
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送衛星又は通信衛星からの放送信号を受信して得られる高周波信号をベースバンド信
号に変換するダイレクトコンバージョン方式を用いる高周波信号受信装置において、
　上記高周波信号を入力する入力回路と、
　上記入力回路からの信号の中の選局を希望する周波数の信号をベースバンド信号に変換
するためのミキサ回路と、
　上記ミキサ回路に、上記入力回路からの信号と混合する上記選局を希望する周波数と同
じ周波数の信号を供給する局部発振出力回路部とを有し、
　上記局部発振出力回路部は、制御信号により発振周波数が制御される原発振器と、この
原発振器の出力信号の高調波となる上記選局を希望する周波数の信号を取り出す高調波出
力回路とを有してなり、
　上記入力回路は、 上記制御信号により同調周波
数が制御可能であって、上記選局を希望する周波数に同調して

増強可能な同調回路と、 上記
制御信号により同調周波数が制御可能であって、上記 周波数としての高調
波以外の高調波の周波数に同調して、上記 周波数としての高調波以外の高
調波の周波数に対応する放送信号を除去可能なトラップ回路とを有する
　ことを特徴とする高周波信号受信装置。
【請求項２】
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　上記局部発振出力回路部の原発振器からの原発振出力信号が入力されるＰＬＬ回路部を
有し、
　このＰＬＬ回路部からの制御電圧により、上記局部発振出力回路部の原発振器の共振周
波数を制御するとともに、上記入力回路の周波数特性を制御することを特徴とする請求項
１記載の高周波信号受信装置。
【請求項３】
　上記ＰＬＬ回路部は、上記局部発振出力回路部の原発振器からの原発振出力信号を選局
信号に応じた分周比で分周する分周器と、この分周器からの出力を基準周波数と比較する
位相比較器と、この位相比較器からの出力信号を上記制御電圧に変換する周波数－電圧変
換器とを有してなることを特徴とする請求項２記載の高周波信号受信装置。
【請求項４】
　上記局部発振出力回路部の高調波出力回路は、上記原発振器からの原発振出力信号の４
次高調波を取り出し、
　上記入力回路は、上記原発振出力信号の３次高調波を除去することを特徴とする請求項
１記載の高周波信号受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビジョン受像機等のチューナに設けられる高周波信号受信装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　放送衛星（ＢＳ： Broadcasting Satellite、以下、ＢＳと記す。）ディジタル放送や、
通信衛星（ＣＳ： Communications Satellite、以下、ＣＳと記す。）ディジタル放送の放
送電波は、パラボラアンテナ等により受信されて例えば１～２ＧＨｚの高周波信号（ＲＦ
信号）に変換された後、いわゆるセットトップボックスあるいは衛星放送受信機能付きの
チューナ等の高周波信号受信装置に送られる。この高周波信号受信装置においては、入力
されたアンテナからのＲＦ信号に対して局部発振回路からの局部発振信号を混合して所定
の周波数の信号にダウンコンバートする周波数変換装置が設けられている。
【０００３】
　近年では、集積回路（以下、ＩＣと記す。）の高密度化に伴い、周波数変換装置として
使用するＩＣには、周波数変換回路とＰＬＬ回路とが一体化されたものが知られている。
特に、ＢＳやＣＳ放送用のチューナ装置に用いられる周波数変換装置では、アンテナを介
して入力されるＲＦ信号を中間周波数信号（ＩＦ信号）に変換することなく、直接ベース
バンド信号にダウンコンバートすることができる、いわゆるダイレクトコンバージョン方
式のＩＣが開発されている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、テレビジョン受像機等のチューナに設けられるダイレクトコ
