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(57)【要約】
【課題】データを伝送しない周波数帯域の情報が既知で
ある場合に、受信性能を向上させることができるように
する。
【解決手段】受信装置は、図示せぬ放送局の送信装置か
ら送信されてくるOFDM信号の放送波を受信する。伝送パ
ラメータ解釈部は、送信されてきた制御情報に含まれる
、無信号の帯域を示す帯域情報を取得する。妨害除去フ
ィルタ部は、伝送パラメータ解釈部からの帯域情報に基
づいて、少なくとも、所定レベル以上の信号が検出され
た場合にフィルタ処理を行う。この開示の技術は、例え
ば、OFDM信号を受信する受信装置に適用できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域を示す帯域情報を取得する取得部と
、
　前記帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上の信号が検出された場合にフィ
ルタ処理を行うフィルタ処理部と
　を備える受信装置。
【請求項２】
　前記フィルタ処理部は、前記帯域情報に基づいて、常に、フィルタ処理を行う
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
　前記フィルタ処理部は、前記帯域情報に基づいて、所定レベル以上の信号が検出された
場合にのみ、フィルタ処理を行う
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　前記帯域情報で示される前記帯域の帯域幅が、所定の帯域幅未満の狭帯域と、前記所定
の帯域以上の広帯域の少なくとも２種類ある
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項５】
　前記フィルタ処理部は、前記帯域情報で示される前記帯域の帯域幅が前記広帯域につい
ての情報である場合は常に、フィルタ処理を行う
　請求項４に記載の受信装置。
【請求項６】
　前記フィルタ処理部は、前記帯域情報で示される前記帯域の帯域幅が前記狭帯域につい
ての情報である場合も常に、フィルタ処理を行う
　請求項５に記載の受信装置。
【請求項７】
　送信されてくるDVB-C2のOFDM信号を受信し、前記制御情報は、DVB-C2のL1情報である
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項８】
　前記フィルタ処理部は、時間領域のOFDM信号を周波数領域のOFDM信号に変換するFFT演
算部より前段に配置される
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項９】
　前記フィルタ処理部は、前記FFT演算部の前に配置される
　請求項８に記載の受信装置。
【請求項１０】
　前記フィルタ処理部は、IF信号のゲイン制御を行うAGC部の前に配置される
　請求項８に記載の受信装置。
【請求項１１】
　送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域を示す帯域情報を取得し、
　前記帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上の信号が検出された場合にフィ
ルタ処理を行う
　ステップを含む受信装置の受信方法。
【請求項１２】
　コンピュータに、
　送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域を示す帯域情報を取得する取得部と
、
　前記帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上の信号が検出された場合にフィ
ルタ処理を行うフィルタ処理部
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　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、受信装置、受信方法、およびプログラムに関し、特に、データを伝送しない
周波数帯域の情報が既知である場合に、受信性能を向上させることができるようにする受
信装置、受信方法、およびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、妨害信号を抑制するための技術として、フィルタ処理がよく使われる。例えば、
妨害信号が受信チャネルに隣接する隣接チャネルの信号である場合には、隣接チャネル信
号を抑制するために、バンドバスフィルタやローパスフィルタを採用することができる。
これにより、隣接チャネル信号が受信周波数帯域内に漏れ込んで起きる影響を抑制するこ
とができる。
【０００３】
　また例えば、妨害信号が、特定周波数に存在するcontinuous wave（例えば、正弦波）
や同一チャネル内に存在するアナログ通信の信号である場合には、ノッチフィルタを採用
することができる。しかし、受信希望の信号にフィルタを誤って適用すると、本来受信し
たい信号までも抑制してしまい、性能劣化を招く可能性があるので、フィルタの適用に注
意が必要である。
【０００４】
　近年、放送システムのデジタル化技術の進展が目覚ましい。日本や欧州の地上波テレビ
ジョン放送システムでは、変調方式として、マルチパス妨害の影響を受けにくいOFDM(Ort
hogonal Frequency Division Multiplexing)方式（直交周波数分割多重方式）と呼ばれる
変調方式が用いられている。
【０００５】
