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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力信号を周波数変換する周波数変換手段と、
　前記周波数変換手段による周波数変換により得られたＩＦ信号から、前記ＩＦ信号の高
域の所定周波数でのパワーと低域の所定周波数でのパワーとの差を位相雑音量として検出
する位相雑音量検出手段と、
　前記位相雑音量に応じた、前記ＩＦ信号に対する位相同期で用いられるループゲインを
示す複数の対照表のうちの何れかを指定する指定手段と、
　前記周波数変換手段の種類ごとに予め用意された前記複数の対照表を有し、前記複数の
対照表のうちの前記指定手段により指定された前記対照表に基づいて、前記位相雑音量検
出手段により検出された前記位相雑音量に応じた前記ループゲインを決定する決定手段と
、
　前記ＩＦ信号から位相誤差を検出し、前記位相誤差に対応する位相誤差信号を生成する
位相誤差検出手段と、
　前記決定手段により決定された前記ループゲインを用いたループフィルタ処理により、
前記位相誤差信号を平均化する平均化手段と、
　前記平均化手段により平均化された前記位相誤差信号の位相を反転させて位相補正信号
を生成する位相補正信号生成手段と、
　前記ＩＦ信号と、前記位相補正信号とを乗算することで、前記ＩＦ信号の位相雑音を除
去する位相雑音除去手段と
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　を備え、
　前記位相誤差検出手段は、前記位相雑音除去手段により前記位相雑音が除去された前記
ＩＦ信号から位相誤差を検出する
　位相雑音除去装置。
【請求項２】
　ＩＦ信号から検出した位相雑音量に基づいて、前記ＩＦ信号の位相雑音を除去する位相
雑音除去装置の位相雑音除去方法において、
　周波数変換手段が入力信号を周波数変換する周波数変換ステップと、
　前記周波数変換手段による周波数変換により得られた前記ＩＦ信号から、前記ＩＦ信号
の高域の所定周波数でのパワーと低域の所定周波数でのパワーとの差を位相雑音量として
検出する位相雑音量検出ステップと、
　前記位相雑音量に応じた、前記ＩＦ信号に対する位相同期で用いられるループゲインを
示す複数の対照表のうちの何れかを指定する指定ステップと、
　前記周波数変換手段の種類ごとに予め用意された前記複数の対照表を有する決定手段が
、前記複数の対照表のうちの前記指定ステップにおいて指定された前記対照表に基づいて
、前記位相雑音量検出ステップにおいて検出された前記位相雑音量に応じた前記ループゲ
インを決定する決定ステップと、
　前記ＩＦ信号から位相誤差を検出し、前記位相誤差に対応する位相誤差信号を生成する
位相誤差検出ステップと、
　前記決定手段により決定された前記ループゲインを用いたループフィルタ処理により、
前記位相誤差信号を平均化する平均化ステップと、
　前記平均化ステップにおいて平均化された前記位相誤差信号の位相を反転させて位相補
正信号を生成する位相補正信号生成ステップと、
　前記ＩＦ信号と、前記位相補正信号とを乗算することで、前記ＩＦ信号の位相雑音を除
去する位相雑音除去ステップと
　を含み、
　前記位相誤差検出ステップにおいて、前記位相雑音除去ステップにより前記位相雑音が
除去された前記ＩＦ信号から位相誤差を検出する
　位相雑音除去方法。
【請求項３】
　ＩＦ信号からから検出した位相雑音量に基づいて、前記ＩＦ信号の位相雑音を除去する
位相雑音除去装置の位相雑音処理をコンピュータに実行させるプログラムにおいて、
　周波数変換手段に入力信号を周波数変換させる周波数変換ステップと、
　前記周波数変換手段による周波数変換により得られた前記ＩＦ信号から、前記ＩＦ信号
の高域の所定周波数でのパワーと低域の所定周波数でのパワーとの差を位相雑音量として
検出する位相雑音量検出ステップと、
　前記位相雑音量に応じた、前記ＩＦ信号に対する位相同期で用いられるループゲインを
示す複数の対照表のうちの何れかを指定する指定ステップと、
　前記周波数変換手段の種類ごとに予め用意された前記複数の対照表を有する決定手段に
、前記複数の対照表のうちの前記指定ステップにおいて指定された前記対照表に基づいて
、前記位相雑音量検出ステップにおいて検出された前記位相雑音量に応じた前記ループゲ
インを決定させる決定ステップと、
　前記ＩＦ信号から位相誤差を検出し、前記位相誤差に対応する位相誤差信号を生成する
位相誤差検出ステップと、
　前記決定手段により決定された前記ループゲインを用いたループフィルタ処理により、
前記位相誤差信号を平均化する平均化ステップと、
　前記平均化ステップにおいて平均化された前記位相誤差信号の位相を反転させて位相補
正信号を生成する位相補正信号生成ステップと、
　前記ＩＦ信号と、前記位相補正信号とを乗算することで、前記ＩＦ信号の位相雑音を除