ンバージョン方式の周波数変換装置が記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－１９０７５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、ダイレクトコンバージョンＩＣを用いて周波数変換装置を作製する場合、局
部発振出力回路からの出力信号の周波数は、上記アンテナからのＲＦ信号の所望の選局チ
ャンネルの周波数と同じ１～２ＧＨｚとなる。このような１～２ＧＨｚの高周波を直接発
振するような発振器は、部品が高価であり、また分布容量やインダクタの影響も受けやす
く調整や安定動作が困難であることから、いわゆるＶＨＦ帯やＵＨＦ帯程度の周波数で発
振する原発振器を用い、この原発振器からの発振出力の高次高調波、例えば４次高調波を
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取り出して局部発振出力信号として用いることが考えられている。
【０００７】
　このような局部発振出力信号に高次高調波、例えば４次高調波を用いる場合に、ダイレ
クトコンバージョンのために必要な４次高調波以外の不要な高調波がミキサ回路に入力さ
れるとき、上記アンテナからのＲＦ信号中に上記不要な高調波に対応するチャンネルの放
送信号が存在すると、この放送信号もベースバンド信号に周波数コンバートされることに
なる。
【０００８】
　そこで、本発明は、上述した従来の実情に鑑みて提案されたものであり、局部発振出力
信号に高次高調波を用いる場合、必要とする高調波以外の高調波がベースバンド信号に周
波数コンバートされることによる不具合を防止し得るような高周波信号受信装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した目的を達成するために、本発明に係る高周波信号受信装置は、放送衛星又は通
信衛星からの放送信号を受信して得られる高周波信号をベースバンド信号に変換するダイ
レクトコンバージョン方式を用いる高周波信号受信装置において、上記高周波信号を入力
する入力回路と、上記入力回路からの信号の中の選局を希望する周波数の信号をベースバ
ンド信号に変換するためのミキサ回路と、上記ミキサ回路に、上記入力回路からの信号と
混合する上記選局を希望する周波数と同じ周波数の信号を供給する局部発振出力回路部と
を有し、上記局部発振出力回路部は、制御信号により発振周波数が制御される原発振器と
、この原発振器の出力信号の高調波となる上記選局を希望する周波数の信号を取り出す高
調波出力回路とを有してなり、上記入力回路は、
上記制御信号により同調周波数が制御可能であって、上記選局を希望する周波数に同調し
て 増強可能な同調回路と、

上記制御信号により同調周波数が制御可能であって、上記
周波数としての高調波以外の高調波の周波数に同調して、上記 周

波数としての高調波以外の高調波の周波数に対応する放送信号を除去可能なトラップ回路
とを有する。
【００１０】
　また、本発明に係る高周波信号受信装置は、局部発振出力回路部の原発振器からの原発
振出力信号が入力されるＰＬＬ回路部を有し、ＰＬＬ回路部からの制御電圧により局部発
振出力回路部の原発振器の共振周波数を制御するとともに入力回路の周波数特性を制御す
る。このＰＬＬ回路部は、局部発振出力回路部の原発振器からの原発振出力信号を選局信
号に応じた分周比で分周する分周器と、この分周器からの出力を基準周波数と比較する位
相比較器と、この位相比較器からの出力信号を上記制御電圧に変換する周波数－電圧変換
器とを有してなる。局部発振出力回路部の原発振器には共振回路が接続され、ＰＬＬ回路
部からの制御電圧により共振回路の共振周波数が制御され、入力回路は、所望の周波数と
なる放送チャンネル周波数の高調波を増強し、これ以外の高調波で他の放送チャンネル周
波数付近の周波数を減衰する特性を有し、ＰＬＬ回路部からの制御電圧により増強及び減
衰の各周波数が制御される。局部発振出力回路部の高調波出力回路は、原発振器からの原
発振出力信号の４次高調波を取り出し、入力回路は、原発振出力信号の３次高調波を除去
する。
【００１１】
　この高周波信号受信装置は、局部発振出力回路部に含まれる高調波出力回路によって原
