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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複素シンボルストリームを受信してデマッピング処理し、かつ前記受信された複素シン
ボルストリーム及び前記デマッピングされた複素シンボルストリームからエラー信号を計
算し、このエラー信号を利用して直接チャンネル状態情報（ＣＳＩ）を生成して出力する
直接チャンネル状態評価部と、
　チャンネル周波数応答のサイズ信号を利用して間接ＣＳＩを生成して出力する間接チャ
ンネル状態評価部と、
　前記エラー信号及び前記チャンネル周波数応答のサイズ信号を利用して、チャンネル状
態選択制御信号を生成して出力するコチャンネル干渉検出部と、
　前記チャンネル状態選択制御信号の論理状態に応答して、前記直接チャンネル状態情報
または前記間接チャンネル状態情報を選択的に出力する選択部と、を具備し、
　前記コチャンネル干渉検出部は、 
　前記チャンネル周波数応答のサイズと前記エラー信号を用いて乗算動作を行い、前記乗
算結果と少なくとも一つの係数情報を演算してコチャンネル干渉を検出し、前記検出結果
に基づき前記チャンネル状態選択制御信号(CSS)を発生することを特徴とする受信機のチ
ャンネル状態評価装置。
【請求項２】
　前記直接チャンネル状態評価部は、
　前記複素シンボルストリームのうちＩストリームに所定パイロットを挿入し、かつＩス
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トリームをデマッピング処理して出力する第１デマッピング及びパイロット挿入部と、
　前記デマッピングの前のＩストリームから前記デマッピングされたＩストリームを減算
して出力する第１減算部と、
　前記第１減算部の出力信号の自乗を計算して出力する第１自乗部と、
　前記複素シンボルストリームのうちＱストリームに所定パイロットを挿入し、かつＱス
トリームをデマッピング処理して出力する第２デマッピング及びパイロット挿入部と、
　前記デマッピングの前のＱストリームから前記デマッピングされたＱストリームを減算
して出力する第２減算部と、
　前記第２減算部の出力信号の自乗を計算して出力する第２自乗部と、
　前記第１自乗部の出力信号と前記第２自乗部の出力信号とを加算して出力する加算部と
、
　前記加算部の出力信号と以前シンボルでのその信号とを平均して、前記エラー信号を出
力する平均計算部と、
　前記エラー信号を非線形伝達関数で反転させて量子化した前記直接ＣＳＩを出力する非
線形量子化部と、を具備することを特徴とする請求項１に記載の受信機のチャンネル状態
評価装置。
【請求項３】
　前記間接ＣＳＩは、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ信号を線形伝達関数で量子化した信号であることを
特徴とする請求項１に記載の受信機のチャンネル状態評価装置。
【請求項４】
　前記コチャンネル干渉検出部は、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ信号の自乗を計算して出力する第３自乗部と、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号と前記エラー信号とを乗算して出力する乗
算部と、
　前記乗算部の出力信号に属する所定キャリアを全方向フィルタリング処理によって積分
して出力するＦＩＲフィルタと、
　前記ＦＩＲフィルタの出力信号から第１係数情報を減算して出力する第３減算部と、
　前記第３減算部の出力信号から負数値を有する信号を除去し、正数値を有する信号のみ
を出力する負数値除去部と、
　前記負数値除去部の出力信号をシンボル期間累積して出力する累算部と、
　前記累算部の出力信号と以前シンボルでのその信号とを平均して出力するシンボル平均
フィルタと、
　前記シンボル平均フィルタの出力信号を第２係数情報と比較し、第２係数情報の大小に
よって相異なる論理状態を有する第１比較情報を出力する第１比較部と、
　前記シンボル平均フィルタの出力信号を第３係数情報と比較し、第３係数情報の大小に
よって相異なる論理状態を有する第２比較情報を出力する第２比較部と、
　前記第１比較情報及び前記第２比較情報に応答して前記チャンネル状態選択制御信号を
出力するロジック回路と、を具備することを特徴とする請求項１に記載の受信機のチャン