　欧州のケーブル放送の放送システムにおいてもOFDM方式が採用されている。第２世代欧
州ケーブルデジタル放送規格であるDVB-C2では、他通信との干渉を防ぐために、特定の周
波数帯域ではデータを伝送せず、送信電力をゼロにして信号を伝送することが規格化され
ている（例えば、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Digital Video Broadcasting (DVB);Frame structure channel coding 
and modulation for a second generation digital transmission system for cable sys
tems (DVB-C2) ,DVB Document A138
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　そのようなデータを伝送しない周波数帯域の情報が既知である場合に、その情報を用い
て適切にフィルタ処理を施し、受信性能を向上させることが望まれる。
【０００８】
　本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、データを伝送しない周波数帯
域の情報が既知である場合に、受信性能を向上させ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】
【０００９】
　本技術の一側面の受信装置は、送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域を示
す帯域情報を取得する取得部と、前記帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上
の信号が検出された場合にフィルタ処理を行うフィルタ処理部とを備える。



(4) JP 2012-191430 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

【００１０】
　本技術の一側面の受信処理方法は、送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域
を示す帯域情報を取得し、前記帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上の信号
が検出された場合にフィルタ処理を行うステップを含む。
【００１１】
　本技術の一側面のプログラムは、コンピュータに、送信されてきた制御情報に含まれる
、無信号の帯域を示す帯域情報を取得する取得部と、前記帯域情報に基づいて、少なくと
も、所定レベル以上の信号が検出された場合にフィルタ処理を行うフィルタ処理部として
機能させるためのものである。
【００１２】
　本技術の一側面においては、送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域を示す
帯域情報が取得され、取得された帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上の信
号が検出された場合にフィルタ処理が行われる。
【００１３】
　なお、プログラムは、伝送媒体を介して伝送することにより、又は、記録媒体に記録し
て、提供することができる。
【００１４】
　受信装置は、独立した装置であっても良いし、１つの装置を構成している内部ブロック
であっても良い。
【発明の効果】
【００１５】
　本技術の一側面によれば、データを伝送しない周波数帯域の情報が既知である場合に、
受信性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本技術が適用された受信装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図である。
【図２】DVB-C2信号の例を示す図である。
【図３】C2 Frameの構成を示す図である。
【図４】狭帯域ノッチが存在する場合のC2 Frameの構成を示す図である。
【図５】狭帯域ノッチが存在するDVB-C2信号の周波数スペクトラムの例を示す図である。
【図６】広帯域ノッチが存在する場合のC2 Frameの構成を示す図である。
【図７】ノッチ帯域適応フィルタ設定処理について説明するフローチャートである。
【図８】受信処理について説明するフローチャートである。
【図９】妨害除去フィルタ部のフィルタ処理を説明する図である。
【図１０】妨害除去フィルタ部のフィルタ処理を説明する図である。
【図１１】第２の受信処理について説明する図である。
【図１２】第２の受信処理について説明する図である。
【図１３】第２の受信処理について説明するフローチャートである。
【図１４】閾値判断対象の信号レベルの例について説明する図である。
【図１５】本技術が適用されたコンピュータの一実施の形態の構成例を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
［受信装置の構成例］
　図１は、本技術が適用された受信装置の一実施の形態の構成例を示している。
【００１８】
　図１の受信装置１は、図示せぬ放送局の送信装置から送信されてくるOFDM信号の放送波
を受信するOFDM受信装置である。
【００１９】
　アンテナ１１は、送信されてくるOFDM信号の放送波（RF信号）を受信し、その放送波を
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チューナ１２に出力する。
【００２０】
　チューナ１２は、演算部１２ａと局部発振器１２ｂから構成される。
