのための制御信号を、ＵＨＦ帯のＵＨＦ
帯無線送信装置５０、ＵＨＦ帯無線受信装置５１を使用する点までは同じである。本実施
の形態においては、ミリ波送信装置２０及びミリ波受信装置２１を安定動作させるために
、ＵＨＦ帯無線部５２、５３の基準信号を利用して、ミリ波送信装置２０及びミリ波受信
装置２１の局部発振信号の安定化と低雑音化する点にある。
【００３４】
　図９に本実施の形態で用いたミリ波送信装置２０及びミリ波受信装置２１の構成の一部
を示す。図５と同一・同義の部分は同じ記号を用いた。ミリ波送信装置のＵＨＦ帯無線部
５２、５３のＵＨＦ帯局部発振器６１は水晶発振器６２で駆動される位相同期発振器回路
から構成される。ＵＨＦ帯局部発振器６１からの信号をアップコンバータ２３中の高調波
増幅器６３ヘ導き、高調波増幅器６３はＵＨＦ帯局部発振器６１からの信号の高調波成分
を生成し、ミリ波局部発振器６４へ注入することによって、ミリ波局部発振器６４を同期
する構成である。ミリ波受信装置においても同様の構成である。
【００３５】
　本実施の形態の構成例では、ミリ波局部発振器６４への注入同期方式を用いたが、ＵＨ
Ｆ帯局部発振器６１（またはＵＨＦ帯局部発振器６１中の水晶発振器６２）とミリ波ハー
モニックミキサ、位相比較器、周波数分周器、ループフィルタ等を用いて、ミリ波局部発
振器６４に位相同期をかけても良い。ミリ波局部発振器６４から生成されるミリ波信号は
、雑音成分が少なく、水晶発振器のレベルと同等の周波数安定性が得ることが可能となる
。
【００３６】
　（実施の形態５）
　図１２は、ミリ波送信装置の別の実施の形態を示す図である。図１２（ａ）は、集合住
宅の場合におけるブロックコンバータを利用した時の構成図である。一方、図１２（ｂ）
は、個人住宅の場合における構成図である。その構成は、ＩＦ出力レベル調整用アンプ９
０、周波数配列器９１、周波数補償用ＩＦアンプ９２、ミリ波アップコンバータ９３から
なる。尚、図１２ではＩＦ出力レベル側調整用アンプ９０の入力部にａ、周波数配列器の
入力部にｂ、ミリ波アップコンバータの入力部にｃの記号を付す。集合住宅の場合におけ
るブロックコンバータを使用した時には、一本の同軸ケーブル上に信号があるため、直列
に各周波数帯域毎に増幅を行い、出力信号レベルを調整するようにしたものであり、個人
住宅の場合では、複数本のケーブル上に各放送波信号が分配されているので、並列に各周
波数毎に増幅される構成である。
【００３７】
　図１３では、各入力部（ａ，ｂ，ｃ）での信号レベルを示す。図１３を用いて本実施の
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形態に示すミリ波送信装置の構成の動作について説明する。入力された地上波、ＢＳ波、
ＣＳ波などの放送波はＩＦ出力レベル側調整用アンプに入力される。入力部ａでの信号レ
ベルは図１３（ａ）のようであり、放送波の種類ごとに出力レベルが異なっている。ＩＦ
出力レベル側調整用アンプでは、各種の放送波によって、または、受信地域や使用するア
ンテナの利得によって異なるため、それぞれの放送波の受信帯域で異なった利得を有する
増幅を行い、出力レベルを一定にする。このようにして一定の出力レベルにされた入力部
ｂでの信号レベルを図１３（ｂ）に示す。さらに、ミリ波アップコンバータの入力部前段
では周波数補償用ＩＦアンプが設けられている。周波数補償用ＩＦアンプは、ミリ波帯に
アップコンバートした際、ミリ波帯の高域側ではミリ波帯アップコンバートの利得やミリ
波受信機の利得が、低域側に比較して小さいので、予めＩＦ周波数の時点で高域側の信号
レベルを強調（高出力）にすることによって、ミリ波無線伝送時の周波数高域側の伝送損
失を補償することができ、安定した広帯域のミリ波無線伝送を確保することができる。こ
のようにして周波数広域側の出力レベルを高出力とした入力部ｃでの信号レベルを図１３
（ｃ）に示す。
【００３８】
　尚、本実施例では、周波数補償用ＩＦアンプを有する構成としたが、周波数補償用ＩＦ
