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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる位置に設置された複数の送信装置からOFDM方式で送信された信号が結果的に合成
されたOFDM信号を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得された前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置間で
位相が同じスキャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の送信
装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、前記
第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどちらか
一方のＳＰ信号を用いて、前記取得手段により取得された前記OFDM信号のうち所定区間の
信号に対して施されるFFTのトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、
　前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタ
の中心位置を求める処理を行うフィルタ中心位置探索手段と、
　前記第１のＳＰ信号および前記第２のＳＰ信号を用いて、前記取得手段により取得され
た前記OFDM信号の等化処理を行う等化手段と
　を備える受信装置。
【請求項２】
　前記第２のＳＰ信号は、前記複数の送信装置間で位相が反転しているスキャッタードパ
イロット信号である
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項３】
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　前記一方のＳＰ信号は、前記第１のＳＰ信号である
　請求項１に記載の受信装置。
【請求項４】
　受信装置が、
　異なる位置に設置された複数の送信装置からOFDM方式で送信された信号が結果的に合成
されたOFDM信号を取得し、
　取得された前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置間で位相が同じスキャッ
タードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の送信装置間で位相が異な
るスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、前記第２のＳＰ信号に基
づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどちらか一方のＳＰ信号を用
いて、取得された前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFTのトリガ位置
を求める処理を行い、
　前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタ
の中心位置を求める処理を行い、
　前記両方のＳＰ信号を用いて、取得された前記OFDM信号の等化処理を行うステップを
　含む受信方法。
【請求項５】
　異なる位置に設置された複数の送信装置からOFDM方式で送信された信号が結果的に合成
されたOFDM信号を取得する取得手段と、
　取得された前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置間で位相が同じスキャッ
タードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の送信装置間で位相が異な
るスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、前記第２のＳＰ信号に基
づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどちらか一方のＳＰ信号を用
いて、取得された前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFTのトリガ位置
を求める処理を行うシンボル同期手段と、
　前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタ
の中心位置を求める処理を行うフィルタ中心位置探索手段と、
　前記両方のＳＰ信号を用いて、前記取得手段により取得された前記OFDM信号の等化処理
を行う等化手段と
　して、コンピュータを機能させるためのプログラム。
【請求項６】
　伝送路を介して信号を取得する取得手段と、
　前記伝送路を介して取得した信号に対して、復調処理を少なくとも含む伝送路復号処理
を施す伝送路復号処理部と
　を含み、
　前記伝送路を介して取得した信号は、異なる位置に設置された複数の送信装置から複数
の前記伝送路を介してOFDM方式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号であり、
　前記伝送路復号処理部は、前記復調処理の一部の処理として、
　複数の前記伝送路を介して取得した前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置
間で位相が同じスキャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の
送信装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、
前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどち
らか一方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFT
のトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、
　前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタ
の中心位置を求める処理を行うフィルタ中心位置探索手段と、
　前記両方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号の等化処理を行う等化手段と
　を備える受信システム。
【請求項７】
　伝送路を介して取得した信号に対して、復調処理を少なくとも含む伝送路復号処理を施
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す伝送路復号処理部と、
　前記伝送路復号処理が施された信号に対して、圧縮された情報を元の情報に伸長する処
理を少なくとも含む情報源復号処理を施す情報源復号処理部と
　を含み、
　前記伝送路を介して取得した信号は、異なる位置に設置された複数の送信装置から複数
の前記伝送路を介してOFDM方式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号であり、
　前記伝送路復号処理部は、前記復調処理の一部の処理として、
　複数の前記伝送路を介して取得した前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置
間で位相が同じスキャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の
送信装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、
前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどち
らか一方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFT
のトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、
　前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタ
の中心位置を求める処理を行うフィルタ中心位置探索手段と、
　前記両方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号の等化処理を行う等化手段と
　を備える受信システム。
【請求項８】
　伝送路を介して取得した信号に対して、復調処理を少なくとも含む伝送路復号処理を施
す伝送路復号処理部と、
　前記伝送路復号処理が施された信号に基づいて、画像又は音声を出力する出力部と
　を含み、
　前記伝送路を介して取得した信号は、異なる位置に設置された複数の送信装置から複数
の前記伝送路を介してOFDM方式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号であり、
　前記伝送路復号処理部は、前記復調処理の一部の処理として、
　複数の前記伝送路を介して取得した前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置
間で位相が同じスキャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の
送信装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、
前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどち
らか一方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFT
のトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、
　前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタ
の中心位置を求める処理を行うフィルタ中心位置探索手段と、
　前記両方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号の等化処理を行う等化手段と
　を備える受信システム。
【請求項９】
　伝送路を介して取得した信号に対して、復調処理を少なくとも含む伝送路復号処理を施
す伝送路復号処理部と、
　前記伝送路復号処理が施された信号を記録する記録部と
　を含み、
　前記伝送路を介して取得した信号は、異なる位置に設置された複数の送信装置から複数
の前記伝送路を介してOFDM方式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号であり、
　前記伝送路復号処理部は、前記復調処理の一部の処理として、
　複数の前記伝送路を介して取得した前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置
間で位相が同じスキャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の
送信装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、
前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどち
らか一方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFT
のトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、
　前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタ
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の中心位置を求める処理を行うフィルタ中心位置探索手段と、
　前記両方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号の等化処理を行う等化手段と
　を備える受信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受信装置および方法、プログラム、並びに受信システムに関し、特に、MISO
方式により送出された信号を、効率的に復調することができるようにした受信装置および
方法、プログラム、並びに受信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、デジタル信号を伝送する方式として、直交周波数分割多重（OFDM）方式と呼ばれ
る変調方式が用いられている。このOFDM方式は、伝送帯域内に多数の直交する副搬送波を
用意し、それぞれの副搬送波の振幅および位相にデータを割り当て、PSK（Phase Shift K
eying）やQAM（Quadrature Amplitude Modulation）によりデジタル変調する方式である
。OFDM時間領域信号は、OFDMシンボルと呼ばれるシンボル単位で伝送される。
【０００３】
　OFDM方式は、マルチパス妨害の影響を強く受ける地上波デジタル放送に適用されること
が多い。このようなOFDM方式を採用した地上波デジタル放送としては、例えばDVB-T（Dig
ital Video Broadcasting-Terrestrial）やISDB-T（Integrated Services Digital Broad
casting-Terrestrial）等の規格がある。
【０００４】
　図１を参照して、上述したOFDM方式で変調された信号を受信する受信装置の構成例につ
いて説明する。
【０００５】
　図１の例においては、受信装置１は、アンテナ１１、AD(Analog to Digital)変換部１
２、FFT部１３、等化部１４、および誤り訂正部１５を含んで構成される。
【０００６】
　アンテナ１１は、放送局などの送信装置２から送信されるデジタル放送の信号を受信し