【００２１】
　演算部１２ａは、アンテナ１１からのRF信号と、局部発振器１２ｂからの信号を乗算す
ることによってRF信号をIF(Intermediate Frequency)信号に周波数変換し、IF信号を妨害
除去フィルタ部１３に出力する。局部発振器１２ｂは、所定の周波数の正弦波の信号を発
振し、演算部１２ａに出力する。
【００２２】
　妨害除去フィルタ部１３には、OFDM信号が無信号である帯域を示す帯域情報が、伝送パ
ラメータ解釈部２０から供給される。換言すれば、伝送パラメータ解釈部２０から供給さ
れる帯域情報が示す帯域で受信される信号は、受信希望ではない妨害信号であり、帯域情
報は妨害信号のありうる周波数帯域を示す情報である。妨害除去フィルタ部１３は、伝送
パラメータ解釈部２０から供給される帯域情報に基づいて、その周波数帯域の妨害信号を
除去するフィルタ処理を施す。具体的には、妨害除去フィルタ部１３は、伝送パラメータ
解釈部２０から指定された周波数帯域に対して、バンドパスフィルタ(Band Pass Filter)
またはノッチフィルタ(Notch Filter)によるフィルタ処理を施し、フィルタ処理後のIF信
号をAGC部１４に出力する。
【００２３】
　AGC (Automatic Gain Control) 部１４は、妨害除去フィルタ部１３からのIF信号に対
して、信号レベルが一定になるようにゲイン制御を行う。AGC部１４は、ゲイン制御後のI
F信号をA/D変換部１５に出力する。
【００２４】
　A/D変換部１５は、AGC部１４からのIF信号をA/D変換し、デジタルのIF信号を直交復調
部１６に出力する。
【００２５】
　直交復調部１６は、所定の周波数のキャリアを用いて、A/D変換部１５からのIF信号を
直交復調し、ベースバンドのOFDM信号をOFDM復調部１７に出力する。直交復調部１６から
出力されるベースバンドのOFDM信号を、以下では、OFDM時間領域信号という。OFDM時間領
域信号は、直交復調された結果、実軸成分（Ｉ成分）と虚軸成分（Ｑ成分）を含んだ複素
信号となっている。
【００２６】
　OFDM復調部１７は、同期部３１、FFT演算部３２、およびOFDM等化部３３により構成さ
れる。
【００２７】
　同期部３１は、OFDM方式による信号伝送の単位であるOFDMシンボルの同期をとる。即ち
、同期部３１は、FFT演算部３２においてFFTを行う信号区間であるFFT区間の開始位置を
決定する。同期部３１は、FFT前のOFDM時間領域信号に基づいてFFT区間の開始位置を決定
することができるが、OFDM等化部３３において等化処理が行われた後は、伝送路の歪みを
補正して得られた等化信号に基づいてFFT区間の開始位置を決定することができる。この
場合、OFDM等化部３３から、伝送路の歪みを補正して得られた等化信号に基づいて決定さ
れた同期制御信号が供給される。
【００２８】
　FFT演算部３２は、直交復調部１６からのOFDM時間領域信号に対し、同期部３１で決定
されたFFT区間の開始位置から、有効シンボル長の区間をFFT区間に設定する。そして、FF
T演算部３２は、OFDM時間領域信号からFFT区間の信号を抽出し、抽出した信号に対してFF
T演算を行う。FFT演算部３２によるFFT演算により、サブキャリアで送信されてきたデー
タ、すなわち、IQ平面上の伝送シンボルを表すOFDM信号が得られる。OFDM時間領域信号に
対するFFT演算により得られるOFDM信号は周波数領域の信号であり、以下、FFT演算が行わ
れた後のOFDM信号を、適宜、OFDM周波数領域信号という。
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【００２９】
　OFDM等化部３３は、FFT演算が行われた後のOFDM周波数領域信号に対し、受信信号の振
幅および位相が送信されたものと等しくなるようにする等化処理を行い、その結果得られ
る等化信号を出力する。
【００３０】
　各サブキャリアに対する変調方式としてQAM系の変調方式を用いるOFDM方式においては
、伝送時にマルチパス等の影響を受けることにより、キャリア毎に、振幅および位相が送
信時のものと受信時のものとで異なるものになってしまう。例えば、山や建物による反射
、SFN(Single Frequency Network)によってマルチパスの影響が生じる。
【００３１】
　OFDM方式では、送信信号に、所定の振幅および所定の位相を有する既知信号がパイロッ
ト信号として伝送シンボル内に離散的に挿入されている。受信側では、パイロット信号の
振幅および位相に基づいて伝送路の周波数特性を求め、受信信号が等化される。
【００３２】
　誤り訂正部１８は、OFDM等化部３３から供給された等化信号に対してデインタリーブ処
理を施し、さらに、デンパンクチャ、ビタビ復号、拡散信号除去、RS復号などの処理を施
す。誤り訂正部１８は、各種の処理を施すことによって得られた復号データ（トランスポ
ートストリーム）を後段の外部出力部や出力バッファ等に出力する。
【００３３】
　また、誤り訂正部１８は、デインタリーブ処理、誤り訂正処理等の処理後の復号データ
のうち、伝送制御情報としての各種の伝送パラメータを、制御部１９の伝送パラメータ解
釈部２０に出力する。
【００３４】
　制御部１９は、受信装置１内の各部を制御する。例えば、制御部１９は、図示せぬ操作
部で設定された受信チャネルに応じて、受信周波数を設定する。即ち、受信周波数に対応
して所定の周波数が局部発振器１２ｂから出力されるように、局部発振器１２ｂの発振周
波数が設定される。
【００３５】