発振器の出力信号の高調波となる所望の周波数の信号を取り出し、入力回路によって所望
の周波数としての高調波以外の高調波を除去する。
【発明の効果】
【００１２】
　以上詳細に説明したように、本発明に係る高周波信号受信装置によれば、安価で分布容
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量やインダクタの影響も受けにくい汎用のＶＨＦ及びＵＨＦ帯域の発振回路を用いてＢＳ
及びＣＳディジタル放送用高周波信号に対する発振周波数を得ることができる上に、局部
発振出力回路部に含まれる高調波出力回路によって原発振器の出力信号の高調波となる所
望の周波数の信号を増幅し、目的とする放送チャンネル周波数の発振周波数を得るために
生成した高調波のうち目的の放送チャンネル周波数以外の放送チャンネル周波数に対して
最も影響が大きくなる次数の高調波の周波数帯域の利得を低減することができため、出力
となるＩ／Ｑ信号が安定化でき、受信性能が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の一具体例として示す高周波信号受信回路１について、図面を参照して説明する
。図１に示す高周波信号受信回路１は、放送衛星（ＢＳ： Broadcast Satellite、以下、
ＢＳと記す）及び１１０°通信衛星（ＣＳ： Communications Satellite、以下、ＣＳと記
す）からの１２ＧＨｚ帯付近のディジタル放送信号から得られる１～２ＧＨｚ帯の高周波
信号をベースバンド信号に周波数コンバートするダイレクトコンバージョン方式を用いる
高周波信号受信回路である。この高周波信号受信回路は、目的とする放送チャンネル周波
数を局部発振出力信号としてミキサ回路に入力することにより、アンテナを介して入力さ
れるＲＦ信号を中間周波数信号（ＩＦ信号）に変換することなく直接ベースバンド信号に
ダウンコンバートすることができる。そして、本発明の具体例として示す高周波信号受信
回路は、入力した１～２ＧＨｚ帯の高周波信号から所望の放送チャンネル周波数としての
ｎ次高調波を増幅するとともに、所望の放送チャンネル周波数としてのｎ次高調波以外の
高調波を除去する特性を備えている。本具体例では、原発振器の４次高調波を発生し、４
次高調波以外の高調波を除去する場合について説明する。
【００１４】
　高周波信号受信回路１は、アンテナ２で受信されて１２ＧＨｚ帯から１～２ＧＨｚ帯程
度に変換された高周波信号（ＲＦ信号）を入力する入力回路３と、入力回路３から出力さ
れた１～２ＧＨｚ帯の信号をベースバンド信号に周波数コンバートするためのミキサ回路
４と、入力回路３から出力された信号と混合する周波数帯の信号をミキサ回路４に供給す
る局部発振出力回路部５とを有している。本具体例では、アンテナ２に入力された１２Ｇ
Ｈｚ帯のディジタル放送信号は、アンテナに設けられたコンバータによって１～２ＧＨｚ
帯程度の高周波信号（ＲＦ信号）に変換される。入力回路３には、この高周波信号が入力
される。
【００１５】
　局部発振出力回路部５は、原発振器としての発振回路５１と、発振回路５１の出力信号
の４次高調波を発生して、所望の放送チャンネル周波数の信号を発振回路５１の出力信号
の４次高調波として取り出す高調波出力回路５２と、共振回路５３とを有している。本具
体例では、原発振器としての発振回路５１からの出力信号を原発振出力信号とし、高調波
出力回路５２からの出力信号を局部発振出力信号とする。共振回路５３は、後述するＰＬ
Ｌ回路部６からの制御電圧により共振周波数が制御されており、発振回路５１に接続され
ている。
【００１６】
　また、高周波信号受信回路１は、局部発振出力回路部５からの原発振出力信号が入力さ
れるＰＬＬ（ＰＬＬ； Phase Locked Loop、以下、ＰＬＬと記す。）回路部６を有してい
る。このＰＬＬ回路部６から出力される制御電圧は、入力回路３及び共振回路５３に送ら
れており、この制御電圧によって局部発振出力回路部５の共振回路５３の共振周波数を制
御するとともに入力回路３の周波数特性が制御されている。
【００１７】
　ＰＬＬ回路部６は、局部発振出力回路部５からの原発振出力信号を選局信号に応じた分