、FFT部１３に供給する。FFT部１３は、等化器１４からのトリガ位置の指示に基づいて、
アンテナ１１からの信号に対して、FFT演算を行い、FFT演算後の信号を、等化部１４に供
給する。
【０００７】
　等化部１４は、FFT演算後の信号からSP信号を抽出し、抽出したSP信号を用いて、送信
装置２から受信装置１に到達する伝送路の時間域でのインパルス応答（伝送路特性）を示
す伝送路プロファイルなどを求めることにより、信号の復調処理を行う。
【０００８】
　ここで、SP信号（Scattered Pilot信号）とは、受信装置１側において伝送路特性（周
波数特性）を推定するために用いられる分散パイロット信号をいう。OFDM伝送フレームを
形成するOFDMシンボルとしては、データを伝送するデータ搬送波の他に、このSP信号も存
在する。すなわち、SP信号も、それぞれのキャリアに割り当てられる。
【０００９】
　図２は、OFDMシンボル内のSP信号の配置パターンを示している。図３および図４は、図
２のSP信号による時間補間後の例を示している。図５は、図２のSP信号による空間補間後
の例を示している。なお、図２乃至図５において、横軸は、OFDM信号のキャリアを表し、
縦軸は、OFDM信号のOFDMシンボルを表している。図示されないが、各キャリアには、キャ
リア番号が付されており、各シンボルには、シンボル番号が付されている。キャリアは、
周波数に対応し、シンボルは、時間に対応している。
【００１０】
　また、図２乃至図５において、１つの丸印は１つのOFDMシンボルを示している。白丸印
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は、伝送の対象になるデータ（搬送波）を示しているが、TMCC（Transmission and Multi
plexing Configuration Control）パイロット信号やACパイロット信号も含まれる場合が
ある。黒丸印は、SP信号を示している。図３乃至図５において、濃いハッチングがなされ
た丸印は、SP信号により時間補間されたデータ（以下、時間補間SPと称する）を表してい
る。さらに、図５において、点線で示される丸印は、SP信号を含む時間補間SPにより周波
数補間されたデータ（以下、周波数補間SPと称する）を表している。
【００１１】
　SP信号は、既知の振幅と位相を持つ複素ベクトルであり、例えば、OFDM伝送フレームに
おいて３キャリア毎に配置される。SP信号とSP信号の間には伝送の対象になるデータ搬送
波が配置される。受信装置１においては、伝送路特性の影響を受けて歪んだ状態でSP信号
が得られる。この受信時のSP信号と、既知の送信時のSP信号とを比較することによって、
SP信号の位置での伝送路特性が取得される。
【００１２】
　等化部１４は、SP信号の位置での伝送路特性に基づいて、シンボル毎に、SP信号が配置
されているキャリアの時間方向に補間して、図３に示されるように、時間補間SPを生成す
る。等化部１４は、図２における受信時のデータと、図３における時間補間SPとを比較す
ることにより、シンボル毎の伝送路特性を推定する。その結果、全てのシンボルに対して
、周波数方向に３キャリア毎の伝送路特性が推定され、推定された伝送路特性を示す伝送
路プロファイルが求められる。この伝送路プロファイルは、FFT演算のトリガ位置を求め
る際などに用いられる。
【００１３】
　次に、等化部１４は、SP信号を含む時間補間SPを用いて、図４に示されるように、周波
数方向に補間を行う。すなわち、等化部１４は、SP信号を含む時間補間SPに対して、候補
の中心位置で周波数補間フィルタを施し、それにより補間された周波数補間SPと受信時の
既知信号を比較することにより、最適な周波数補間フィルタの中心位置を求める。このと
き、周波数補間SPと比較される既知信号として、例えば、TMCCパイロット信号が用いられ
る。
【００１４】
　そして、等化部１４は、求めた中心位置で、SP信号を含む時間補間SPに対して、周波数
補間フィルタを施すことにより、周波数方向に補間を行い、図５に示されるように、周波
数補間SPを生成する。これにより、全キャリアの周波数方向の伝送路特性であるチャネル
特性が推定され、等化部１４は、FFT演算後の信号を、推定されたチャネル特性で除算す
ることにより、送信装置２から送信されてきた信号の等化を行うことができる。等化部１
４により等化された信号は、誤り訂正部１５に供給される。
【００１５】
　図１に戻って、誤り訂正部１５は、送信側でインターリーブされている信号に対してデ
インターリーブ処理を施す。これにより、デパンクチャ、ビタビ復号、拡散信号除去、及
びRS（Reed Solomon）復号などを通して、復号データとしてのTS(Transport Stream)が得
られ、得られた復号データは、図示せぬ後段の出力部などに出力される。
【００１６】
　ところで、現在（2009年５月現在）、ETSI(European Telecommunication Standard Ins
titute: 欧州電気通信標準化機構)により、次世代の地上デジタル放送の規格としてDVB(D
igital Video Broadcasting)-T.2が制定中である（非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】DVB BlueBook A122 Rev.1，Frame structure channel coding and modu
lation for a second generation digital terrestrial television broadcasting syste
m (DVB-T2) 平成２０年９月１日、DVBのホームページ、［平成２１年５月１８日検索］、
インターネット＜URL： http://www.dvb.org/technology/standards/＞
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　DVB-T.2においては、デジタル信号の送受信方式としてSISO(Single Input, Single Out
put)方式とMISO(Multiple Input, Single Output) 方式の採用が決定されている。SISO方
式は、従来と同様に、１つの送信アンテナからの信号を、１つのアンテナで受信する方式
である。これに対して、MISO方式は、DVB-T.2で初めて採用される、２つの送信アンテナ
からの信号を、１つのアンテナで受信する方式である。
【００１９】
　したがって、現在、MISO方式において、効率的な復調を行うことが求められている。
【００２０】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、MISO方式により送出された信号
を、効率的に復調することができ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】
【００２１】
　本発明の第１の側面の受信装置は、異なる位置に設置された複数の送信装置からOFDM方
式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号を取得する取得手段と、前記取得手段
により取得された前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置間で位相が同じスキ
ャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の送信装置間で位相が
異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、前記第２のＳＰ信号
に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどちらか一方のＳＰ信号
を用いて、前記取得手段により取得された前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施
されるFFTのトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、前記一方のＳＰ信号と
コンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタの中心位置を求める処理
を行うフィルタ中心位置探索手段と、前記第１のＳＰ信号および前記第２のＳＰ信号を用
いて、前記取得手段により取得された前記OFDM信号の等化処理を行う等化手段とを備える
。
【００２２】
　前記第２のＳＰ信号は、前記複数の送信装置間で位相が反転しているスキャッタードパ
イロット信号である。
【００２３】
　前記一方のＳＰ信号は、前記第１のＳＰ信号である。
【００２７】
　本発明の第１の側面の受信方法は、受信装置が、異なる位置に設置された複数の送信装
置からOFDM方式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号を取得し、取得された前
記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置間で位相が同じスキャッタードパイロッ
ト信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の送信装置間で位相が異なるスキャッター
ドパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる
伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどちらか一方のＳＰ信号を用いて、取得され
た前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFTのトリガ位置を求める処理を
行い、前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィ
ルタの中心位置を求める処理を行い、前記両方のＳＰ信号を用いて、取得された前記OFDM
信号の等化処理を行うステップを含む。
【００２８】
　本発明の第１の側面のプログラムは、異なる位置に設置された複数の送信装置からOFDM
方式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号を取得する取得手段と、取得された
前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置間で位相が同じスキャッタードパイロ
ット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の送信装置間で位相が異なるスキャッタ
ードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、前記第２のＳＰ信号に基づいて得られ
る伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどちらか一方のＳＰ信号を用いて、取得さ
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れた前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFTのトリガ位置を求める処理
を行うシンボル同期手段と、前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用
いて、周波数補間フィルタの中心位置を求める処理を行うフィルタ中心位置探索手段と、
前記両方のＳＰ信号を用いて、前記取得手段により取得された前記OFDM信号の等化処理を
行う等化手段として、コンピュータを機能させる。
【００２９】
　本発明の第２の側面の受信システムは、伝送路を介して信号を取得する取得手段と、前
記伝送路を介して取得した信号に対して、復調処理を少なくとも含む伝送路復号処理を施
す伝送路復号処理部とを含み、前記伝送路を介して取得した信号は、異なる位置に設置さ
れた複数の送信装置から複数の前記伝送路を介してOFDM方式で送信された信号が結果的に
合成されたOFDM信号であり、前記伝送路復号処理部は、前記復調処理の一部の処理として
、複数の前記伝送路を介して取得した前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置
間で位相が同じスキャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の
送信装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、
前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどち
らか一方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFT
のトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、前記一方のＳＰ信号とコンテニュ
アスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタの中心位置を求める処理を行うフィ
ルタ中心位置探索手段と、前記両方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号の等化処理を行う
等化手段とを備える。
【００３０】
　本発明の第３の側面の受信システムは、伝送路を介して取得した信号に対して、復調処
理を少なくとも含む伝送路復号処理を施す伝送路復号処理部と、前記伝送路復号処理が施
された信号に対して、圧縮された情報を元の情報に伸長する処理を少なくとも含む情報源
復号処理を施す情報源復号処理部とを含前記伝送路を介して取得した信号は、異なる位置
に設置された複数の送信装置から複数の前記伝送路を介してOFDM方式で送信された信号が
結果的に合成されたOFDM信号であり、前記伝送路復号処理部は、前記復調処理の一部の処