　また、制御部１９は、伝送パラメータ解釈部２０を有し、伝送パラメータ解釈部２０は
、誤り訂正部１８から供給される伝送パラメータを解釈し、受信装置１を構成する各部に
、必要な情報を適宜供給する。
【００３６】
　例えば、伝送パラメータ解釈部２０は、伝送パラメータの一つとして、受信装置１が受
信可能な周波数帯域のなかで、無信号の帯域を示す帯域情報を取得する。そして、伝送パ
ラメータ解釈部２０は、取得した帯域情報を妨害除去フィルタ部１３に供給する。
【００３７】
　以上のように構成される受信装置１は、受信するOFDM信号に、信号を伝送しない周波数
帯域が存在し、その情報が伝送パラメータとして得られる場合、その情報に基づいて、受
信したOFDM信号にフィルタ処理を施すことで、受信性能を向上させることができる。
【００３８】
　そこで、受信するOFDM信号に信号を伝送しない周波数帯域が存在し、その情報が伝送パ
ラメータとして得られる場合の例として、第２世代欧州ケーブルデジタル放送規格である
DVB-C2を例に受信装置１の受信処理について説明する。
【００３９】
［DVB-C2の信号］
　初めに、DVB-C2の信号（以下、DVB-C2信号とも称する。）について説明する。
【００４０】
　図２は、DVB-C2信号の例を示す図である。図２の横軸は周波数を表す。DVB-C2の１つの
信号はC2 Systemと呼ばれ、Preamble SymbolとData Symbolから構成される。規格上、１
つのC2 Systemは最大3.5GHz程度の帯域幅を有する信号となる。
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【００４１】
　Preamble Symbolは、伝送制御情報であるL1情報（L1 signaling part 2 data）の伝送
に用いられるシンボルである。信号を伝送しない周波数帯域についての情報は、このL1情
報の一部として送信される。Preamble Symbolを用いて、3408キャリア周期（OFDMの3408
のサブキャリア周期）で同じ情報が繰り返し送信される。3408キャリアは7.61MHzの周波
数帯域に相当する。
【００４２】
　Data Symbolは番組データなどのTS(Transport Stream)の伝送に用いられるシンボルで
ある。Data SymbolはData Sliceと呼ばれるブロックに分割される。例えばData Slice １
（DS1）とData Slice ２（DS2）とではそれぞれ異なる番組のデータが伝送される。Data 
Sliceの数などの、各Data Sliceに関するパラメータもL1情報に含まれる。
【００４３】
　図２において黒で塗りつぶして示される周波数帯域は、FM放送、警察用の無線放送、軍
事用の無線放送などに用いられる周波数帯域であり、C2 Systemの送信には用いられない
帯域である。即ち、黒で塗りつぶして示される周波数帯域は、C2 Systemでは、送信装置
が出力する送信信号のうちの無信号の帯域であり、ノッチ帯域と呼ばれている。
【００４４】
　ノッチ帯域には、帯域幅が48サブキャリア未満の狭帯域ノッチ（Narrowband Notch）と
、47サブキャリアより大きい（48サブキャリア以上の）広帯域ノッチ（Broadband Notch
）とがある。
【００４５】
　ノッチ（Notch）の数や各ノッチ帯域の帯域幅などのノッチ帯域の情報が、伝送パラメ
ータとして、伝送制御情報であるL1情報に含まれている。
【００４６】
［C2 Frameの構成］
　図３は、C2 Frameの構成を示す図である。C2 Frameは、少なくとも１つのPreamble Sym
bolと、複数のData Symbolとから構成される。図３の横軸は周波数を表し、縦軸は時間（
シンボル）を表す。
【００４７】
　Preamble Symbolは、時間方向に見たときに１乃至８シンボルの間、3408サブキャリア
周期で繰り返し送信される。図３において同じ数字を付して示すPreamble Symbolのブロ
ックは同じL1情報の送信に用いられているPreamble Symbolを表す。
【００４８】
　また、Preamble Symbolに続けて、時間方向に見たときに448シンボルの間、Data Symbo
lが送信される。図３の例においては、Data Slice ０乃至３のデータがそれぞれ448のDat
a Symbolを用いて送信されている。
【００４９】
［狭帯域ノッチ］
　図４は、狭帯域ノッチが存在する場合のC2 Frameの構成を示している。
【００５０】
　狭帯域ノッチの帯域幅は48サブキャリア未満であり、狭帯域ノッチは、3408サブキャリ
アに１つと規定されている。Data Symbolのノッチ帯域にはデータは含まれず、ノッチ帯
域のPreamble SymbolのL1情報は、誤り訂正処理によって取得（復元）できる。
【００５１】
　図５は、狭帯域ノッチが存在するDVB-C2信号の周波数スペクトラムの例を示している。
【００５２】
　図５で示されるように、他の無線信号で使用されている帯域、即ち、他の無線信号のパ
ワー（電力レベル）が大となっている帯域においては、DVB-C2信号のパワーが小さくなっ
ている。DVB-C2信号ではない信号は、受信装置１にとってはすべて妨害信号となる。
【００５３】
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［広帯域ノッチ］
　図６は、広帯域ノッチが存在する場合のC2 Frameの構成を示している。
【００５４】
　広帯域ノッチの帯域幅は47サブキャリアより大であり、広帯域ノッチは、２つのData S