周比で分周する分周器６１と、この分周器６１からの出力を基準周波数と比較する位相比
較器６２と、この位相比較器６２からの出力信号を制御電圧に変換する周波数－電圧変換
器６３とを有している。
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【００１８】
　一般的な高周波信号受信装置では、アンテナからのＲＦ信号入力端に設けられる入力回
路としてハイパスフィルタ（ＨＰＦ； High Pass Filter、以下、ＨＰＦと記す。）が用い
られている。ＨＰＦは、ＵＨＦ帯域以下を低減する固定のＨＰＦとインピーダンス合わせ
を主体とした回路構成になっており、受信帯域をブロードに通過させる周波数特性となっ
ている。通常の高周波信号受信装置に設ける周波数変換装置の局部発振出力信号として発
振器からの基本波を用いる場合、この基本波に対する高調波の周波数が離れているため、
入力回路が受信帯域をブロードに通過させる特性を有していても、基本波の高調波成分が
高レベルで周波数変換装置のミキサ回路に入力されてしまうようなことはない。
【００１９】
　しかし、局部発振出力信号に原発振器の原発振出力信号の高次高調波を用いる構成とし
た場合、この原発振出力信号のｎ次高調波成分とｎ次高調波の前後次数の高調波成分が近
接した周波数帯に現れるため、入力回路が受信帯域をブロードに通過させる特性を有して
いると、目的とする高次高調波とともに前後次数の高調波を通過させることがある。例え
ば、局部発振出力信号に原発振器の４次高調波を用いる場合、ダイレクトコンバージョン
に必要な４次高調波以外の次数の高調波がミキサ回路に入力されることがある。不要な次
数の高調波に対応する周波数帯域に放送チャンネル周波数が存在すると、この周波数帯の
放送信号もベースバンド信号に周波数コンバートされるという問題がある。
【００２０】
　これに対して、上述した構成を有する高周波信号受信回路１は、入力回路３において所
望とする放送チャンネル周波数に対応する次数の高調波を増強するとともに、他の放送チ
ャンネル周波数に重なる帯域に現れる上記以外の次数の高調波を減衰する特性を有してい
る。入力回路３は、ＰＬＬ回路部６からの制御電圧により増強及び減衰の各周波数が制御
されている。本具体例では特に、局部発振出力回路部５の高調波出力回路５２が発振回路
５１からの原発振出力信号の４次高調波を取り出すようになっており、入力回路３は、所
望の周波数となる放送チャンネル周波数の４次高調波を増強するとともに原発振出力信号
の３次高調波を除去する特徴を有している。
【００２１】
　以上説明したように、高周波信号受信回路１は、所望の放送チャンネル周波数を得るた
めに調整した発振回路５１からの原発振出力信号の４次高調波に対する３次高調波に相当
する周波数帯付近に別の放送チャンネル周波数が存在しても、この放送信号がベースバン
ド信号に周波数コンバートされてＩ信号及びＱ信号出力の妨害波になることを回避できる
。
【００２２】
　以下、本発明の具体例として示す高周波信号受信回路を適用したディジタルチューナ回
路について図面を参照して詳細に説明する。図２に示すディジタルチューナ回路１００は
、アンテナ１０１からＲＦ信号を入力して増幅する構成と、Ｉ／Ｑ信号を復調するための
構成と、国内ＢＳ／ＣＳディジタル放送受信用に開発された１チップ８ＰＳＫ復調ＩＣと
を備えている。
【００２３】
　アンテナ１０１にて受信されたディジタル放送信号は、アンテナ１０１に設けられたコ
ンバータ１０２において伝搬損により減衰した微弱な信号を適正レベルまで増幅され、例
えば１２ＧＨｚ帯から１～２ＧＨｚ帯へ周波数変換されて同軸ケーブルによって伝送され
る。ＲＦ信号は、入力端子１１０からディジタルチューナ回路１００に入力される。伝送
されたＲＦ信号は、ＨＰＦ１１１を介してＲＦ増幅回路１１２、１１３に入力される。
【００２４】
　ＡＧＣ（ Auto Gain Controller）回路１１４は、入力端子１１０から入力された後、Ｒ
Ｆ増幅回路１１２、１１３を通って増幅されるＲＦ信号のレベルが常に一定となるように
利得制御している。
【００２５】