理として、複数の前記伝送路を介して取得した前記OFDM信号から抽出される、前記複数の
送信装置間で位相が同じスキャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前
記複数の送信装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号
のうち、前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、ま
たはどちらか一方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施さ
れるFFTのトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、前記一方のＳＰ信号とコ
ンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタの中心位置を求める処理を
行うフィルタ中心位置探索手段と、前記両方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号の等化処
理を行う等化手段とを備える。
【００３１】
　本発明の第４の側面の受信システムは、伝送路を介して取得した信号に対して、復調処
理を少なくとも含む伝送路復号処理を施す伝送路復号処理部と、前記伝送路復号処理が施
された信号に基づいて、画像又は音声を出力する出力部とを含み、前記伝送路を介して取
得した信号は、異なる位置に設置された複数の送信装置から複数の前記伝送路を介してOF
DM方式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号であり、前記伝送路復号処理部は
、前記復調処理の一部の処理として、複数の前記伝送路を介して取得した前記OFDM信号か
ら抽出される、前記複数の送信装置間で位相が同じスキャッタードパイロット信号である
第１のＳＰ信号、および前記複数の送信装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット
信号である第２のＳＰ信号のうち、前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に
応じた両方のＳＰ信号、またはどちらか一方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号のうち所
定区間の信号に対して施されるFFTのトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と
、前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタ
の中心位置を求める処理を行うフィルタ中心位置探索手段と、前記両方のＳＰ信号を用い
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て、前記OFDM信号の等化処理を行う等化手段とを備える。
【００３２】
　本発明の第５の側面の受信システムは、伝送路を介して取得した信号に対して、復調処
理を少なくとも含む伝送路復号処理を施す伝送路復号処理部と、前記伝送路復号処理が施
された信号を記録する記録部とを含み、前記伝送路を介して取得した信号は、異なる位置
に設置された複数の送信装置から複数の前記伝送路を介してOFDM方式で送信された信号が
結果的に合成されたOFDM信号であり、前記伝送路復号処理部は、前記復調処理の一部の処
理として、複数の前記伝送路を介して取得した前記OFDM信号から抽出される、前記複数の
送信装置間で位相が同じスキャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前
記複数の送信装置間で位相が異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号
のうち、前記第２のＳＰ信号に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、ま
たはどちらか一方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施さ
れるFFTのトリガ位置を求める処理を行うシンボル同期手段と、前記一方のＳＰ信号とコ
ンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波数補間フィルタの中心位置を求める処理を
行うフィルタ中心位置探索手段と、前記両方のＳＰ信号を用いて、前記OFDM信号の等化処
理を行う等化手段とを備える。
【００３３】
　以上のような本発明の第１乃至第５の側面においては、異なる位置に設置された複数の
送信装置からOFDM方式で送信された信号が結果的に合成されたOFDM信号が取得される。そ
して、取得された前記OFDM信号から抽出される、前記複数の送信装置間で位相が同じスキ
ャッタードパイロット信号である第１のＳＰ信号、および前記複数の送信装置間で位相が
異なるスキャッタードパイロット信号である第２のＳＰ信号のうち、前記第２のＳＰ信号
に基づいて得られる伝送路特性に応じた両方のＳＰ信号、またはどちらか一方のＳＰ信号
を用いて、前記OFDM信号のうち所定区間の信号に対して施されるFFTのトリガ位置を求め
る処理が行われ、前記一方のＳＰ信号とコンテニュアスパイロット信号とを用いて、周波
数補間フィルタの中心位置を求める処理が行われ、前記両方のＳＰ信号を用いて、前記OF
DM信号の等化処理が行われる。
【００３４】
　受信装置は、独立した装置であってもよいし、１つの装置を構成している内部ブロック
であってもよい。
【００３５】
　また、プログラムは、伝送媒体を介して伝送することにより、または、記録媒体に記録
して提供することができる。
【発明の効果】
【００３６】
　本発明によれば、MISO方式により送出された信号を復調することができる。また、本発
明によれば、MISO方式により送出された信号を、効率的に復調することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】従来の受信装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】OFDMシンボル内のSP信号の配置パターンを示す図である。
【図３】図２のOFDMシンボルにおける時間補間後の例を示す図である。
【図４】図２のOFDMシンボルにおける時間補間後の他の例を示す図である。
【図５】図２のOFDMシンボルにおける空間補間後の例を示す図である。
【図６】本発明を適用した受信装置の一実施形態の構成例を示すブロック図である。
【図７】図６の復調部の構成例を示すブロック図である。
【図８】MISO方式の場合のOFDMシンボル内のSP信号の配置パターンを示す図である。
【図９】MISO方式の場合の伝送路推定について説明する図である。
【図１０】MISO方式の場合の伝送路推定について説明する図である。
【図１１】MISO方式の場合の周波数補間フィルタの中心位置の算出処理について説明する
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図である。
【図１２】MISO方式の場合の周波数補間フィルタの中心位置の算出処理について説明する
図である。
【図１３】MISO方式の場合の周波数補間フィルタの中心位置の算出処理について説明する
図である。
【図１４】図６の受信装置の受信処理を説明するフローチャートである。
【図１５】本発明を適用した受信システムの第１の実施形態の構成例を示すブロック図で
ある。
【図１６】本発明を適用した受信システムの第２の実施形態の構成例を示すブロック図で
ある。
【図１７】本発明を適用した受信システムの第３の実施形態の構成例を示すブロック図で
ある。
【図１８】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。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
［受信装置の構成例］
　図６は、本発明を適用した受信装置の一実施形態の構成例を示すブロック図である。
【００３９】
　図６の受信装置５１においては、次世代の地上デジタル放送の規格として制定中のDVB(
Digital Video Broadcasting)-T.2において採用されるMISO(Multiple Input, Single Out
put)方式により送信されてくるデジタル放送の信号が受信される。
【００４０】
　例えば、放送局など２つの送信装置５２－１および５２－２は、伝送路Ｔ×１およびＴ
×２を介して、それぞれMISO方式によりデジタル放送のOFDM信号を送信している。受信装
置５１は、これらの送信装置５２－１および５２－２から送信されてくるOFDM信号を、１
つのOFDM信号として受信し、復調処理や誤り訂正を含む伝送路復号処理を行い、それによ
り得られた復号データを後段に出力する。
【００４１】
　すなわち、これらのOFDM信号は、２つの伝送路Ｔ×１およびＴ×２を介してそれぞれ送
信されてくるが、受信装置５１において、１つのアンテナ６１で受信されることで、結果
的に合成された１つのOFDM信号として受信される。
【００４２】
　図６の例においては、受信装置５１は、アンテナ６１、取得部６２、伝送路復号処理部
６３、デコーダ６４、および出力部６５により構成されている。
【００４３】
　アンテナ６１は、送信装置５２－１および５２－２から伝送路Ｔ×１およびＴ×２を介
してそれぞれ送信されてくるOFDM信号を、１つのOFDM信号として受信し、取得部６２に供
給する。
【００４４】
　取得部６２は、例えば、チューナやSTB(Set Top Box)等などで構成され、アンテナ６１
により受信されたOFDM信号(RF信号)をIF信号に周波数変換し、伝送路復号処理部６３に出
力する。
【００４５】
　伝送路復号処理部６３は、取得部６２からの信号に対して、復調や誤り訂正などの必要
な処理を施すことで、例えば、TS(Transport Stream)パケットを得て、そのTSパケットを
デコーダ６４に供給する。
【００４６】
　すなわち、伝送路復号処理部６３は、復調部７１、誤り訂正部７２、および出力I/F(イ
ンタフェース)７３で構成される。
【００４７】
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　復調部７１は、取得部６２からの信号の復調処理を行い、その結果得られる復調信号を
、誤り訂正部７２に出力する。
【００４８】
　MISO方式においては、送信装置５２－１および５２－２から送信されてくる信号には、
SP信号（Scattered Pilot信号）として、Sum Pilot信号とDifference Pilot信号が含まれ
ている。Sum Pilot信号は、送信装置５２－１および５２－２間において、位相が同じSP
信号であり、Difference Pilot信号は、送信装置５２－１および５２－２間において、位
相が異なるSP信号である。さらに具体的には、Difference Pilot信号は、送信装置５２－
１および５２－２間において、位相が反転されているSP信号である。
【００４９】
　復調部７１は、取得部６２からの信号から抽出されるSum Pilot信号およびDifference 
Pilot信号のうち、少なくともどちらか一方を用いて、復調処理のうちの一部の処理を行
う。このとき、好ましくは、Sum Pilot信号が用いられる。
【００５０】
　例えば、復調部７１は、一部の処理として、送信装置５２－１および５２－２から受信
装置５１に到達する各伝送路Ｔ×１およびＴ×２の特性を示す伝送路プロファイルＰ１お
よびＰ２を求める処理、FFT演算のトリガ位置を求める処理、または周波数補間フィルタ
の中心位置を求める処理などを行う。
【００５１】
　なお、伝送路プロファイルＰ１およびＰ２は、図６に示されるように、送信装置５２－
１から受信装置５１に到達する伝送路Ｔ×１、および送信装置５２－２から受信装置５１
に到達する伝送路Ｔ×２の時間域でのインパルス応答（伝送路特性）を示すものである。
【００５２】
　また、復調部７１は、Sum Pilot信号およびDifference Pilot信号の両方を用いて、復
調処理のうちの他の一部の処理を行う。例えば、復調部７１は、他の一部の処理として、
伝送路Ｔ×１およびＴ×２の周波数方向の伝送路特性であるチャネル特性Ｃ１およびＣ２
を求め、取得部６２から取得された信号を等化する処理などを行う。
【００５３】
　誤り訂正部７２は、復調部７１からの復調信号に対して、誤り訂正処理を施し、その結
果得られるTSを、出力I/F７３に出力する。
【００５４】
　ここで、送信装置５２－１および５２－２では、例えば、番組としての画像や音声など
のデータが、MPEG(Moving Picture Experts Group)エンコードされ、そのMPEGエンコード
データが含まれるTSパケットで構成されるTSが、OFDM信号として送信される。
【００５５】
　また、送信装置５２－１および５２－２では、伝送路上で生じる誤りに対する対策とし
て、TSが、例えば、RS（リードソロモン）符号や、LDPC (Low Density Parity Check)符
号などの符号に符号化される。したがって、誤り訂正部７２においては、誤り訂正処理と
して、その符号を復号する処理が行われる。
【００５６】
　出力I/F７３は、誤り訂正部７２からのTSを構成するTSパケットを、所定の一定レート
で外部に出力する出力処理を行う。出力I/F７３が出力処理によって出力するTSパケット
は、デコーダ６４に供給される。
【００５７】
　デコーダ６４は、出力I/F７３からのTSパケットに含まれる符号化データをMPEGデコー
ドし、その結果得られる画像や音声のデータを、出力部６５に供給する。
【００５８】
　出力部６５は、例えば、ディスプレイやスピーカなどで構成され、デコーダ６４からの
画像や音声のデータに対応して、画像を表示し、音声を出力する。
【００５９】