liceの間に配置される。また、広帯域ノッチは、3408サブキャリア以上の間隔をあけて配
置される。従って、ノッチ帯域には、Preamble SymbolのL1情報、および、Data Symbolの
データは含まれていない。
【００５５】
　このように、DVB-C2においては、各チャネルの間にガードバンドを設ける必要がなく、
また、Notchに挟まれた比較的狭い帯域をもデータの伝送に使うことができるため、周波
数帯域の有効利用が可能になっている。受信装置１は、最大で3408サブキャリア分の7.61
MHzの帯域幅の受信周波数帯を設定してその範囲内の信号を受信し、L1情報を復号した後
、復号したL1情報に基づいて番組データを復号する。
【００５６】
［ノッチ帯域適応フィルタ設定処理］
　図７のフローチャートを参照して、受信装置１のノッチ帯域適応フィルタ設定処理につ
いて説明する。この処理は、L1情報に含まれるノッチ帯域の情報に基づいて、妨害除去フ
ィルタ部１３のフィルタ設定を行う処理である。
【００５７】
　初めに、ステップＳ１において、制御部１９は、図示せぬ操作部で設定された受信チャ
ネルに応じて、受信周波数を設定する。これにより、受信チャネルに応じた中心周波数と
受信帯域幅が設定される。
【００５８】
　ステップＳ２において、チューナ１２は、アンテナ１１で受信されたRF信号を、IF信号
に周波数変換して出力する。チューナ１２から出力されたIF信号は、妨害除去フィルタ部
１３を介して、AGC部１４に供給される。
【００５９】
　ステップＳ３において、AGC部１４は、供給されたIF信号に対してAGCを行う。即ち、AG
C部１４は、IF信号の信号レベルが一定になるようにゲイン制御して、制御後のIF信号をA
/D変換部１５に出力する。
【００６０】
　ステップＳ４において、A/D変換部１５は、AGC部１４からのIF信号をA/D変換し、デジ
タルのIF信号を直交復調部１６に出力する。
【００６１】
　ステップＳ５において、直交復調部１６は、所定の周波数のキャリアを用いて、A/D変
換部１５からのIF信号を直交復調し、OFDM時間領域信号をOFDM復調部１７に出力する。
【００６２】
　ステップＳ６において、OFDM復調部１７の同期部３１は、OFDMシンボルの同期をとる。
即ち、同期部３１は、FFT演算部３２においてFFT演算を行う信号区間であるFFT区間の開
始位置を決定する。決定されたFFT区間の開始位置の情報は、後段のFFT演算部３２に供給
される。
【００６３】
　ステップＳ７において、FFT演算部３２は、OFDM時間領域信号に対し、FFT演算を行う。
より具体的には、FFT演算部３２は、同期部３１で決定されたFFT区間の開始位置に基づい
てFFT区間を設定し、OFDM時間領域信号からFFT区間の信号を抽出する。そして、FFT演算
部３２は、抽出したOFDM時間領域信号に対してFFT演算を行う。
【００６４】
　ステップＳ８において、OFDM等化部３３は、FFT演算が行われた後のOFDM周波数領域信
号に対し、受信信号の振幅および位相が送信されたものと等しくなるようにする等化処理
を行う。
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【００６５】
　ステップＳ９において、誤り訂正部１８は、OFDM等化部３３から供給された等化信号に
対してデインタリーブ処理を施し、さらに、デンパンクチャ、ビタビ復号、拡散信号除去
、RS復号などの処理を施す。そして、誤り訂正部１８は、各種の処理を施すことによって
得られた復号データから、伝送制御情報であるL1情報を抽出し、制御部１９の伝送パラメ
ータ解釈部２０に供給する。
【００６６】
　ステップＳ１０において、伝送パラメータ解釈部２０は、L1情報を解釈（解析）し、受
信するDVB-C2信号にノッチ帯域が存在するかを判定する。
【００６７】
　ステップＳ１０で、ノッチ帯域が存在すると判定された場合、処理はステップＳ１１に
進み、伝送パラメータ解釈部２０は、ノッチ帯域が広帯域ノッチであるかを判定する。
【００６８】
　ステップＳ１１で、ノッチ帯域が広帯域ノッチであると判定された場合、処理はステッ
プＳ１２に進み、伝送パラメータ解釈部２０は、受信周波数帯域に対応するバンドバスフ
ィルタを妨害除去フィルタ部１３に設定する。この伝送パラメータ解釈部２０による制御
後、妨害除去フィルタ部１３は、受信周波数帯域の信号を通過させるバンドバスフィルタ
として動作する。
【００６９】
　一方、ステップＳ１１で、ノッチ帯域が広帯域ノッチではない、即ち、狭帯域ノッチで
あると判定された場合、処理はステップＳ１３に進み、伝送パラメータ解釈部２０は、ノ
ッチ帯域に対応するノッチフィルタ（帯域制限フィルタ）を妨害除去フィルタ部１３に設
定する。この伝送パラメータ解釈部２０による制御後、妨害除去フィルタ部１３は、ノッ
チ帯域の信号を抑制するノッチフィルタとして動作する。
【００７０】
　ステップＳ１２またはＳ１３により、妨害除去フィルタ部１３に、所定のフィルタ設定
がなされると、処理は終了する。
【００７１】
　また、ステップＳ１０で、ノッチ帯域が存在しないと判定された場合も、処理は終了す
る。なお、ノッチ帯域が存在しないと判定された場合においても、広帯域ノッチが存在す
る場合と同様、受信周波数帯域に対応するバンドバスフィルタを妨害除去フィルタ部１３
に設定するようにしてもよい。
【００７２】
［受信処理］
　図８のフローチャートを参照して、図７の処理後の受信装置１の受信処理について説明
する。
【００７３】
　初めに、ステップＳ３１において、チューナ１２は、アンテナ１１で受信されたRF信号