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　高周波信号受信回路部１１５は、入力したＲＦ信号を中間周波数に変換することなく直
接ベースバンド信号にダウンコンバートすることができるダイレクトコンバージョン方式
の高周波信号受信回路を構成している。また、図１にて説明した局部発振出力回路部に相
当する構成を含んでいる。図２に示す発振回路１１６は図１の発振回路５１に相当し、高
調波発生回路１１７は高調波出力回路５２に相当し、共振回路１１８は共振回路５３に相
当する。また、図１の入力回路３は、図２のＨＰＦ１１１に相当し、ミキサ回路４はミキ
サ回路１２１，１２３に相当している。
【００２６】
　図２に示す発振回路１１６、高調波発生回路１１７、共振回路１１８で構成される局部
発振出力回路部において、発振回路１１６は、原発振出力信号を生成し、高調波発生回路
１１７は、発振回路１１６の出力信号の４次高調波を発生して所望の放送チャンネル周波
数の信号を発振回路１１６の出力信号の４次高調波として取り出している。共振回路１１
８は、後述するＰＬＬ選局回路１１９からの制御電圧により共振周波数が制御されており
発振回路１１６に接続されている。発振回路１１６は、特に高調波発生回路１１７を介し
て入力ＲＦ信号と同一周波数付近の信号が発振されている。
【００２７】
　また、高周波信号受信回路部１１５は、局部発振出力回路部からの原発振出力信号が入
力されるＰＬＬ選局回路１１９を有する。ＰＬＬ選局回路１１９から出力される制御電圧
Ｖｃは、入力回路としてのＨＰＦ１１１及び共振回路１１８に送られており、この制御電
圧Ｖｃによって共振回路１１８の共振周波数を制御するとともにＨＰＦ１１１の周波数特
性が制御されている。
【００２８】
　ＰＬＬ選局回路１１９は、図１で示したＰＬＬ回路部６に相当しており、図２では図示
しないが、局部発振出力回路部を構成する発振回路１１６からの原発振出力信号を選局信
号に応じた分周比で分周する分周器と、この分周器からの出力を基準周波数と比較する位
相比較器と、この位相比較器からの出力信号を制御電圧に変換する周波数－電圧変換器と
を有している。位相比較器へ入力される基準周波数は、基準周波数発振器１２０から送ら
れている。
【００２９】
　１～２ＧＨｚの高周波を直接発振するような発振器は、部品が高価であり、また分布容
量やインダクタの影響も受けやすく調整や安定動作が困難であることから、本具体例では
、発振回路１１６として、ＶＨＦ帯やＵＨＦ帯程度の周波数で発振する汎用の原発振器を
使用している。そして、高調波発生回路１１７によって、原発振器としての発振回路１１
６からの原発振出力信号の高次高調波を取り出して局部発振出力信号としている。原発振
器としての発振回路１１６には、ＴＶチューナで汎用のＶＨＦハイバンド発振回路が使用
できる。発振回路１１６で得た原発振出力信号の周波数を高調波発生回路１１７により４
倍し、得られた４次高調波を復調信号として使用する。
【００３０】
　例えば、１ＧＨｚ帯の入力ＲＦ信号に対しては、ＶＨＦハイバンド発振回路で得られる
２５０ＭＨｚを４倍して１ＧＨｚとする。ＶＨＦハイバンド発振回路を使用する理由とし
ては、汎用回路であって、この回路を含めた周辺回路の入手が容易である点、入力ＲＦ信
号周波数を発振する発振回路に比べて安価である点等があげられる。
【００３１】
　上述した高周波信号受信回路部１１５では、ＡＧＣ回路１１４により利得調整されたＲ
Ｆ信号は、Ｉ／Ｑ信号に分けられて、高調波発生回路１１７から出力され広帯域９０°移
相回路１２２においてＩ／Ｑ信号に分けられた局部発振信号とともにミキサ回路１２１又
はミキサ回路１２３にて混合され、ここで周波数コンバートされてＩ／Ｑ信号毎のベース
バンド信号となって出力される。更に後段のフィルタ回路１２４、回路１２５、回路１２
６、回路１２７、回路１２８、回路１２９によってベースバンド信号以外の周波数成分が
除去され、Ｉ／Ｑ信号出力が得られる。Ｉ／Ｑ信号は、更に隣接トラップ付きＬＰＦ回路
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１３０、１３１を通って８ＰＳＫ復調ＩＣ１３２に入力する。Ｉ／Ｑ信号出力は、８ＰＳ