去する位相雑音除去ステップと
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　を含む処理をコンピュータに実行させ、
　前記位相誤差検出ステップにおいて、前記位相雑音除去ステップにより前記位相雑音が
除去された前記ＩＦ信号から位相誤差を検出する
　プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は位相雑音除去装置及び方法、並びにプログラムに関し、特に、例えば、使用予
定のダウンコンバータが複数ある場合でも、位相雑音を適切に除去することができるよう
にする位相雑音除去装置及び方法、並びにプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なRF(radio frequency)回路では、RF信号からIF(intermediate frequency)信号
への周波数変換の際に、LO(local oscillator)（局部発信器）の周波数揺らぎに起因した
位相雑音が発生する。この位相雑音は、後段の復調部の復調性能（誤り率）に悪影響を及
ぼすことが知られており、復調前にこのIF信号に含まれる位相雑音の除去が求められてい
る。
【０００３】
　従来では、例えば、IF信号から検出される位相雑音量に応じた最適なパラメータで位相
雑音の除去が行われる（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平１１－１３６３０１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、例えば周波数変換器（以下、ダウンコンバータと称する）には様々な種
類があり、検出される位相雑音量は、そのダウンコンバータの種類によって異なる。その
ため、例えば、装置製造に当たり、装置に組み込むダウンコンバータが複数種類予定され
ている場合には、装置に組み込むダウンコンバータの種類毎に、位相雑音除去に最適なパ
ラメータを設定する必要があった。
【０００５】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、例えば、使用予定のダウンコ
ンバータが複数ある場合でも、位相雑音を適切に除去することができるようにするもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の側面の位相雑音除去装置は、入力信号を周波数変換する周波数変換手段
と、前記周波数変換手段による周波数変換により得られたＩＦ信号から、前記ＩＦ信号の
高域の所定周波数でのパワーと低域の所定周波数でのパワーとの差を位相雑音量として検
出する位相雑音量検出手段と、前記位相雑音量に応じた、前記ＩＦ信号に対する位相同期
で用いられるループゲインを示す複数の対照表のうちの何れかを指定する指定手段と、前
記周波数変換手段の種類ごとに予め用意された前記複数の対照表を有し、前記複数の対照
表のうちの前記指定手段により指定された前記対照表に基づいて、前記位相雑音量検出手
段により検出された前記位相雑音量に応じた前記ループゲインを決定する決定手段と、前
記ＩＦ信号から位相誤差を検出し、前記位相誤差に対応する位相誤差信号を生成する位相
誤差検出手段と、前記決定手段により決定された前記ループゲインを用いたループフィル
タ処理により、前記位相誤差信号を平均化する平均化手段と、前記平均化手段により平均
化された前記位相誤差信号の位相を反転させて位相補正信号を生成する位相補正信号生成
手段と、前記ＩＦ信号と、前記位相補正信号とを乗算することで、前記ＩＦ信号の位相雑
音を除去する位相雑音除去手段とを備え、前記位相誤差検出手段は、前記位相雑音除去手
段により前記位相雑音が除去された前記ＩＦ信号から位相誤差を検出する。
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【０００９】
　本発明の第１の側面の位相雑音除去方法またはプログラムは、ＩＦ信号からから検出し
た位相雑音量に基づいて、前記ＩＦ信号の位相雑音を除去する位相雑音除去装置の位相雑
音除去方法または位相雑音除去処理をコンピュータに実行させるプログラムであり、周波
数変換手段が入力信号を周波数変換する周波数変換ステップと、前記周波数変換手段によ
る周波数変換により得られた前記ＩＦ信号から、前記ＩＦ信号の高域の所定周波数でのパ
ワーと低域の所定周波数でのパワーとの差を位相雑音量として検出する位相雑音量検出ス
テップと、前記位相雑音量に応じた、前記ＩＦ信号に対する位相同期で用いられるループ
ゲインを示す複数の対照表のうちの何れかを指定する指定ステップと、前記周波数変換手
段の種類ごとに予め用意された前記複数の対照表を有する決定手段が、前記複数の対照表
のうちの前記指定ステップにおいて指定された前記対照表に基づいて、前記位相雑音量検