を、IF信号に周波数変換して出力する。
【００７４】
　ステップＳ３２において、妨害除去フィルタ部１３は、図７のノッチ帯域適応フィルタ
設定処理によるフィルタ設定に基づき、チューナ１２からのIF信号に対してフィルタ処理
を施す。
【００７５】
　図９は、DVB-C2信号に広帯域ノッチが存在し、妨害除去フィルタ部１３にバンドパスフ
ィルタが設定された場合の、妨害除去フィルタ部１３のフィルタ処理を説明する図である
。
【００７６】
　図９において台形や三角形の波形は、図５で示したDVB-C2信号と妨害信号の周波数スペ
クトラムを模式的に表したものである（後述する図１０でも同様）。
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【００７７】
　図９に示すように、受信周波数帯域に隣接して広帯域ノッチが存在する場合でも、妨害
除去フィルタ部１３は、受信周波数帯域のDVB-C2信号を通過させるバンドバスフィルタと
して動作するので、妨害信号を抑制したDVB-C2信号をAGC部１４に出力することができる
。なお、ノッチ帯域の信号を抑制し、受信周波数帯域のDVB-C2信号を通過させる特性のフ
ィルタであれば、バンドパスフィルタの代わりに、ノッチ帯域と受信周波数帯域との関係
に応じてローパスフィルタまたはハイパスフィルタを採用してもよい。
【００７８】
　図１０は、DVB-C2信号に狭帯域ノッチが存在し、妨害除去フィルタ部１３にノッチフィ
ルタが設定された場合の、妨害除去フィルタ部１３のフィルタ処理を説明する図である。
【００７９】
　図１０に示すように、受信周波数帯域内に狭帯域ノッチが存在する場合でも、妨害除去
フィルタ部１３は、受信周波数帯域内のノッチ帯域の信号を抑制するノッチフィルタとし
て動作するので、妨害信号を抑制したDVB-C2信号をAGC部１４に出力することができる。
【００８０】
　図８に戻り、ステップＳ３３において、AGC部１４は、フィルタ処理後のIF信号に対し
てAGCを行う。
【００８１】
　ステップＳ３４において、A/D変換部１５は、AGC部１４からのIF信号をA/D変換し、デ
ジタルのIF信号を直交復調部１６に出力する。
【００８２】
　ステップＳ３５において、直交復調部１６は、所定の周波数のキャリアを用いて、A/D
変換部１５からのIF信号を直交復調し、OFDM時間領域信号をOFDM復調部１７に出力する。
【００８３】
　ステップＳ３６において、OFDM復調部１７の同期部３１は、OFDMシンボルの同期をとる
。
【００８４】
　ステップＳ３７において、FFT演算部３２は、FFT区間のOFDM時間領域信号に対してFFT
演算を行う。
【００８５】
　ステップＳ３８において、OFDM等化部３３は、FFT演算が行われた後のOFDM周波数領域
信号に対し、等化処理を行う。
【００８６】
　ステップＳ３９において、誤り訂正部１８は、OFDM等化部３３から供給された等化信号
に対してデインタリーブ処理を施し、さらに、デンパンクチャ、ビタビ復号、拡散信号除
去、RS復号などの処理を施す。そして、誤り訂正部１８は、各種の処理を施すことによっ
て得られた、受信チャネルに対応する番組データとしてのトランスポートストリームを後
段の外部出力部や出力バッファ等に出力して、処理を終了する。
【００８７】
　以上のように、受信装置１の受信処理では、妨害除去フィルタ部１３が、ノッチ帯域適
応フィルタ設定処理によるフィルタ設定に応じたフィルタ処理を常に行う。
【００８８】
　これにより、妨害除去フィルタ部１３のAGC部１４には、妨害信号が抑制されたDVB-C2
信号を供給することができる。
【００８９】
　図１の例では、妨害除去フィルタ部１３がAGC部１４の前段に配置されていたが、妨害
除去フィルタ部１３は、少なくともFFT演算部３２より前段に配置すればよく、例えば、
同期部３１やFFT演算部３２の前でもよい。配置された場所より後段に出力されるDVB-C2
信号は、妨害信号が及ぼし得る受信周波数帯域（希望信号帯域）に対する望ましくない影
響が抑制されたものとなり、結果として、受信装置１の受信性能を向上することができる
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【００９０】
　AGC部１４の前段に妨害除去フィルタ部１３を配置することで、妨害信号電力の変動に
よるAGC偏向による受信希望信号の振幅の偏向を抑制することができる。
【００９１】
　FFT演算部３２の前段に妨害除去フィルタ部１３を配置することで、特定周波数に信号
電力が偏ることによる量子化精度の劣化を抑制することができる。また、特定周波数に信
号電力が偏ることによる、FFT処理時のクリッピングの誤差の拡散を抑制し、受信希望信
号への影響を抑制することができる。
【００９２】
［受信処理のその他の例］
　次に、受信装置１の受信処理のその他の例について説明する。
【００９３】
　図１１は、受信周波数帯域内に狭帯域ノッチが存在し、妨害除去フィルタ部１３がノッ
チフィルタとしてのフィルタ処理を行っている例を示している。
【００９４】
　図１０に示した例と異なり、図１１に示されるように、妨害信号の信号レベルが低い場
合は、ノッチフィルタを用いた妨害除去の影響よりも、フィルタ処理によるDVB-C2信号の
減衰の影響の方が大きく、全体として受信性能が劣化することも考えられる。
【００９５】
　図１１において、フィルタ処理後の波形において白抜きで示された三角形の部分が、フ
ィルタ処理によるDVB-C2信号の減衰部分に相当する。
【００９６】
　そこで、受信装置１の受信処理のその他の例である第２の受信処理では、図１２に示す