(11) JP 5278173 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

［復調部の構成例］
　図７は、図６の復調部の構成例を示している。
【００６０】
　図７の例において、復調部７１は、AD(Analog to Digital)変換部８１、FFT部８２、SP
(Scattered Pilot)抽出部８３、時間補間部８４、およびシンボル同期部８５を含んで構
成されている。また、復調部７１は、フィルタ中心位置探索部８６、周波数補間部８７－
１および８７－２、チャネル分割部８８、並びに等化部８９も含んで構成されている。
【００６１】
　AD変換部８１は、取得部６２からの信号に対してAD変換を施し、その結果得られるデジ
タルの信号を、FFT部８２に供給する。
【００６２】
　FFT部８２は、シンボル同期部８５からのトリガ位置の指示に基づいて、AD変換部８１
からのデジタルの信号のうち、所定の区間のデータに対してFFT演算処理を施し、その結
果得られるFFT演算後の信号を、SP抽出部８３および等化部８９に供給する。
【００６３】
　SP抽出部８３は、FFT演算後の信号から、SP信号としてのSum Pilot信号とDifference P
ilot信号を抽出し、抽出した各信号を、時間補間部８４に供給する。
【００６４】
　時間補間部８４は、抽出されたSum Pilot信号を用いて時間補間を行い、Difference Pi
lot信号を用いて時間補間を行う。すなわち、時間補間部８４は、抽出されたSum Pilot信
号と、既知の送信時のSum Pilot信号を比較することによって、Sum Pilot信号の位置での
伝送路特性を求める。そして、時間補間部８４は、それに基づいて、シンボル毎にSum Pi
lot信号が配置されているキャリアの時間方向に補間して、Sum Pilot信号による時間補間
SPを生成する。
【００６５】
　同様に、時間補間部８４は、抽出されたDifference Pilot信号と、既知の送信時のDiff
erence Pilot信号を比較することによって、Difference Pilot信号の位置での伝送路特性
を求める。そして、時間補間部８４は、それに基づいて、シンボル毎にDifference Pilot
信号が配置されているキャリアの時間方向に補間して、Difference Pilot信号による時間
補間SPを生成する。
【００６６】
　以下、Sum Pilot信号による時間補間SPおよびDifference Pilot信号による時間補間SP
は、それぞれ、時間補間SP(Sum)および時間補間SP(Difference)とも記載する。
【００６７】
　時間補間部８４からのSum Pilot信号を含む時間補間SP(Sum)（以下、時間補間後Sum Pi
lotと称する）は、シンボル同期部８５、フィルタ中心位置探索部８６、および周波数補
間部８７－１に供給される。時間補間部８４からのDifference Pilot信号を含む時間補間
SP(Difference) （以下、時間補間後Difference Pilotと称する）は、シンボル同期部８
５、フィルタ中心位置探索部８６、および周波数補間部８７－２に供給される。
【００６８】
　シンボル同期部８５は、時間補間後Sum Pilotおよび時間補間後Difference Pilotのう
ち、一方を用いて、逆FFT変換（以下、IFFT処理と称する）を施すことにより、シンボル
毎の伝送路特性を推定する。その結果、全てのシンボルに対して、周波数方向に６キャリ
ア毎の伝送路特性が推定され、２つの伝送路Ｔ×１およびＴ×２の特性を示す伝送路プロ
ファイルＰ１およびＰ２が得られる。
【００６９】
　なお、シンボル同期部８５においては、時間補間後Sum Pilotおよび時間補間後Differe
nce Pilotの両方を用いて、伝送路特性を推定することもできる。この場合、全てのシン
ボルに対して、周波数方向に６キャリア毎の２種類の伝送路特性が推定され、推定された
２種類の伝送路特性が用いられて、伝送路プロファイルＰ１およびＰ２が得られる。