出ステップにおいて検出された前記位相雑音量に応じた前記ループゲインを決定する決定
ステップと、前記ＩＦ信号から位相誤差を検出し、前記位相誤差に対応する位相誤差信号
を生成する位相誤差検出ステップと、前記決定手段により決定された前記ループゲインを
用いたループフィルタ処理により、前記位相誤差信号を平均化する平均化ステップと、前
記平均化ステップにおいて平均化された前記位相誤差信号の位相を反転させて位相補正信
号を生成する位相補正信号生成ステップと、前記ＩＦ信号と、前記位相補正信号とを乗算
することで、前記ＩＦ信号の位相雑音を除去する位相雑音除去ステップとを含み、前記位
相誤差検出ステップにおいて、前記位相雑音除去ステップにより前記位相雑音が除去され
た前記ＩＦ信号から位相誤差を検出する。
【００１２】
　本発明の第１の側面においては、周波数変換手段により入力信号が周波数変換され、周
波数変換により得られたＩＦ信号から、前記ＩＦ信号の高域の所定周波数でのパワーと低
域の所定周波数でのパワーとの差が位相雑音量として検出され、前記位相雑音量に応じた
、前記ＩＦ信号に対する位相同期で用いられるループゲインを示す複数の対照表のうちの
何れかが指定され、前記周波数変換手段の種類ごとに予め用意された前記複数の対照表を
有する決定手段により、前記複数の対照表のうちの指定された前記対照表に基づいて、検
出された前記位相雑音量に応じた前記ループゲインが決定され、前記ＩＦ信号から位相誤
差が検出され、前記位相誤差に対応する位相誤差信号が生成され、前記決定手段により決
定された前記ループゲインを用いたループフィルタ処理により、前記位相誤差信号が平均
化され、平均化された前記位相誤差信号の位相が反転されて位相補正信号が生成され、前
記ＩＦ信号と、前記位相補正信号とが乗算されて、前記ＩＦ信号の位相雑音が除去され、
位相誤差の検出においては、前記位相雑音の除去された前記ＩＦ信号から位相誤差が検出
される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の第１の側面によれば、例えば、使用予定のダウンコンバータが複数ある場合で
も、位相雑音を適切に除去することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、図面を参照して本発明を適用した実施の形態について説明する。
【００２２】
　図１は、本発明を適用したTV(Television)受像機１の構成例を示す図である。なお図１
には、本発明に関する部分のみ図示されており、それ以外の通常のTV受像機が有する回路
（例えば、画像処理回路や表示制御回路等）の図示は省略されている。
【００２３】
　TV受像機１は、アンテナ１１、RF回路１２、復調回路１３、操作部１４、及び制御部１
５を有して構成されている。
【００２４】
　アンテナ１１は、例えば図示せぬ放送局からのディジタル放送等の放送信号であるRF信
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号を受信し、RF回路１２に供給する。RF回路１２は、制御部１５の制御に従って、アンテ
ナ１１から供給されるRF信号に対して増幅や周波数変換等の処理を行い、その結果得られ
るIF信号を復調回路１３に供給する。
【００２５】
　RF回路１２は、例えばLO２１及びダウンコンバータ２２から構成される。
【００２６】
　LO２１は、所定の周波数の信号を発生し、その信号をダウンコンバータ２２に供給する
。なお、このLO２１は、この信号に付随して固有の位相雑音特性の位相雑音を発生するが
、これがRF回路１２から復調回路１３に供給されるIF信号の位相雑音を決定付けている。
【００２７】
　ダウンコンバータ２２は、周波数変換器であり、LO２１から供給される所定の周波数の
信号と、アンテナ１１から供給されるRF信号とを乗算することで得られるそれらの信号の
周波数の差を周波数とする例えば57 MHzのIF信号を、復調回路１３に供給する。
【００２８】
　復調回路１３は、制御部１５の制御に従って、RF回路１２から供給されるIF信号に対し
て位相雑音の除去、復調、エラー訂正等を行い、その結果得られる画像データや音声デー
タ等を出力する。復調回路１３から出力されるこれらのデータには、所定の処理が施され
、例えば、その画像データに対応する画像が図示せぬ表示画面に表示され、その音声デー
タに対応する音声が図示せぬスピーカから外部に出力される。
【００２９】
　復調回路１３の位相雑音除去回路３１は、位相雑音の除去を行う。具体的には、位相雑
音除去回路３１は、RF回路１２から供給されるIF信号から位相雑音量を検出し、その位相
雑音量に応じた所定のループゲインを決定する。位相雑音除去回路３１は、決定したルー
プゲインに基づいて位相同期を行い、そのIF信号から位相雑音を除去する。
【００３０】
　なお、RF回路１２と復調回路１３は、１つのモジュールに一体化されたカンチューナを