アンプは必ずしも必要なものではなく、出力レベル側調整用アンプの出力をミリ波アップ
コンバータに入力しても効果は十分に発揮するものである。
【００３９】
　（実施の形態６）
　図１４は、ミリ波送信装置の別の実施の形態を示す図である。図１４（ａ）は、集合住
宅の場合におけるブロックコンバータを利用した時の構成図である。一方、図１４（ｂ）
は、個人住宅の場合における構成図である。
【００４０】
　その構成は、ＩＦ出力レベル調整用アンプ１００、Ｃ／Ｎ（ Carrier-to-Noise ratio)
補償用ＩＦアンプ１０１、周波数配列器１０２、ミリ波アップコンバータ１０３とからな
る。集合住宅の場合におけるブロックコンバータを使用した時には、一本の同軸ケーブル
上に信号があるため、直列に各周波数帯域毎に増幅を行い、出力信号レベルを調整するよ
うにしたものであり、個人住宅の場合では、複数本のケーブル上に各放送波信号が分配さ
れているので、並列に各周波数毎に増幅される構成である。
【００４１】
　図１５では、各入力部（ａ，ｂ，ｃ）での信号レベルを示す。図１３を用いて本実施の
形態に示すミリ波送信装置の構成の動作について説明する。入力された放送波はＩＦ出力
レベル側調整用アンプに入力される。入力部ａでの信号レベルは図１５（ａ）のようであ
り、放送波の種類ごとに信号レベルが異なっている。ＩＦ出力レベル側調整用アンプでは
、各種の放送波によって、または、受信地域や使用するアンテナの利得によって異なるた
め、それぞれの放送波の受信帯域で異なった利得を有する増幅を行い、信号レベルを一定
にする。このようにして一定の出力レベルにされた信号レベルを図１５（ｂ）に示す。
【００４２】
　さらに、ミリ波アップコンバータの入力部前段ではＣ／Ｎ補償用ＩＦアンプが設けられ
ている。Ｃ／Ｎ補償用ＩＦアンプは、各放送波によって変調方式が異なっているため、復
調の際、高いＣ／Ｎを必要とする種類の放送波に対しては、優先的に強く増幅してミリ波
アップコンバータに入力して、ミリ波無線区間での伝送品質を高くすることが可能になる
。例えば、ＣＳ信号は、ＢＳ信号に比較して、衛星から出力が小さく、ＱＰＳＫデジタル
変調のために広い帯域幅と高いＣ／Ｎを必要とする。そのため、ＣＳ信号をＢＳ信号レベ
ルに比較して線形増幅器で優先的に強く増幅して、ミリ波帯にアップコンバータへ入力す
ることによって、広帯域の安定したミリ波無線伝送が行うことが可能となる。このように
して周波数広域側の出力レベルを高出力とした入力部ｃでの信号レベルを図１５（ｃ）に
示す。
【００４３】
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【発明の効果】
　本発明によれば、屋内において同軸ケーブルなど配線を用いずに、ミリ波無線で放送波
を無線伝送することができるので、ＴＶ増設ごとにアンテナ工事をする必要なく、また、
複雑な配線が不要とすることができる。このことによって、屋内であれば自由に小型ＴＶ
やＴＶチューナー付きのパソコンやビデオカメラなど自由に、どこでも使用できる。
【００４４】
　また、それぞれのミリ波受信装置に赤外線信号、ＵＨＦ信号を送信する手段、あるいは
ミリ波送信装置に赤外線信号、ＵＨＦ信号を受信する手段を設けることによって、偏波制
御信号を行うことができるので個人住宅などブロックコンバータを用いない場合において
もミリ波無線伝送を可能とする。特にＵＨＦ信号を用いた場合には、遮蔽物がある場合に
も偏波制御信号の送受信が可能であり、従って、個人住宅においても屋内であればどこで
も無線伝送を可能となる。また、偏波制御信号のみでなく、データ伝送を可能とすること
ができるので、双方向の通信が可能となる。
【００４５】
　また、偏波信号制御に用いられるＵＨＦ信号を発生させるＵＨＦ帯無線部の局部発振器
の基準信号と位相同期させることによって、雑音成分が少なく、安定したミリ波送受信シ
ステムとすることができる。
【００４６】
　さらに、本発明に係るミリ波信号中継器を屋内に備えることによって、１つの送信装置