(12) JP 5278173 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

【００７０】
　シンボル同期部８５は、得られた伝送路プロファイルＰ１およびＰ２から、最適なFFT
演算のトリガ位置を算出する。算出されたFFT演算のトリガ位置の情報は、FFT部８２に供
給される。
【００７１】
　フィルタ中心位置探索部８６は、時間補間後Sum Pilotおよび時間補間後Difference Pi
lotのうち、一方を用いて、周波数補間フィルタの最適中心位置を探索する。
【００７２】
　例えば、フィルタ中心位置探索部８６は、時間補間後Sum Pilot（または時間補間後Dif
ference Pilot）に対して、候補の中心位置で周波数補間フィルタを施し、それにより補
間された周波数補間SPと受信時の既知信号を比較する。これにより、フィルタ中心位置探
索部８６においては、最適な周波数補間フィルタの中心位置が求められる。
【００７３】
　なお、MISO方式においては、比較対象となる既知信号として、例えば、SP信号が配置さ
れないキャリアに配置されるContinues Pilot信号が用いられる。以下、このようなConti
nues Pilot信号を、CP on Non‐SP 信号（Continues Pilot on Non‐Scattered Pilot信
号）と称する。
【００７４】
　フィルタ中心位置探索部８６により求められた最適な周波数補間フィルタの中心位置の
情報は、周波数補間部８７－１および８７－２に供給される。
【００７５】
　周波数補間部８７－１は、最適な中心位置に合わせて、周波数補間フィルタの位置をず
らし（回転し）、時間補間後Sum Pilotに対して、周波数補間フィルタを施す。これによ
り、周波数方向に補間が行われ、周波数補間SP(Sum)が生成される。時間補間後Sum Pilot
 を含む周波数補間SP(Sum)（以下、周波数補間後Sum Pilotと称する）は、チャネル分割
部８８に供給される。
【００７６】
　周波数補間部８７－２は、最適な中心位置に合わせて、周波数補間フィルタの位置をず
らし（回転し）、時間補間後Difference Pilotに対して、周波数補間フィルタを施す。こ
れにより、周波数方向に補間が行われ、周波数補間SP(Difference)が生成される。時間補
間後Difference Pilot を含む周波数補間SP(Difference)（以下、周波数補間後Differenc
e Pilotと称する）は、チャネル分割部８８に供給される。
【００７７】
　チャネル分割部８８には、供給される周波数補間後Sum Pilotおよび周波数補間後Diffe
rence Pilotを用いて、伝送路Ｔ×１およびＴ×２の周波数域でのインパルス応答（伝送
路特性）であるチャネル推定値Ｃ１およびＣ２を求める。求められたチャネル推定値Ｃ１
およびＣ２は、等化部８９に供給される。
【００７８】
　等化部８９は、FFT演算後の信号を、推定されたチャネル推定値Ｃ１およびＣ２で除算
することにより、送信装置５２－１および５２－２から送信されてきた信号の等化を行い
、等化された信号を、誤り訂正部７２に供給する。すなわち、等化部８９においては、周
波数補間後Sum Pilotおよび周波数補間後Difference Pilotの両方のデータが用いられて
、等化が行われる。
【００７９】
[MISOの場合の伝送路推定の説明]
　次に、図８および図９を参照して、MISO方式の場合の伝送路推定処理について説明する
。この伝送路推定処理は、シンボル同期部８５において行われる処理である。
【００８０】
　図８は、MISO方式の場合のOFDMシンボル内のSP信号(Sum Pilot信号, Difference Pilot
信号)の配置パターンの例を示している。図９は、SP信号による時間補間後の例を示して
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いる。図８および図９において、横軸は、OFDM信号のキャリアを表し、縦軸は、OFDM信号
のOFDMシンボルを表している。図示されないが、各キャリアには、キャリア番号が付され
ており、各シンボルには、シンボル番号が付されている。キャリアは、周波数に対応し、
シンボルは、時間に対応している。
【００８１】
　また、図８および図９において、１つの丸印は１つのOFDMシンボルを示している。白丸
印は、伝送の対象になるデータ（搬送波）を示しているが、上述したCP on Non‐SP 信号
も含まれる場合がある。「Ｓ」の白抜き文字が付された黒丸印は、Sum Pilot信号を示し
ており、「Ｄ」の白抜き文字が付された黒丸印は、Difference Pilot信号を示している。
【００８２】
　さらに、図９において、濃いハッチングがなされた丸印は、時間補間SP(Sum)を示して
おり、薄いハッチングがなされた丸印は、時間補間SP(Difference)を示している。
【００８３】
　MISO方式の場合、OFDM伝送フレームには、既知の振幅と位相を持つ複素ベクトルである
SP信号として、Sum Pilot信号およびDifference Pilot信号が配置されている。Sum Pilot
信号は、送信装置５２－１および５２－２間において、位相を同じにしたSP信号であり、
Difference Pilot信号は、送信装置５２－１および５２－２間において、位相を反転させ
たSP信号である。
【００８４】
　Sum Pilot信号およびDifference Pilot信号は、例えば、OFDM伝送フレームにおいて、
図８に示されるように、３キャリア毎の交互に配置される。すなわち、Sum Pilot（また
はDifference Pilot）信号だけを見ると、６キャリア毎に配置される。また、各パイロッ
トの間には、伝送の対象になるデータ搬送波が配置される。
【００８５】
　受信装置５１においては、送信装置５２－１との間の伝送路Ｔ×１と、送信装置５２－
２との間の伝送路Ｔ×２の各伝送路特性の影響を受けて歪んだ状態でSum Pilot信号およ
びDifference Pilot信号が得られる。
【００８６】
　時間補間部８４においては、この受信時のSum Pilot信号と、既知の送信時のSum Pilot
信号とを比較することによって、Sum Pilot信号の位置での２つの伝送路の伝送路特性が
取得される。同様に、時間補間部８４においては、この受信時のDifference Pilot信号と
、既知の送信時のDifference Pilot信号とを比較することによって、Difference Pilot信
号の位置での２つの伝送路の伝送路特性が取得される。
【００８７】
　したがって、時間補間部８４は、Sum Pilot信号の位置での伝送路特性に基づいて、シ
ンボル毎に、Sum Pilot信号が配置されているキャリアの時間方向に補間して、図９に示
される時間補間SP(Sum)を生成する。シンボル同期部８５は、IFFT処理を施し、図８にお
ける受信時のデータと、図９における時間補間SP(Sum)とを比較することにより、シンボ
ル毎の伝送路特性を推定する。その結果、全てのシンボルに対して、周波数方向に６キャ
リア毎の伝送路特性Ａが推定される。
【００８８】
　また、時間補間部８４は、Difference Pilot信号の位置での伝送路特性に基づいて、シ
ンボル毎に、Difference Pilot信号が配置されているキャリアの時間方向に補間して、図
９に示される時間補間SP(Difference)を生成する。シンボル同期部８５は、IFFT処理を施
し、図８における受信時のデータと、図９における時間補間SP(Difference)とを比較する