構成しており、TV受像機１の製造に当たり、ダウンコンバータ２２として複数種類（この
例の場合、５種類）のダウンコンバータの採用が予定されており、それらの種類の中の１
つの種類のダウンコンバータが、ダウンコンバータ２２として、RF回路１２に組み込まれ
る。
【００３１】
　操作部１４は、例えばこのTV受像機１の製造時にオペレータにより操作される。操作部
１４は、オペレータによる操作に対応するコマンドやデータを、制御部１５に供給する。
【００３２】
　制御部１５は、操作部１４から供給されるコマンドやデータに基づいて所定の処理を行
う。
【００３３】
　次に、図２を参照して、位相雑音除去回路３１の内部構成例を説明する。
【００３４】
　位相雑音除去回路３１は、位相雑音量検出器４１、ゲイン決定回路４２、及び位相同期
回路４３から構成される。
【００３５】
　位相雑音量検出器４１及び位相同期回路４３には、RF回路１２からIF信号が供給される
。
【００３６】
　位相雑音量検出器４１は、そこに供給されるIF信号から位相雑音量を検出し、ゲイン決
定回路４２に通知する。
【００３７】
　ゲイン決定回路４２は、ダウンコンバータ２２として使用予定のダウンコンバータの種
類毎に、位相雑音量に応じた、除去すべき位相雑音を最適に除去できるループゲインを示
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す対照表を記憶している。対照表については後述する。
【００３８】
　ゲイン決定回路４２は、所定の対照表を参照して、位相雑音量検出器４１から通知され
た位相雑音量に応じたループゲインを決定し、それを位相同期回路４３に通知する。
【００３９】
　位相同期回路４３は、ゲイン決定回路４２から通知されるループゲインに基づいて、RF
回路１２から供給されるIF信号に対して位相同期を行い、IF信号から位相雑音を除去して
出力する。位相同期回路４３から出力されたIF信号に対しては、復調、エラー訂正等が行
われる。
【００４０】
　次に、図３のフローチャートを参照して、位相雑音除去処理における位相雑音除去回路
３１の動作を説明する。
【００４１】
　なお、ゲイン決定回路４２には、記憶されている対照表のうち、制御部１５により指示
された、操作部１４に対するオペレータの操作に対応する対照表（すなわちオペレータに
より、ダウンコンバータ２２として採用されるダウンコンバータの種類に最も適したもの
と判断された対照表）が、ゲイン決定に利用する対照表に設定されているものとする。
【００４２】
　位相雑音除去処理は、TV受像機１の電源がオンされると開始される。
【００４３】
　ステップＳ１において、位相雑音量検出器４１は、そこに供給されるIF信号から、その
IF信号の高域の所定の周波数での（パワースペクトルの）パワーと低域の所定の周波数で
の（パワースペクトルの）パワーとの差を位相雑音量として検出し、ゲイン決定回路４２
に通知する。
【００４４】
　ステップＳ２において、ゲイン決定回路４２は、位相雑音量検出器４１から位相雑音量
が通知されると、設定した対照表を参照して、その位相雑音量に応じたループゲインを決
定し、それを位相同期回路４３に通知する。
【００４５】
　ステップＳ３において、位相同期回路４３は、ゲイン決定回路４２から通知されるルー
プゲインに基づいて、RF回路１２から供給されるIF信号に対して位相同期を行い、その結
果得られる（最適な位相雑音の除去が行われた）IF信号を出力する。
【００４６】
　ここでゲイン決定回路４２に記憶されている対照表について説明する。
【００４７】
　例えばある種類#1のダウンコンバータをダウンコンバータ２２として採用した場合、図
４に示すように、除去すべき周波数fL付近の1/f雑音（例えば、LO２１に固有の位相雑音
特性の位相雑音）に対して、高域の所定の周波数fHでの（パワースペクトルの）パワーが
低いので、比較的大きな値である差d1が位相雑音量として検出される。
【００４８】
　一方他の種類#5のダウンコンバータをダウンコンバータ２２として採用した場合、図５
に示すように、除去すべき周波数fL付近の1/f雑音は、種類#1のダウンコンバータの場合
とほぼ同じ大きさであるが、スプリアスによるピークにより周波数fH付近での（パワース
ペクトルの）パワーが高くなっているので、差d1より小さい値の差d2が位相雑音量として
検出される。
【００４９】
　このように除去すべき位相雑音に対して検出される位相雑音量が、ダウンコンバータの
種類によって異なる。そこでダウンコンバータ２２として採用するコンバータの種類毎の
対照表が用意されている。
【００５０】
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　図６は、ゲイン決定回路４２に記憶されている対照表を、横軸を位相雑音量とし縦軸を
ループゲインとして曲線で表したものである。