Ｋ復調ＩＣ１３２においてディジタルデータに変換され、必要なタイミング信号とともに
出力される。８ＰＳＫ復調ＩＣ１３２からは、ＰＷＭ／ＤＣコンバータ１３３にディジタ
ル化された信号が送られＤＣ信号に変換された後、ＡＧＣ回路１１４に出力される。
【００３２】
　なお、図２に示すディジタルチューナ回路１００において、高周波信号受信回路部１１
５を構成する回路のうち、ＲＦ増幅回路１１３、高周波信号受信回路部１１５、発振回路
１１６、高調波発生回路１１７、ＰＬＬ選局回路１１９、広帯域９０°移相回路１２２、
ミキサ回路１２１、ミキサ回路１２３、フィルタ回路１２４、回路１２５、回路１２６、
回路１２７、回路１２８、回路１２９は、１つのＩＣとして構成されている。
【００３３】
　次に、ディジタルチューナ回路１００において、高調波発生回路１１７によって原発振
出力信号の４次高調波を取り出して局部発振出力信号とした場合、目的とする高次高調波
以外の次数の高調波が及ぼす他の放送チャンネル周波数帯への影響を低減する様子を説明
する。
【００３４】
　高調波発生回路１１７にて４次高調波を得るにしても、実際には、２次、３次、５次、
６次等の高調波が発生している。４次高調波に対して余分な高調波成分となるこれら他の
次数の高調波は、５次、６次等の高レベル帯域であれば、この周波数帯域に放送チャンネ
ル周波数が存在しないため影響がない。また、高次の高調波の周波数帯域に放送チャンネ
ル周波数が存在したとしても、フィルタ等を用いることで除去できるレベルであるため、
ミキサ回路１２１を干渉しない工夫ができる。
【００３５】
　しかし、４次高調波を利用しようとする場合に生じる３次高調波の出力レベルは、強い
うえに４次高調波に近隣しており、３次高調波が放送チャンネル周波数帯域へ干渉するこ
とを抑制するのは特に困難である。そのうえ、高周波信号受信回路部１１５の幾つかの回
路は、１つのＩＣとして構成されているため、外部からこの３次高調波のレベルを低減し
ようと対策を施しても限度がある。また、放送チャンネル周波数が単波の場合であれば、
３次高調波がミキサ回路１２１に流入しても放送チャンネル周波数帯のベースバンド信号
に対する妨害波にはならないが、入力されるＲＦ信号の放送チャンネル周波数帯が多波に
亘っているため、３次高調波の帯域が他の放送チャンネル周波数の帯域に重なることがあ
る。
【００３６】
　図３は、ＡＧＣ回路１１４にて利得調整されたＲＦ信号伝送系の周波数特性を示してい
る。通常、ＡＧＣ回路１１４によって所定レベルの一定出力になるように調整されている
。図３には、ＢＳ－１、ＢＳ－９、ＢＳ－１５、ＮＤ－２、ＮＤ－２４等、ＢＳ放送及び
ＣＳ放送における放送チャンネルの一例が示されている。
【００３７】
　図３に一例として示すＮＤ－２の周波数は、原発振出力信号の周波数ｆ０ の４次高調波
として得ている。このとき、ｆ０ の３次高調波の周波数３ｆ０ は、ＢＳ－９に近接した帯
域になる。また、ＮＤ－２４の周波数は、原発振出力信号の周波数ｆ１ の４次高調波とし
て得ている。このとき、ｆ１ の３次高調波の周波数３ｆ１ は、ＮＤ－２に近接した帯域に
なる。また、ＢＳ－１５の周波数は、原発振出力信号の周波数ｆ２ の４次高調波として得
ているが、このときｆ２ の３次高調波の周波数３ｆ２ がＢＳ－１近傍の帯域になる。
【００３８】
　そのため、図３に示すように、３次高調波の帯域が放送チャンネル周波数帯域に重なっ
ている場合、例えば、ＮＤ－２に対して３次高調波周波数に相当するＢＳ－９がベースバ
ンド信号にダウンコンバートされＮＤ－２に対する妨害波になる。
【００３９】
　本具体例として示すディジタルチューナ回路１００は、入力回路としてのＨＰＦ１１１
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において、目的とする放送チャンネル周波数と同一周波数のＲＦ信号を増幅するとともに
原発振出力信号の３次高調波をトラップすることができる。
【００４０】
　本具体例にて使用する入力ＨＰＦ１１１の構成を図４を用いて説明する。ＨＰＦ１１１
は、図４に示すように、コイルＬ２に対して直列にコンデンサＣ３と可変容量ダイオード