ことにより、シンボル毎の伝送路特性を推定する。その結果、全てのシンボルに対して、
周波数方向に６キャリア毎の伝送路特性Ｂが推定される。
【００８９】
　ここで、Sum Pilot信号は、送信装置５２－１および５２－２において位相を合わせた
信号である。したがって、図１０に内訳されるように、Sum Pilot信号に基づいて求めら
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れる伝送路特性Ａは、伝送路Ｔ×１およびＴ×２の特性が加算されたものである。
【００９０】
　また、Difference Pilot信号は、送信装置５２－１および５２－２において位相が反転
された信号である。したがって、図１０に内訳されるように、Difference Pilot信号に基
づいて求められる伝送路特性Ｂは、伝送路Ｔ×１およびＴ×２の特性が減算されたもので
ある。
【００９１】
　よって、シンボル同期部８５においては、伝送路特性Ａと伝送路特性Ｂを用いて、伝送
路Ｔ×１の特性を示す伝送路プロファイルＰ１および伝送路Ｔ×２の特性を示す伝送ロプ
ロファイルＰ２をそれぞれ求めることができる。具体的には、図１０に示されるように、
伝送路プロファイルＰ１は、伝送路特性Ａと伝送路特性Ｂとの和を２で割ることにより求
めることができる。また、伝送路プロファイルＰ２は、伝送路特性Ａと伝送路特性Ｂとの
差を２で割ることにより求めることができる。
【００９２】
　なお、上述した伝送路プロファイルＰ１およびＰ２の求め方は、伝送路Ｔ×１およびＴ
×２の特性が異なるものの場合に用いられる方法である。
【００９３】
　すなわち、実際には、MISO方式によりデジタル放送を送信する２つの送信装置５２－１
および５２－２は、近くに設置されている場合が多く、２つの伝送路Ｔ×１およびＴ×２
の特性がほぼ同一であるという前提が成り立つ。したがって、シンボル同期部８５におい
ては、この前提のもと、伝送路Ｔ×１およびＴ×２の位相が反転していない限り、伝送路
プロファイルＰ１およびＰ２は、Sum Pilot信号に基づいて求められる伝送路特性Ａのみ
で求めることができる。
【００９４】
　これにより、効率的に復調処理を行うことができるとともに、回路規模を小さくするこ
とができる。
【００９５】
　なお、Sum Pilot信号に基づいて求められる伝送路特性Ａの代わりに、これらの伝送路
プロファイルＰ１およびＰ２を、Difference Pilot信号に基づいて求められる伝送路特性
Ｂのみでも求めることもできる。
【００９６】
　また、２つの伝送路Ｔ×１およびＴ×２の特性がほぼ同一であるか否かは、例えば、Di
fference Pilot信号に基づいて求められる伝送路特性Ｂがほぼ０であるか否かに基づいて
判定することができる。この判定結果により、Sum Pilot信号およびDifference Pilot信
号の両方を用いるか、あるいは、どちらか一方を用いるかを求めるようにしてもよい。
【００９７】
　以上のように求められた伝送路プロファイルＰ１およびＰ２から、シンボル同期部８５
は、最適なFFT演算のトリガ位置を算出することができる。
【００９８】
[MISOの場合の周波数フィルタの中心位置探索の説明]
　次に、図１１および図１２を参照して、MISO方式の場合の周波数フィルタの中心位置探
索処理について説明する。この周波数フィルタの中心位置探索処理は、フィルタ中心位置
探索部８６において行われる処理である。
【００９９】
　図１１は、MISO方式の場合のOFDMシンボル内のSP信号(Sum Pilot信号, Difference Pil
ot信号,CP on Non-SP 信号)の配置パターンの例を示している。図１２は、Sum Pilot信号
による周波数補間後の例を示している。図１１および図１２において、横軸は、OFDM信号
のキャリアを表し、縦軸は、OFDM信号のOFDMシンボルを表している。図示されないが、各
キャリアには、キャリア番号が付されており、各シンボルには、シンボル番号が付されて
いる。キャリアは、周波数に対応し、シンボルは、時間に対応している。
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【０１００】
　また、図１１および図１２において、１つの丸印は１つのOFDMシンボルを示している。
白丸印は、伝送の対象になるデータ（搬送波）を示している。「Ｓ」の白抜き文字が付さ
れた黒丸印は、Sum Pilot信号を示しており、「Ｄ」の白抜き文字が付された黒丸印は、D
ifference Pilot信号を示している。
【０１０１】
　さらに、図１１においては、キャリア番号ｎのキャリアにおいて、「Ｃ」の白抜き文字
が付された黒丸印は、CP on Non‐SP 信号を示している。図１２においては、濃いハッチ
ングがなされた丸印は、時間補間SP(Sum)を示しており、点線で示される丸印は、周波数
補間SP(Sum)を示している。
【０１０２】
　MISO方式の場合、OFDM伝送フレームには、Sum Pilot信号およびDifference Pilot信号
の他に、既知信号の１つとして、CP on Non‐SP 信号が、Sum Pilot信号およびDifferenc
e Pilot信号が配置されないキャリアに配置される。例えば、図１１の例において、CP on
 Non‐SP 信号は、キャリア番号ｎのキャリアに配置されている。
【０１０３】
　フィルタ中心位置探索部８６は、時間補間後Sum Pilotに対して、候補の中心位置で周
波数補間フィルタを施し、図１２に示されるように、すべての候補の中心位置で補間され
た周波数補間SP(Sum)を得る。
【０１０４】
　そして、フィルタ中心位置探索部８６は、既知のCP on Non‐SP 信号が配置されている
キャリア番号ｎのキャリアにおいて、図１３に示されるように、周波数補間SP(Sum)と、
既知のCP on Non‐SP 信号の実際の受信値との差であるノイズ推定値を算出する。
【０１０５】
　図１３の例においては、横軸がキャリア（周波数）を表し、縦軸が振幅を表しているグ
ラフが示されている。このグラフにおいては、キャリア番号ｎのキャリア周辺の周波数補
間SP(Sum)の振幅、キャリア番号ｎのキャリアに配置されるCP on Non‐SP 信号の実際の
受信値の振幅が示されている。このグラフに示されるように、キャリア番号ｎのキャリア
に配置されるCP on Non‐SP 信号の実際の受信値と周波数補間SP(Sum)には、誤差（ノイ
ズ推定値）が生じる。
【０１０６】
　したがって、フィルタ中心位置探索部８６は、候補の中心位置の中から、そのノイズ推
定値が最小の値となるような中心位置を最適な中心位置として求め、求めた中心位置の情
報を、周波数補間部８７－１および８７－２に供給する。
【０１０７】
　この求められた最適な中心位置の情報は、周波数補間部８７－１および８７－２により
周波数補間フィルタを施す際に用いられる。
【０１０８】
　このように、周波数補間フィルタの中心位置を求める際に、SP信号が２種類あるうちの
１種類のSum Pilot信号のみを用いるようにしたので、処理効率を向上することができる
。また、回路規模を小さくすることができる。
【０１０９】
　なお、図１１乃至図１３においては、Sum Pilot信号のみを用いる方法を説明した。好
ましくは、上述した方法であるが、Difference Pilot信号のみ、または、Sum Pilot信号
およびDifference Pilot信号の両方を用いて、フィルタの中心位置を求めることもできる
。
【０１１０】
[MISOの場合の復調処理の説明]
　次に、図１４のフローチャートを参照して、受信装置５１によるMISO方式の場合の復調
処理について説明する。