【００５１】
　対照表#1は、図４に示したような位相雑音量が得られる種類#1のダウンコンバータに対
応するもので、例えば、種類#1のダウンコンバータを用いてあらかじめ求められた、位相
雑音量に応じたその位相雑音を除去するのに最適なループゲイン（例えば、低域の所定の
周波数fLでの（パワースペクトルの）パワーを減衰させるのに最適なループゲイン）が示
されている。
【００５２】
　対照表#5は、図５に示したような位相雑音量が得られる種類#5のダウンコンバータに対
応するもので、例えば、種類#5のダウンコンバータを用いてあらかじめ求められた、位相
雑音量に応じたその位相雑音を除去するのに最適なループゲインが示されている。
【００５３】
　対照表#2は、例えば、他の種類#2のダウンコンバータを用いてあらかじめ求められた、
位相雑音量に応じたその位相雑音を除去するのに最適なループゲインが示されている。対
照表#3は、例えば、他の種類#3のダウンコンバータを用いてあらかじめ求められた、位相
雑音量に応じたその位相雑音を除去するのに最適なループゲインが示されている。対照表
#4は、例えば、他の種類#4のダウンコンバータを用いてあらかじめ求められた、位相雑音
量に応じたその位相雑音を除去するのに最適なループゲインが示されている。
【００５４】
　この例の場合、このような対照表がゲイン決定回路４２に記憶されている。
【００５５】
　すなわち例えば種類#1のダウンコンバータがダウンコンバータ２２として採用される場
合、ゲイン決定回路４２は、対照表#1をゲイン決定に利用する対照表に設定し、対照表#1
を参照して、位相雑音量検出器４１から通知された位相雑音量に応じたループゲインを決
定し、位相同期回路４３に通知する。そして位相同期回路４３は、通知されたループゲイ
ンに基づいて位相同期を行う。
【００５６】
　また例えば種類#5のダウンコンバータがダウンコンバータ２２として採用される場合、
ゲイン決定回路４２は、対照表#5をゲイン決定に利用する対照表に設定し、対照表#5を参
照して、位相雑音量検出器４１から通知された位相雑音量に応じたループゲインを決定し
、位相同期回路４３に通知する。そして位相同期回路４３は、通知されたループゲインに
基づいて位相同期を行う。
&
　従って図４及び図５の例の場合、種類#1のダウンコンバータと種類#5のダウンコンバー
タでは、位相雑音量がd1とd2と異なるが、除去すべき位相雑音（周波数fLでのパワースペ
クトルのパワー）を同じなので、図６に示すように、共にループゲインgLで、位相同期が
行われる。
【００５７】
　以上のように、位相雑音除去回路３１は、ダウンコンバータ２２として採用するコンバ
ータの種類毎に、各種類のコンバータを用いてあらかじめ求められた、位相雑音量に応じ
たその位相雑音を除去するのに最適なループゲインを示す対照表を予め記憶し、その中か
ら採用する、コンバータの種類に対応する対照表に基づいて、ゲインを決定するようにし
たので、位相雑音を適切に除去することができる。
【００５８】
　またこのような構成にすることにより、採用する予定があるダウンコンバータが複数種
類ある場合においても、採用するダウンコンバータに応じた対照表を有するゲイン決定回
路をそれぞれ設計する必要がなく、TV受像機１の設計が容易になる。
【００５９】
　また使用予定の複数のダウンコンバータのどれを実際に使用した場合でも最適な位相雑
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音の除去が可能となり、最高の位相雑音除去性能が得られる。その結果、後段の復調回路
では、最高の復調性能（最低の誤り率）を得ることができる。
【００６０】
　さらに、未知のダウンコンバータを使用する場合でも、例えば、そのダウンコンバータ
に近いダウンコンバータに対応する対照表に切り替えることが可能なため、対照表の切り
替えができない従来の方法と比較してより高い位相雑音除去性能を得ることができる。
【００６１】
　次に、位相同期回路４３の内部構成例について説明する。
【００６２】
　位相同期回路４３は、位相誤差検出器５１、ループフィルタ５２、数値制御発振器５３
、及び乗算器５４から構成される。この乗算器５４から出力された（位相補正された）IF
信号は、ループフィルタ５２及び数値制御発振器５３を介して、乗算器５４においてそこ
から出力されるIF信号にフィードバックされており、位相誤差検出器５１乃至乗算器５４
は、この位相同期回路のフィードバックループを構成している。
【００６３】
　位相誤差検出器５１は、例えば、乗算器５４から出力される信号に対してarctan演算等
から位相誤差を検出し、その位相誤差に対応する信号（以下、位相誤差信号と称する）を
ループフィルタ５２に出力する。
【００６４】
　ループフィルタ５２は、例えばIIR（Infinite Impulse Response）型のディジタルフィ