処理が行われる。
【００９７】
　妨害除去フィルタ部１３は、ノッチ帯域内の妨害信号の信号レベル（ピーク電力レベル
）を検出する。そして、ノッチ帯域内の妨害信号の信号レベルが予め設定した所定の閾値
より大きい場合、妨害除去フィルタ部１３は、上述したように、ノッチ帯域内の妨害信号
を抑制するノッチフィルタによるフィルタ処理を施す。
【００９８】
　一方、ノッチ帯域内の妨害信号の信号レベルが予め設定した所定の閾値以下である場合
、妨害除去フィルタ部１３は、ノッチフィルタによるフィルタ処理を実行せず、入力され
たIF信号をそのままAGC部１４に出力する。なお、広帯域ノッチについては、上述した第
１の受信処理と同様、常に、バンドパスフィルタによるフィルタ処理が実行される。
【００９９】
［受信処理］
　図１３は、図１１および図１２を参照して説明した第２の受信処理を説明するフローチ
ャートである。なお、図１３の処理では、図７のノッチ帯域適応フィルタ設定処理により
、妨害除去フィルタ部１３に対し、狭帯域ノッチに対応するノッチフィルタが設定されて
いるものとする。
【０１００】
　初めに、ステップＳ５１において、チューナ１２は、アンテナ１１で受信されたRF信号
を、IF信号に周波数変換して出力する。
【０１０１】
　ステップＳ５２において、妨害除去フィルタ部１３は、ノッチ帯域内の妨害信号の信号
レベル（ピーク電力レベル）を検出する。
【０１０２】
　そして、ステップＳ５３において、妨害除去フィルタ部１３は、ノッチ帯域内の妨害信
号の信号レベル（ピーク電力レベル）が予め設定した所定の閾値より大きいかを判定する



(12) JP 2012-191430 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

。
【０１０３】
　ステップＳ５３で、ノッチ帯域内の妨害信号の信号レベルが予め設定した所定の閾値よ
り大きいと判定された場合、処理はステップＳ５４に進み、妨害除去フィルタ部１３は、
チューナ１２からのIF信号に対してノッチフィルタによるフィルタ処理を施す。
【０１０４】
　一方、ステップＳ５３で、ノッチ帯域内の妨害信号の信号レベルが予め設定した所定の
閾値以下であると判定された場合、上述したステップＳ５４の処理がスキップされる。
【０１０５】
　その後のステップＳ５５乃至Ｓ６１の処理は、上述した図８のステップＳ３３乃至Ｓ３
９と同様であるので、説明は省略する。
【０１０６】
　以上のように、受信装置１の第２の受信処理では、妨害除去フィルタ部１３でノッチフ
ィルタが設定されている場合において、ノッチ帯域内の妨害信号の信号レベル（ピーク電
力レベル）が予め設定した所定の閾値より大きい場合にのみ、フィルタ処理が施される。
【０１０７】
　これにより、妨害信号の信号レベルが高い場合は、フィルタ処理によるDVB-C2信号の減
衰の影響よりも、ノッチフィルタを用いた妨害除去の効果の方が大きくなる。一方、妨害
信号の信号レベルが低い場合は、ノッチフィルタを用いた妨害除去の効果よりも、フィル
タ処理によるDVB-C2信号の減衰の影響の方が大きくなるため、ノッチフィルタのフィルタ
処理が実行されない。従って、受信装置１全体として、受信性能の劣化を少なくし、受信
性能を向上することができる。
【０１０８】
　なお、上述した第２の受信処理では、図１４Ａに示されるように、ノッチ帯域内の妨害
信号の信号レベルのピーク値が予め設定した所定の閾値を超えているか否かによって、ノ
ッチフィルタのフィルタ処理を実行するか否かが判断された。
【０１０９】
　しかし、図１４Ｂに示されるように、ノッチ帯域内の妨害信号の信号レベルの総和が予
め設定した所定の閾値を超えているか否かによって、ノッチフィルタのフィルタ処理を実
行するか否かを判断するようにしてもよい。
【０１１０】
［コンピュータの構成例］
　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、コンピュータにインストールされる。ここで、コン
ピュータには、専用のハードウエアに組み込まれているコンピュータや、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が含まれる。
【０１１１】
　図１５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エ
アの構成例を示すブロック図である。
【０１１２】
　コンピュータにおいて、CPU（Central Processing Unit）１０１，ROM（Read Only Mem
ory）１０２，RAM（Random Access Memory）１０３は、バス１０４により相互に接続され
ている。
【０１１３】
　バス１０４には、さらに、入出力インタフェース１０５が接続されている。入出力イン
タフェース１０５には、入力部１０６、出力部１０７、記憶部１０８、通信部１０９、ド
ライブ１１０、及びチューナ１１２が接続されている。
【０１１４】
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　入力部１０６は、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる。出力部１０７は、
ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部１０８は、ハードディスクや不揮発性のメ
モリなどよりなる。通信部１０９は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドライ
ブ１１０は、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
ムーバブル記録媒体１１１を駆動する。
【０１１５】
　チューナ１１２は、図１のチューナ１２と同様、図示せぬアンテナまたは、通信部１０
９を介してOFDM信号の放送波を受信し、受信周波数帯域のＩＦ信号を出力する。
【０１１６】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU１０１が、例えば、記憶部１０８に記
憶されているプログラムを、入出力インタフェース１０５及びバス１０４を介して、RAM
１０３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。
【０１１７】
　コンピュータでは、プログラムは、リムーバブル記録媒体１１１をドライブ１１０に装
着することにより、入出力インタフェース１０５を介して、記憶部１０８にインストール
することができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット
、デ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、通信部１０９で受信
し、記憶部１０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM１０２
や記憶部１０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１１８】
　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。
【０１１９】
　本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨
を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【０１２０】
　上述した実施の形態は、DVB-C2信号を受信する受信装置１の例について説明したが、信
号を伝送しない周波数帯域が、送信されてきた制御情報を取得することで既知となる信号
を受信する受信装置であれば、本技術は適用可能である。
【０１２１】
　本技術は以下のような構成も取ることができる。
【０１２２】
（１）
　送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域を示す帯域情報を取得する取得部と
、
　前記帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上の信号が検出された場合にフィ
ルタ処理を行うフィルタ処理部と
　を備える受信装置。
【０１２３】
（２）
　前記フィルタ処理部は、前記帯域情報に基づいて、常に、フィルタ処理を行う
　前記（１）に記載の受信装置。
【０１２４】
（３）
　前記フィルタ処理部は、前記帯域情報に基づいて、所定レベル以上の信号が検出された
場合にのみ、フィルタ処理を行う
　前記（１）に記載の受信装置。
【０１２５】
（４）
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　前記帯域情報で示される前記帯域の帯域幅が、所定の帯域幅未満の狭帯域と、前記所定
の帯域以上の広帯域の少なくとも２種類ある
　前記（１）に記載の受信装置。
【０１２６】
（５）
　前記フィルタ処理部は、前記帯域情報で示される前記帯域の帯域幅が前記広帯域につい
ての情報である場合は常に、フィルタ処理を行う
　前記（４）に記載の受信装置。
【０１２７】
（６）
　前記フィルタ処理部は、前記帯域情報で示される前記帯域の帯域幅が前記狭帯域につい
ての情報である場合も常に、フィルタ処理を行う
　前記（５）に記載の受信装置。
【０１２８】
（７）
　送信されてくるDVB-C2のOFDM信号を受信し、前記制御情報は、DVB-C2のL1情報である
　前記（１）乃至（６）のいずれかに記載の受信装置。
【０１２９】
（８）
　前記フィルタ処理部は、時間領域のOFDM信号を周波数領域のOFDM信号に変換するFFT演
算部より前段に配置される
　前記（１）乃至（７）のいずれかに記載の受信装置。
【０１３０】
（９）
　前記フィルタ処理部は、前記FFT演算部の前に配置される
　前記（８）に記載の受信装置。
【０１３１】
（１０）
　前記フィルタ処理部は、IF信号のゲイン制御を行うAGC部の前に配置される
　前記（８）に記載の受信装置。
【０１３２】
（１１）
　送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域を示す帯域情報を取得し、
　前記帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上の信号が検出された場合にフィ
ルタ処理を行う
　ステップを含む受信装置の受信方法。
【０１３３】
（１２）
　コンピュータに、
　送信されてきた制御情報に含まれる、無信号の帯域を示す帯域情報を取得する取得部と
、
　前記帯域情報に基づいて、少なくとも、所定レベル以上の信号が検出された場合にフィ
ルタ処理を行うフィルタ処理部
　として機能させるためのプログラム。
【符号の説明】
【０１３４】
　１　受信装置，　１３　妨害除去フィルタ部，　１４　AGC部，　１７　OFDM復調部，
　１８　誤り訂正部，　１９　制御部，　２０　伝送パラメータ解釈部，　３１　同期部
，　３２　FFT演算部，　３３　OFDM等化部
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