ネル状態評価装置。
【請求項５】
　前記チャンネル状態選択制御信号は、
　前記第１比較情報が第２論理状態であれば第２論理状態を有し、前記第２比較情報が第
２論理状態であれば第１論理状態を有し、前記第１比較情報及び前記第２比較情報のうち
何れか１つが第１論理状態であれば以前論理状態を維持することを特徴とする請求項４に
記載の受信機のチャンネル状態評価装置。
【請求項６】
　前記コチャンネル干渉検出部は、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ信号の自乗を計算して出力する第３自乗部と、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号と前記エラー信号とを乗算して出力する第
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１乗算部と、
　干渉影響ありのキャリア情報の論理状態に応答し、選択的に前記第１乗算部の出力信号
を出力するか出力しない第１スイッチング回路と、
　前記第１スイッチング回路の出力信号をシンボル期間の間累積して出力する第１累算部
と、
　干渉影響なしのキャリア情報の論理状態に応答し、選択的に前記第１乗算部の出力信号
を出力するか出力しない第２スイッチング回路と、
　前記第２スイッチング回路の出力信号をシンボル期間累積して出力する第２累算部と、
　前記第２累算部の出力信号と第１係数情報とを乗算して出力する第２乗算部と、
　前記第１累算部の出力信号から前記第２乗算部の出力信号を減算して出力する第３減算
部と、
　前記第３減算部の出力信号と以前シンボルでのその信号とを平均して出力するシンボル
平均フィルタと、
　前記シンボル平均フィルタの出力信号を第２係数情報と比較し、第２係数情報の大小に
よって相異なる論理状態を有する第１比較情報を出力する第１比較部と、
　前記シンボル平均フィルタの出力信号を第３係数情報と比較し、第３係数情報の大小に
よって相異なる論理状態を有する第２比較情報を出力する第２比較部と、
　前記第１比較情報及び前記第２比較情報に応答して前記チャンネル状態選択制御信号を
出力するロジック回路と、を具備することを特徴とする請求項１に記載の受信機のチャン
ネル状態評価装置。
【請求項７】
　前記チャンネル状態選択制御信号は、
　前記第１比較情報が第２論理状態であれば第２論理状態を有し、前記第２比較情報が第
２論理状態であれば第１論理状態を有し、前記第１比較情報及び前記第２比較情報のうち
何れか１つが第１論理状態であれば以前論理状態を維持することを特徴とする請求項６に
記載の受信機のチャンネル状態評価装置。
【請求項８】
　前記第１スイッチング回路は、
　前記干渉影響ありのキャリア情報が第２論理状態である場合にのみ前記第１乗算部の出
力信号を出力し、前記第２スイッチング回路は前記干渉影響なしのキャリア情報が第２論
理状態である場合にのみ前記第１乗算部の出力信号を出力することを特徴とする請求項６
に記載の受信機のチャンネル状態評価装置。
【請求項９】
　前記受信機は、
　ＤＶＢ－Ｔ受信機であることを特徴とする請求項１に記載の受信機のチャンネル状態評
価装置。
【請求項１０】
　計算されたエラー信号を利用して直接ＣＳＩを生成する段階と、
　チャンネル周波数応答のサイズ信号を利用して、間接ＣＳＩを生成して出力する間接チ
ャンネル状態評価段階と、
　前記エラー信号及び前記チャンネル周波数応答のサイズ信号を利用してチャンネル状態
選択制御信号を生成する段階と、
　前記チャンネル状態選択制御信号の論理状態に応答して、前記直接チャンネル状態情報
または前記間接チャンネル状態情報を選択的に出力する段階と、を具備し、
　前記チャンネル状態選択制御信号を生成する段階は、 
　前記チャンネル周波数応答のサイズと前記エラー信号を用いて乗算動作を行い、前記乗
算結果と少なくとも一つの係数情報を演算してコチャンネル干渉を検出し、前記検出結果
に基づき前記チャンネル状態選択制御信号(CSS)を発生することを特徴とする受信機のチ
ャンネル状態評価方法。
【請求項１１】
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　前記直接ＣＳＩ生成段階は、
　受信された複素シンボルストリームのうちＩストリームに所定パイロットを挿入する段
階と、
　前記Ｉストリームをデマッピング処理する段階と、