ルタであり、位相誤差検出器５１から供給される位相誤差信号を、所定のクロック分だけ
平均化して、数値制御発振器５３に出力する。
【００６５】
　ループフィルタ５２は、増幅器６１及び６２、加算器６３、遅延素子６４、及び加算器
６５から構成される。増幅器６１は、位相誤差検出器５１から出力される位相誤差信号を
、ゲイン決定回路４２から通知されるループゲイン（gL倍）で増幅し、増幅器６２及び加
算器６５に出力する。増幅器６２は、増幅器６１の出力を、固定の増幅率（gF倍）で増幅
し、加算器６３に出力する。加算器６３は、増幅器６２から出力される（gF・gL）倍に増
幅された位相誤差信号と、遅延素子６４から出力される１クロック前の加算器６３の出力
とを加算し、遅延素子６４および加算器６５に出力する。遅延素子６４は、加算器６３か
らの出力を入力し、その１クロック前の入力を、加算器６３に出力する。加算器６５は、
増幅器６１の出力と、加算器６３の出力とを加算して、数値制御発振器５３に出力する。
【００６６】
　数値制御発振器５３は、ループフィルタ５２から出力される位相誤差信号の示す位相誤
差を位相とする信号を生成し、その信号を反転した（すなわち、位相を反転した）信号（
以下、位相補正信号と称する）を、乗算器５４に供給する。
【００６７】
　数値制御発振器５３は、加算器７１、遅延素子７２、及び反転器７３から構成される。
加算器７１は、ループフィルタ５２の加算器６５の出力と、遅延素子７２の出力とを加算
し、遅延素子７２に供給する。遅延素子７２は、加算器７１の出力を入力し、その１クロ
ック前の入力を、加算器７１と反転器７３に出力する。反転器７３は、遅延素子７２の出
力を反転して（すなわち、位相を反転して）、乗算器５４に供給する。
【００６８】
　乗算器５４は、RF回路１２から供給されるIF信号と、数値制御発振器５３から出力され
る位相補正信号とを乗算することで得られる位相補正されたIF信号を出力する。
【００６９】
　次に、図７のフローチャートを参照して、操作部１４及び制御部１５による切替処理を
説明する。
【００７０】
　なお、この切替処理は、例えばTV受像機１の製造時にオペレータによる操作部１４に対
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する所定の操作が行われると開始される。
【００７１】
　ステップＳ２１において、操作部１４は、オペレータによる操作に対応するコマンドや
データを、制御部１５に供給する。
【００７２】
　ステップＳ２２において、制御部１５は、操作部１４から供給されるコマンドやデータ
がゲイン決定回路４２で使用される対照表を所定の対照表に切り替えるコマンドであるか
を判定する。ステップＳ２２において、操作部１４から供給されるコマンドやデータがゲ
イン決定回路４２で使用される対照表を所定の対照表に切り替えるコマンドでないと判定
された場合、処理はステップＳ２１に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。
【００７３】
　一方、ステップＳ２２において、操作部１４から供給されるコマンドやデータがゲイン
決定回路４２で使用される対照表を所定の対照表に切り替えるコマンドであると判定され
た場合、ステップＳ２３において、制御部１５は、そのコマンドに基づいて、ゲイン決定
回路４２で使用される対照表を、ゲイン決定回路４２に記憶されている複数の対照表の中
のその所定の対照表に切り替える。そして、処理は、ステップＳ２１に戻り、以下、同様
の処理が繰り返される。
【００７４】
　このように、オペレータの指示に基づいて使用されるダウンコンバータに対応する対照
表に切り替えるようにしたので、すなわちオペレータの指示に基づいて使用されるダウン
コンバータを指定するようにしたので、例えば、使用予定の既知のダウンコンバータが複
数ある場合でも、最適な位相雑音の除去をより容易に実現することができる。
【００７５】
　なお、本実施の形態では、位相雑音除去回路が復調回路の中に存在するようにしたが、
その他、位相雑音除去回路が復調回路の外に存在するようにしてもよい。
【００７６】
　上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行することもできるし、ソフトウエアに
より実行することもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行する場合には、そのソ
フトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュー
タ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが
可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインスト
ールされる。