Ｄ１とが接続され、コイルＬ２に対して並列にコンデンサＣ４と可変容量ダイオードＤ２
とが接続されて、π型同調回路及びトラップ回路を構成している。Ｃ３，Ｄ１，Ｌ２で構
成されるトラップ回路は、ＰＬＬ選局回路１１９からの制御電圧Ｖｃにより原発振出力信
号の発振周波数の３／４の周波数に併せて可変になる。また、Ｌ２、Ｃ４、Ｄ２からなる
同調回路は、制御電圧Ｖｃに併せて可変になる。
【００４１】
　ＨＰＦ１１１を通過するＲＦ信号伝送系の周波数特性を図５及び図６に示す。図５に示
す破線は、ＢＳ放送におけるＢＳ－１５を受信するときに増幅されるＲＦ信号の周波数特
性を示しており、実線は、ＢＳ－１を受信するときに増幅されるＲＦ信号の周波数特性を
示している。図５では、ＢＳ－１５付近の帯域のゲインが高められ、３次高調波に相当す
る９９０ＭＨｚ付近の帯域のゲインが低減されている。また、ＢＳ－１付近の帯域のゲイ
ンが高められ、３次高調波に相当する７５０ＭＨｚ付近の帯域のゲインが低減されている
。
【００４２】
　また、図６に示す破線は、ＣＳ放送におけるＮＤ－２４を受信するときに増幅されるＲ
Ｆ信号の周波数特性を示しており、実線は、ＮＤ－２を受信するときに増幅されるＲＦ信
号の周波数特性を示している。図６では、ＮＤ－２４付近の帯域のゲインが高められ、３
次高調波に相当する１５５０ＭＨｚ付近の帯域のゲインが低減されている。また、ＮＤ－
２付近の帯域のゲインが高められ、３次高調波に相当する１２００ＭＨｚ付近の帯域のゲ
インが低減されている。
【００４３】
　したがって、ＨＰＦ１１１によれば、高周波信号受信回路部１１５に入力したＲＦ信号
の受信周波数帯域のゲインを維持しつつ、３次高調波に相当する周波数帯域のゲインを低
減することができる。また、これら以外の周波数帯域をブロードとすることができる。こ
れによりディジタルチューナ回路１００は、高周波信号受信回路部１１５において原発振
出力信号の周波数の３次高調波を低減させることが困難であっても、３次高調波の同一周
波数帯域のＲＦ信号のレベルを減衰することができるため、３次高調波がベースバンド信
号に周波数コンバートされて他の放送チャンネル周波数のＩ／Ｑ信号に対する妨害波にな
ることを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の具体例として示す高周波信号受信回路を説明する構成図である。
【図２】図１に示す高周波信号受信回路を適用したディジタルチューナ回路を説明する構
成図である。
【図３】上記ディジタルチューナ回路のＡＧＣ回路にて利得調整されたＲＦ信号伝送系の
周波数特性を示す図である。
【図４】上記ディジタルチューナ回路に用いるＨＰＦを説明する構成図である。
【図５】上記ディジタルチューナ回路にてＢＳディジタル放送を受信するときＨＰＦによ
って増幅されるＲＦ信号伝送系の周波数特性を示す図である。
【図６】上記ディジタルチューナ回路にてＣＳディジタル放送を受信するときＨＰＦによ
って増幅されるＲＦ信号伝送系の周波数特性を示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１　　高周波信号受信回路、　２　　アンテナ、　３　　入力回路、
　４　　ミキサ回路、　５　　局部発振出力回路部、　５１　　発振回路、
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　５２　　高調波出力回路、　５３　　共振回路、　６　　ＰＬＬ回路部、
　６１　　分周器、　６２　　位相比較器、　６３　　周波数－電圧変換器、
　１００　　ディジタルチューナ回路、　１０１　　アンテナ、　１１０　　入力回路、
　１１１　　ハイパスフィルタ（ＨＰＦ）、　１１２，１１３　　ＲＦ増幅回路、
　１１４　　ＡＧＣ回路、　１１５　　高周波信号受信回路部、　１１６　　発振回路、
　１１７　　高調波発生回路、　１１８　　共振回路、　１１９　　ＰＬＬ選局回路

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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