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【０１１１】
　アンテナ６１は、送信装置５２－１および５２－２から送信されてくるOFDM信号を、１
つのOFDM信号として受信し、取得部６２に供給する。取得部６２は、アンテナ６１により
受信されたOFDM信号(RF信号)をIF信号に周波数変換し、AD変換部８１に供給する。
【０１１２】
　AD変換部８１は、ステップＳ１１において、取得部６２からの信号に対してAD変換を施
し、その結果得られるデジタルの信号を、FFT部８２に供給する。
【０１１３】
　FFT部８２は、ステップＳ１２において、後述するステップＳ１６において算出される
シンボル同期部８５からのトリガ位置の指示に基づいて、AD変換部８１からのデジタルの
信号のうち、所定の区間のデータに対してFFT演算処理を施す。その結果得られるFFT演算
後の信号は、SP抽出部８３および等化部８９に供給される。
【０１１４】
　SP抽出部８３は、ステップＳ１３において、FFT演算後の信号から、SP信号としてのSum
 Pilot信号とDifference Pilot信号を抽出し、抽出した各信号を、時間補間部８４に供給
する。
【０１１５】
　時間補間部８４は、ステップＳ１４において、抽出されたSum Pilot信号を用いて時間
補間を行い、Difference Pilot信号を用いて時間補間を行う。
【０１１６】
　すなわち、時間補間部８４は、抽出されたSum Pilot信号と、既知の送信時のSum Pilot
信号を比較することによって、Sum Pilot信号の位置での伝送路特性を求める。そして、
時間補間部８４は、それに基づいて、シンボル毎にSum Pilot信号が配置されているキャ
リアの時間方向に補間して、時間補間SP(Sum)を生成する。
【０１１７】
　同様に、時間補間部８４は、抽出されたDifference Pilot信号と、既知の送信時のDiff
erence Pilot信号を比較することによって、Difference Pilot信号の位置での伝送路特性
を求める。そして、時間補間部８４は、それに基づいて、シンボル毎にSum Pilot信号が
配置されているキャリアの時間方向に補間して、時間補間SP(Difference)を生成する。
【０１１８】
　時間補間部８４からのSum Pilot信号を含む時間補間SP(Sum)である、時間補間後Sum Pi
lotは、シンボル同期部８５、フィルタ中心位置探索部８６、および周波数補間部８７－
１に供給される。時間補間部８４からのDifference Pilot信号を含む時間補間SP(Differe
nce) である、時間補間後Difference Pilotは、シンボル同期部８５、フィルタ中心位置
探索部８６、および周波数補間部８７－２に供給される。
【０１１９】
　ステップＳ１５において、シンボル同期部８５は、時間補間後Sum Pilotを用いて、IFF
T処理を施すことにより、シンボル毎の伝送路特性推定を行う。その結果、全てのシンボ
ルに対して、周波数方向に６キャリア毎の伝送路特性Ａが推定される。そして、図１０を
参照して上述したように、推定された伝送路特性Ａのみを用いて、近くに設置されている
送信装置５２－１および５２－２からの２つの伝送路Ｔ×１およびＴ×２の特性を示す伝
送路プロファイルＰ１およびＰ２が得られる。なお、送信装置５２－１および５２－２が
近くに設置されている場合には、伝送路プロファイルＰ１およびＰ２は、ほぼ同じ特性を
示すものである。
【０１２０】
　ステップＳ１６において、シンボル同期部８５は、得られた伝送路プロファイルＰ１お
よびＰ２を用いて、最適なFFT演算のトリガ位置を算出し、算出したトリガ位置の情報を
、FFT部８２に供給する。このトリガ位置の情報は、上述したステップＳ１２におけるFFT
演算に用いられる。
【０１２１】
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　ステップＳ１７において、フィルタ中心位置探索部８６は、時間補間後Sum Pilotを用
いて、周波数補間フィルタの中心位置を求める。フィルタ中心位置探索部８６は、時間補
間後Sum Pilotに対して、候補の中心位置で周波数補間フィルタを施し、図１２に示され
るように、すべての候補の中心位置で補間された周波数補間SP(Sum)を得る。
【０１２２】
　フィルタ中心位置探索部８６は、キャリア番号ｎのキャリアにおいて、得られた周波数
補間SP(Sum)と、既知のCP on Non‐SP 信号の実際の受信値との差であるノイズ推定値を
算出する。そして、フィルタ中心位置探索部８６は、候補の中心位置の中から、ノイズ推
定値が最小の値となるような中心位置を求め、求められた中心位置の情報を、周波数補間
部８７－１および８７－２に供給する。
【０１２３】
　ステップＳ１８において、周波数補間部８７－１および８７－２は、中心位置の情報を
用いて、時間補間後Sum Pilotおよび時間補間後Difference Pilotに対して、それぞれ、
周波数補間を行う。
【０１２４】
　すなわち、周波数補間部８７－１は、最適な中心位置に合わせて、周波数補間フィルタ
の位置をずらし（回転し）、時間補間後Sum Pilotに対して、周波数補間フィルタを施す
。これにより、周波数方向に補間が行われ、周波数補間SP(Sum)が生成される。生成され
た時間補間後Sum Pilot を含む周波数補間SP(Sum)である、周波数補間後Sum Pilotは、チ
ャネル分割部８８に供給される。
【０１２５】
　周波数補間部８７－２は、最適な中心位置に合わせて、周波数補間フィルタの位置をず
らし（回転し）、時間補間後Difference Pilotに対して、周波数補間フィルタを施す。こ
れにより、周波数方向に補間が行われ、周波数補間SP(Difference)が生成される。生成さ
れた時間補間後Difference Pilot を含む周波数補間SP(Difference)である、周波数補間
後Difference Pilotは、チャネル分割部８８に供給される。
【０１２６】
　チャネル分割部８８は、ステップＳ１９において、周波数補間部８７－１からの周波数
補間後Sum Pilotおよび周波数補間部８７－２からの周波数補間後Difference Pilotを用
いて、伝送路Ｔ×１およびＴ×２のそれぞれのチャネル推定値Ｃ１およびＣ２を求める。
求められたチャネル推定値Ｃ１およびＣ２は、等化部８９に供給される。
【０１２７】
　等化部８９は、ステップＳ２０において、FFT演算後の信号を、推定されたチャネル推
定値Ｃ１およびＣ２で除算することにより、送信装置５２－１および５２－２から送信さ
れてきた信号の等化を行い、等化された信号を、誤り訂正部７２に供給する。
【０１２８】
　誤り訂正部７２においては、等化部８９により等化された信号である復調信号に対して
、誤り訂正処理が施され、その結果得られるTSが、出力I/F７３に出力される。出力I/F７
３が出力処理によって出力するTSパケットは、デコーダ６４に供給され、TSパケットに含
まれる符号化データがデコーダ６４によりMPEGデコードされる。そして、その結果得られ
る画像や音声のデータは、出力部６５に供給され、出力部６５から、対応する画像や音声
が出力される。
【０１２９】
　以上のように、受信装置５１においては、復調処理のうちの一部の処理である、伝送路
推定処理、FFTトリガ位置の算出処理、および周波数補間フィルタの中心位置の算出処理
は、Sum Pilot信号のみが用いられて行われる。
【０１３０】
　これにより、MISO方式の場合の復調処理を効率的に行うことができる。また、回路規模
を小さくすることができる。
【０１３１】