【００７７】
　図８は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェア
の構成例を示すブロック図である。
【００７８】
　コンピュータにおいて、CPU９１，ROM（Read Only Memory）９２，RAM（Random Access
 Memory）９３は、バス９４により相互に接続されている。
【００７９】
　バス９４には、さらに、入出力インタフェース９５が接続されている。入出力インタフ
ェース９５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる入力部９６、ディスプ
レイ、スピーカなどよりなる出力部９７、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりな
る記憶部９８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部９９、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア１０１を駆
動するドライブ１００が接続されている。
【００８０】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU９１が、例えば、記憶部９８に記憶さ
れているプログラムを、入出力インタフェース９５及びバス９４を介して、RAM９３にロ
ードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【００８１】
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　コンピュータ（CPU９１）が実行するプログラムは、例えば、磁気ディスク（フレキシ
ブルディスクを含む）、光ディスク（CD－ROM(Compact Disc－Read Only Memory),DVD(Di
gital Versatile Disc)等）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりなるパッ
ケージメディアであるリムーバブルメディア１０１に記録して、あるいは、ローカルエリ
アネットワーク、インターネット、ディジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送
媒体を介して提供される。
【００８２】
　そして、プログラムは、リムーバブルメディア１０１をドライブ１００に装着すること
により、入出力インタフェース９５を介して、記憶部９８にインストールすることができ
る。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部９９で受信し、記
憶部９８にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM９２や記憶部９
８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【００８３】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。
【００８４】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】本発明を適用したTV受像機１の構成例を示す図である。
【図２】位相雑音除去回路３１の内部構成例を示す図である。
【図３】位相雑音除去処理における位相雑音除去回路３１の動作を説明するフローチャー
トである。
【図４】パワースペクトルの例を示す図である。
【図５】パワースペクトルの他の例を示す図である。
【図６】対照表の例を示す図である。
【図７】操作部１４及び制御部１５による切替処理を説明するフローチャートである。
【図８】本発明を適用したコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である
。
【符号の説明】
【００８６】
　１　TV受像機，　１１　アンテナ，　１２　RF回路，　１３　復調回路，　１４　操作
部，　１５　制御部，　２１　LO，　２２　ダウンコンバータ，　３１　位相雑音除去回
路，　４１　位相雑音量検出器，　４２　ゲイン決定回路，　４３　位相同期回路，　５
１　位相誤差検出器，　５２　ループフィルタ，　５３　数値制御発振器，　５４　乗算
器，　６１及び６２　増幅器，　６３　加算器，　６４　遅延素子，　６５　加算器，　
７１　加算器，　７２　遅延素子，　７３　反転器，　９１　CPU，　９２　ROM，　９３
　RAM，　９４　バス，　９５　入出力インタフェース，　９６　入力部，　９７　出力
部，　９８　記憶部，　９９　通信部，　１００　ドライブ，　１０１　リムーバブルメ
ディア
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