から複数の受信装置に送受信が可能となり、特に、壁や襖などの遮蔽物があっても送受信
を可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１での集合住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
を示す図である。
【図２】　本発明の実施の形態１での集合住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
中の周波数配列器の構成を示す図である。
【図３】　本発明の実施の形態１での集合住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
を用いた場合の周波数配列を示す図である。
【図４】　本発明の実施の形態２での個人住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
を示す図である。
【図５】　本発明の実施の形態２での個人住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
中の周波数配列器の構成を示す図である。
【図６】　本発明の実施の形態２での個人住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
を用いた場合の周波数配列を示す図である。
【図７】　本発明の実施の形態３での個人住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
を示す図である。
【図８】　本発明の実施の形態４での個人住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
を示す図である。
【図９】　本発明の実施の形態４での個人住宅におけるミリ波無線伝送ＴＶ受信システム
中の周波数配列器の構成を示す図である。
【図１０】　従来の個人住宅におけるＴＶ放送受信システムを示す図である。
【図１１】　従来の集合住宅におけるＴＶ放送受信システムを示す図である。
【図１２】　本発明の実施の形態５でのミリ波送信装置の構成を示す図である。
【図１３】　本発明の実施の形態５での各入力部における信号レベルを示す図である。
【図１４】　本発明の実施の形態６でのミリ波送信装置の構成を示す図である。
【図１５】　本発明の実施の形態６での各入力部における信号レベルを示す図である。
【符号の説明】
　１　ＢＳアンテナ
　２　ＣＳアンテナ
　３　低雑音コンバータ
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　４、５、９、１４　同軸ケーブル
　６　ＴＶ受信機
　７　ＵＨＦアンテナ
　８　ＶＨＦアンテナ
　１１　共同受信用ＢＳアンテナ
　１２　共同受信用ＣＳアンテナ
　１３　ブロックコンバータ
　１５　分配器
　１６　増幅器
　２０　ミリ波送信装置
　２１　ミリ波受信装置
　２２　周波数配列器
　２３　アップコンバータ
　２４　ダウンコンバータ
　２５　アンテナ
　２６　周波数逆配列器
　３１、４２　周波数ミキサ
　３２、４３　局部発振器
　４０　赤外線送信装置
　４１　赤外線受信装置
　４４　ＤＣ制御バイアス
　４５　信号処理部
　４６　電気／光変換器
　５０　ＵＨＦ帯無線送信装置
　５１　ＵＨＦ帯無線受信装置
　５２、５３　ＵＨＦ帯無線部
　６１　局部発振器
　６２　水晶発振器
　６３　高調波増幅器
　６４　ミリ波局部発振器
　７０　装飾物又は照明器具
　９０、１００　レベル調整用アンプ
　９１、１０２　周波数配列器
　９２　周波数補償用ＩＦアンプ
　９３、１０３　ミリ波アップコンバータ
　１０１　Ｃ／Ｎ補償用ＩＦアンプ
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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