　前記デマッピングの前のＩストリームから前記デマッピングされたＩストリームを第１
減算する段階と、
　前記第１減算結果の第１自乗を計算する段階と、
　前記複素シンボルストリームのうちＱストリームに所定パイロットを挿入する段階と、
　前記Ｑストリームをデマッピング処理する段階と、
　前記デマッピングの前のＱストリームから前記デマッピングされたＱストリームを第２
減算する段階と、
　前記第２減算結果の第２自乗を計算する段階と、
　前記第１自乗結果と前記第２自乗結果とを加算して出力する段階と、
　前記加算結果と以前シンボルでのその信号とを平均して、前記エラー信号を出力する段
階と、
　前記エラー信号を非線形伝達関数で反転させて量子化した前記直接チャンネル状態情報
を出力する段階と、を具備することを特徴とする請求項１０に記載の受信機のチャンネル
状態評価方法。
【請求項１２】
　前記間接ＣＳＩは、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ信号を線形伝達関数で量子化した信号であることを
特徴とする請求項１０に記載の受信機のチャンネル状態評価方法。
【請求項１３】
　前記チャンネル状態選択制御信号生成段階は、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ信号の第３自乗を計算して出力する段階と、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号と前記エラー信号とを乗算して出力する段
階と、
　前記乗算結果に属する所定キャリアを全方向フィルタリング処理によって積分して出力
する段階と、
　前記積分結果から第１係数情報を第３減算して出力する段階と、
　前記第３減算結果から負数値を有する信号を除去し、正数値を有する信号のみを出力す
る段階と、
　前記負数値除去段階の出力信号をシンボル期間累積して出力する累算段階と、
　前記累算結果と以前シンボルでのその信号とを平均して出力する段階と、
　前記平均信号を第２係数情報と比較し、第２係数情報の大小によって相異なる論理状態
を有する第１比較情報を出力する段階と、
　前記平均信号を第３係数情報と比較し、第３係数情報の大小によって相異なる論理状態
を有する第２比較情報を出力する段階と、
　前記第１比較情報及び前記第２比較情報に応答して前記チャンネル状態選択制御信号を
生成して出力する段階と、を具備することを特徴とする請求項１０に記載の受信機のチャ
ンネル状態評価方法。
【請求項１４】
　前記チャンネル状態選択制御信号は、
　前記第１比較情報が第２論理状態であれば第２論理状態を有し、前記第２比較情報が第
２論理状態であれば第１論理状態を有し、前記第１比較情報及び前記第２比較情報のうち
何れか１つが第１論理状態であれば以前論理状態を維持することを特徴とする請求項１３
に記載の受信機のチャンネル状態評価方法。
【請求項１５】
　前記チャンネル状態選択制御信号生成段階は、
　前記チャンネル周波数応答のサイズ信号の第３自乗を計算して出力する段階と、
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　前記チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号と前記エラー信号とを第１乗算して出力す
る段階と、
　干渉影響ありのキャリア情報の論理状態に応答し、前記干渉影響ありのキャリア情報が
第２論理状態である場合にのみ前記第１乗算結果を出力する段階と、
　前記干渉影響ありのキャリア情報に対応する前記第１乗算結果をシンボル期間の間第１
累積して出力する段階と、
　干渉影響なしのキャリア情報の論理状態に応答し、前記干渉影響なしのキャリア情報が
第２論理状態である場合にのみ前記第１乗算結果を出力する段階と、
　干渉影響なしのキャリア情報に対応する前記第１乗算結果をシンボル期間の間第２累積
して出力する段階と、
　前記第２累積結果と第１係数情報とを第２乗算して出力する段階と、
　前記第１累積結果から前記第２乗算結果を第３減算して出力する段階と、
　前記第３減算結果と以前シンボルでのその信号とを平均して出力する段階と、
　前記平均信号を第２係数情報と比較し、第２係数情報の大小によって相異なる論理状態
を有する第１比較情報を出力する段階と、
　前記平均信号を第３係数情報と比較し、第３係数情報の大小によって相異なる論理状態
を有する第２比較情報を出力する段階と、