(18) JP 5278173 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

　なお、図１４の例においては、Sum Pilot信号のみが用いられて、復調処理のうちの一
部の処理が行われる例が示されているが、もちろん、Difference Pilot信号のみが用いら
れてもよい。
【０１３２】
　また、どちらか一方ではなく、復調処理のうちの一部の処理に、Sum Pilot信号およびD
ifference Pilot信号の両方の信号が用いられてもよい。この場合、処理効率は向上しな
いが、その一部の処理の性能を上げることができる。
【０１３３】
　なお、上記説明においては、２台の送信装置から送信されてくる信号を、１つの受信装
置（アンテナ）で受信する例を説明したが、送信側は、２台に限定されず、複数であれば
、何台でもよい。
【０１３４】
　次に、図１５は、本発明を適用した受信システムの第１実施の形態の構成例を示すブロ
ック図である。
【０１３５】
　図１５において、受信システムは、取得部２０１、伝送路復号処理部２０２、及び、情
報源復号処理部２０３から構成される。
【０１３６】
　取得部２０１は、例えば、地上デジタル放送、衛星デジタル放送、CATV (Cable Televi
sion)網、インターネットその他のネットワーク等の、図示せぬ伝送路を介して、信号を
取得し、伝送路復号処理部２０２に供給する。
【０１３７】
　信号が、例えば、放送局から、地上波や、衛星波、CATV網等を介して放送されてくる場
合には、取得部２０１は、図６の取得部６２と同様に、チューナやSTB等で構成される。
また、信号が、例えば、webサーバから、IPTV(Internet Protocol Television)のように
マルチキャストで送信されてくる場合には、取得部２０１は、例えば、NIC(Network Inte
rface Card)等のネットワークI/Fで構成される。
【０１３８】
　信号が、例えば、放送局から、地上波や、衛星波、CATV網等を介して放送されてくる場
合には、例えば、複数の送信装置からの複数の伝送路を介した信号が、１つの取得部２０
１において受信されることで、結果的に合成された１つの信号として受信される。
【０１３９】
　伝送路復号処理部２０２は、取得部２０１が伝送路を介して取得した信号に対して、チ
ャネルを推定して、復調する処理を少なくとも含む伝送路復号処理を施し、その結果得ら
れる信号を、情報源復号処理部２０３に供給する。
【０１４０】
　すなわち、取得部２０１が伝送路を介して取得した信号は、伝送路特性の影響を受けて
歪んだ状態で得られた信号であり、伝送路復号処理部２０２は、そのような信号に対して
、例えば、伝送路推定やチャネル推定等の復調処理を施す。
【０１４１】
　また、伝送路復号処理には、伝送路で生じる誤りを訂正する処理等が含まれることがあ
る。例えば、誤り訂正符号化としては、例えば、LDPC符号化や、リードソロモン符号化等
がある。
【０１４２】
　情報源復号処理部２０３は、伝送路復号処理が施された信号に対して、圧縮された情報
を元の情報に伸張する処理を少なくとも含む情報源復号処理を施す。
【０１４３】
　すなわち、取得部２０１が伝送路を介して取得した信号には、情報としての画像や音声
等のデータ量を少なくするために、情報を圧縮する圧縮符号化が施されていることがある
。この場合、情報源復号処理部２０３は、伝送路復号処理が施された信号に対して、圧縮
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された情報を元の情報に伸張する処理(伸張処理）等の情報源復号処理を施す。
【０１４４】
　なお、取得部２０１が伝送路を介して取得した信号に、圧縮符号化が施されていない場
合には、情報源復号処理部２０３では、圧縮された情報を元の情報に伸張する処理は行わ
れない。
【０１４５】
　ここで、伸張処理としては、例えば、MPEGデコード等がある。また、伝送路復号処理に
は、伸張処理の他、デスクランブル等が含まれることがある。
【０１４６】
　以上のように構成される受信システムでは、取得部２０１において、例えば、画像や音
声等のデータに対して、MPEG符号化等の圧縮符号化が施され、さらに、誤り訂正符号化が
施された信号が、伝送路を介して取得され、伝送路復号処理部２０２に供給される。この
とき、信号は、伝送路特性の影響を受けて歪んだ状態で取得される。
【０１４７】
　伝送路復号処理部２０２では、取得部２０１からの信号に対して、図６の伝送路復号処
理部６３と同様の処理が、伝送路復号処理として施され、その結果得られる信号が、情報
源復号処理部２０３に供給される。
【０１４８】
　情報源復号処理部２０３では、伝送路復号処理部２０２からの信号に対して、図６のデ
コーダ６４と同様の処理が、情報源復号処理として施され、その結果得られる画像、又は
音声が出力される。
【０１４９】
　以上のような図１５の受信システムは、例えば、デジタル放送としてのテレビジョン放
送を受信するテレビチューナ等に適用することができる。
【０１５０】
　なお、取得部２０１、伝送路復号処理部２０２、および、情報源復号処理部２０３は、
それぞれ、１つの独立した装置（ハードウエア（IC(Integrated Circuit)等））、又はソ
フトウエアモジュール）として構成することが可能である。
【０１５１】
　また、取得部２０１、伝送路復号処理部２０２、および情報源復号処理部２０３につい
ては、取得部２０１と伝送路復号処理部２０２とのセットや、伝送路復号処理部２０２と
情報源復号処理部２０３とのセット、取得部２０１、伝送路復号処理部２０２、および情
報源復号処理部２０３のセットを、１つの独立した装置として構成することが可能である
。
【０１５２】
　図１６は、本発明を適用した受信システムの第２実施の形態の構成例を示すブロック図
である。
【０１５３】
　なお、図中、図１５の場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下
では、その説明は、適宜省略する。
【０１５４】
　図１６の受信システムは、取得部２０１、伝送路復号処理部２０２、及び、情報源復号
処理部２０３を有する点で、図１５の場合と共通し、出力部２１１が新たに設けられてい
る点で、図１５の場合と相違する。
【０１５５】
　出力部２１１は、例えば、画像を表示する表示装置や、音声を出力するスピーカであり
、情報源復号処理部２０３から出力される信号としての画像や音声等を出力する。すなわ
ち、出力部２１１は、画像を表示し、あるいは、音声を出力する。
【０１５６】
　以上のような図１６の受信システムは、例えば、デジタル放送としてのテレビジョン放
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送を受信するTVや、ラジオ放送を受信するラジオ受信機等に適用することができる。
【０１５７】
　なお、取得部２０１において取得された信号に、圧縮符号化が施されていない場合には
、伝送路復号処理部２０２が出力する信号が、出力部２１１に供給される。
【０１５８】
　図１７は、本発明を適用した受信システムの第３実施の形態の構成例を示すブロック図
である。
【０１５９】
　なお、図中、図１５の場合と対応する部分については、同一の符号を付してあり、以下
では、その説明は、適宜省略する。
【０１６０】
　図１７の受信システムは、取得部２０１、及び、伝送路復号処理部２０２を有する点で
、図１５の場合と共通する。
【０１６１】
　但し、図１７の受信システムは、情報源復号処理部２０３が設けられておらず、記録部
２２１が新たに設けられている点で、図１５の場合と相違する。
【０１６２】
　記録部２２１は、伝送路復号処理部２０２が出力する信号（例えば、MPEGのTSのTSパケ
ット）を、光ディスクや、ハードディスク（磁気ディスク）、フラッシュメモリ等の記録
（記憶）媒体に記録する（記憶させる）。
【０１６３】
　以上のような図１７の受信システムは、テレビジョン放送を録画するレコーダ等に適用
することができる。
【０１６４】
　なお、図１７において、受信システムは、情報源復号処理部２０３を設けて構成し、情
報源復号処理部２０３で、情報源復号処理が施された後の信号、すなわち、デコードによ
って得られる画像や音声を、記録部２２１で記録することができる。
【０１６５】
　以上、本発明を、DVB-T.2におけるMISO方式により送信されてくるOFDM信号を受信する
受信装置に適用した場合について説明したが、本発明は、その他、例えば、MISO方式によ
り送信されてくる信号を受信するどのような装置にも適用可能である。
【０１６６】
　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汎用のパーソナルコン
ピュータなどが含まれる。
【０１６７】
　図１８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。
【０１６８】
　コンピュータにおいて、CPU(Central Processing Unit)４０１、ROM(Read Only Memory
)４０２、RAM(Random Access Memory)４０３は、バス４０４により相互に接続されている
。
【０１６９】
　バス４０４には、さらに、入出力インタフェース４０５が接続されている。入出力イン
タフェース４０５には、入力部４０６、出力部４０７、記憶部４０８、通信部４０９、お
よびドライブ４１０が接続されている。
【０１７０】



(21) JP 5278173 B2 2013.9.4

10

20

30

　入力部４０６は、キーボード、マウス、マイクロフォンなどよりなる。出力部４０７は
、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記憶部４０８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４０９は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドラ
イブ４１０は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリ
ムーバブルメディア４１１を駆動する。
【０１７１】
　以上のように構成されるコンピュータでは、CPU４０１が、例えば、記憶部４０８に記
憶されているプログラムを入出力インタフェース４０５およびバス４０４を介してRAM４
０３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。
【０１７２】
　コンピュータ（CPU４０１）が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等
としてのリムーバブルメディア４１１に記録して提供することができる。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、デジタル放送といった、有線また
は無線の伝送媒体を介して提供することができる。
【０１７３】
　コンピュータでは、プログラムは、リムーバブルメディア４１１をドライブ４１０に装
着することにより、入出力インタフェース４０５を介して、記憶部４０８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４
０９で受信し、記憶部４０８にインストールすることができる。その他、プログラムは、
ROM４０２や記憶部４０８に、あらかじめインストールしておくことができる。
【０１７４】
　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。
【０１７５】
　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。
【符号の説明】
【０１７６】
　５１　受信装置，　５２－１,５２－２　送信装置，　６１　アンテナ，　６２　取得
部，　６３　伝送路復号処理部，　６４　デコーダ，　６５　出力部，　８１　AD変換部
，　８２　FFT部，　８３　SP抽出部，　８４　時間補間部，　８５　シンボル同期部，
　８６　フィルタ中心位置探索部，　８７－１,８７－２　周波数補間部，　８８　チャ
ネル分割部，　８９　等化部，　２０１　取得部，　２０２　伝送路復号処理部，　２０
３　情報源復号処理部，　２１１　出力部，　２２１　記録部



(22) JP 5278173 B2 2013.9.4

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(23) JP 5278173 B2 2013.9.4

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(24) JP 5278173 B2 2013.9.4

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(25) JP 5278173 B2 2013.9.4

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(26) JP 5278173 B2 2013.9.4

【図１７】 【図１８】



(27) JP 5278173 B2 2013.9.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  岡本　卓也
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  後藤　友謙
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内
(72)発明者  横川　峰志
            東京都港区港南１丁目７番１号　ソニー株式会社内

    審査官  岡　裕之

(56)参考文献  特開２００７－１８９６４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              英国特許出願公開第０２４４９４７０（ＧＢ，Ａ）　　　
              国際公開第２００９／００１５２８（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２００８／１２９８２５（ＷＯ，Ａ１）　　
              岸山　祥久　外３名，Evolved UTRA下りリンクOFDM無線アクセスにおけるセクタ固有直交系列を
              用いるパイロットチャネル，２００５年電子情報通信学会通信ソサイエティ大会講演論文集１，
              ２００５年　９月　７日，p.445，B-5-45
              名倉　正和　外２名，パイロットシンボルを用いたＯＦＤＭのシンボル同期法の提案，２００６
              年電子情報通信学会総合大会講演論文集　通信２，２００６年　３月　８日，p.303，B-8-19
              山下　真由子　外３名，パイロットシンボルによるＯＦＤＭの等化方式に関する一検討，電子情
              報通信学会技術研究報告，１９９８年　６月２９日，Vol.98, No.159，pp.79-86，RCS98-47

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｊ　　１１／００　　　　
              Ｈ０４Ｂ　　　７／０６　　　　
              Ｈ０４Ｊ　　９９／００　　　　
              ＣｉＮｉｉ


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