　前記第１比較情報及び前記第２比較情報に応答して、前記チャンネル状態選択制御信号
を生成して出力する段階と、を具備することを特徴とする請求項１０に記載の受信機のチ
ャンネル状態評価方法。
【請求項１６】
　前記チャンネル状態選択制御信号は、
　前記第１比較情報が第２論理状態であれば第２論理状態を有し、前記第２比較情報が第
２論理状態であれば第１論理状態を有し、前記第１比較情報及び前記第２比較情報のうち
何れか１つが第１論理状態であれば以前論理状態を維持することを特徴とする請求項１５
に記載の受信機のチャンネル状態評価方法。
【請求項１７】
　チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号とエラー信号とを乗算して出力する乗算部と、
　前記乗算部の出力信号に属する所定キャリアを積分して出力するフィルタと、
　前記フィルタの出力信号から第１係数情報を減算して出力する減算部と、
　前記減算部の出力信号から負数値を有する信号を除去し、正数値を有する信号のみを出
力する除去部と、
　前記除去部の出力信号をシンボル期間の間累積して出力する累算部と、
　前記累算部の出力信号と以前シンボルでのその信号とを平均し、平均信号から第１比較
情報及び第２比較情報を生成する平均化部と、
　前記第１比較情報及び前記第２比較情報に応答して、前記チャンネル状態選択制御信号
を出力するロジック回路を具備し、
　前記チャンネル状態選択制御信号によって、前記エラー信号によって決定される直接チ
ャンネル状態情報及び前記チャンネル周波数応答のサイズ信号によって決定される間接チ
ャンネル状態情報のうち何れか１つが選択的に出力されることを特徴とする受信機のチャ
ンネル状態評価装置のためのコチャンネル干渉検出器。
【請求項１８】
　前記チャンネル状態選択制御信号は、
　前記第１比較情報が第２論理状態であれば第２論理状態を有し、前記第２比較情報が第
２論理状態であれば第１論理状態を有し、前記第１比較情報及び前記第２比較情報のうち
何れか１つが第１論理状態であれば以前論理状態を維持することを特徴とする請求項１７
に記載の受信機のチャンネル状態評価装置のためのコチャンネル干渉検出器。
【請求項１９】
　チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号とエラー信号とを乗算して出力する第１乗算部
と、
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　干渉影響ありのキャリア情報の論理状態に応答し、選択的に前記第１乗算部の出力信号
を出力するか出力しない第１スイッチング回路と、
　前記第１スイッチング回路の出力信号をシンボル期間の間累積して出力する第１累算部
と、
　干渉影響なしのキャリア情報の論理状態に応答し、選択的に前記第１乗算部の出力信号
を出力するか出力しない第２スイッチング回路と、
　前記第２スイッチング回路の出力信号をシンボル期間の間累積して出力する第２累算部
と、
　前記第２累算部の出力信号と第１係数情報とを乗算して出力する第２乗算部と、
　前記第１累算部の出力信号から前記第２乗算部の出力信号を減算して出力する減算部と
、
　前記減算部の出力信号と以前シンボルでのその信号とを平均し、平均信号から第１比較
情報及び第２比較情報を生成する平均化部と、
　前記第１比較情報及び前記第２比較情報に応答して前記チャンネル状態選択制御信号を
出力するロジック回路と、を具備し、
　前記チャンネル状態選択制御信号によって、前記エラー信号によって決定される直接チ
ャンネル状態情報及び前記チャンネル周波数応答のサイズ信号によって決定される間接チ
ャンネル状態情報のうち何れか１つが選択的に出力されることを特徴とする受信機のチャ
ンネル状態評価装置のためのコチャンネル干渉検出器。
【請求項２０】
　前記チャンネル状態選択制御信号は、
　前記第１比較情報が第２論理状態であれば第２論理状態を有し、前記第２比較情報が第
２論理状態であれば第１論理状態を有し、前記第１比較情報及び前記第２比較情報のうち
何れか１つが第１論理状態であれば以前論理状態を維持することを特徴とする請求項１９
に記載の受信機のチャンネル状態評価装置のためのコチャンネル干渉検出器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルビデオ放送（Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｖｉｄｅｏ
 Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ：ＤＶＢ－Ｔ）受信機に係り、特に、ＤＶＢ－Ｔ信号のサブ
キャリアを通じてチャンネル状態を評価する装置に関する。ここで、ＤＶＢ－Ｔ信号はＩ
ＥＥＥ ８０２.１１標準プロトコルで定義するＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｅ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｏｒ）信号と仮定する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、一般的なＤＶＢ－Ｔ送信機のブロック図である。図１のＤＶＢ－Ｔ送信機はＤ
ＶＢ－Ｔ信号のＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）
ビットストリーム１を処理してアンテナを通じて空中に送出する送信機である。前記ＤＶ
Ｂ－Ｔ送信機はエネルギ分散部２、外部コーダ３、外部インタリーバ４、内部コーダ５、
内部インタリーバ６、マッパ７、フレーム適応部８、変調部９、Ｄ／Ａ変換部１０、及び
送信処理部１１を含む。周知のように、マッパ７はＱＰＳＫ（Ｑｕａｄｒａｕｔｕｒｅ 
Ｐｈａｓｅ Ｓｈｉｆｔ Ｋｅｙｉｎｇ）、１６－ＱＡＭ（Ｑｕａｄｒａｔｕｒｅ Ａｍｐ
ｌｉｔｕｄｅ Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）、または６４－ＱＡＭなどのような変調フォーマ
ットによってＩ及びＱ信号を生成し、フレーム適応部８はこのような信号をフレーム構造
に変える。この時、各フレームは６８ ＯＦＤＭシンボルで構成され、各シンボルは動作
モードによって６８１７アクティブキャリア（８Ｋモードで）または１７０５アクティブ
キャリア（２Ｋモードで）で構成される。このような規格はＥＴＳＩ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ
 Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）の標準
となっている。フレーム適応部８はまた同期化、モード検出、チャンネル推定などに使わ
れるＣＰＣ（Ｃｏｎｔｉｎｕａｌ Ｐｉｌｏｔ Ｃａｒｒｉｅｒ）、ＳＰＣ（Ｓｃａｔｔｅ
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ｒｅｄ Ｐｉｌｏｔ Ｃａｒｒｉｅｒ）、及びＴＰＳＣ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ Ｐａ
ｒａｍｅｔｅｒ Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ Ｃａｒｒｉｅｒｓ）をＯＦＤＭシンボルにそれぞれ
追加させる。このようなキャリアの位置はあらかじめ定められており、分散パイロット挿
入パターンは図２に示されたように４番目シンボル毎に一度ずつ同じになる形態を有する
。
【０００３】
　図３は、一般的なＤＶＢ－Ｔ受信機のブロック図である。図３のＤＶＢ－Ｔ受信機はア
ンテナ１３を通じて受信された空中波を図１の送信機と逆過程で処理して生成したＭＰＥ
Ｇビットストリームを後続するＭＰＥＧ処理装置に伝送する受信機である。前記ＤＶＢ－
Ｔ受信機はチューナ１４、ＡＤ変換部１５、復調部１６、同期化部１７、チャンネル等化
器１８、ＴＰＳ（Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ Ｐｅｒ Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ）デコーダ１９、ビ
ットメトリック計算及び内部デインタリービング部２２、ＣＳＩプロセッサ２４、ビタビ
デコーダ２５、及び外部デインタリービング、デコーディング、及びデランダマイズ部２
６を含む。ここで、チャンネル等化器１８は歪曲補償された複素ＯＦＤＭ信号、及びチャ
ンネル周波数応答のサイズ自乗（ＳＭＣＦＲ：Ｓｑｕａｒｅｄ Ｍａｇｎｉｔｕｄｅ ｏｆ
 ｔｈｅ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を出力し、これによっ
てＣＳＩプロセッサ２４はＯＦＤＭ信号のデータキャリアそれぞれの確実性程度を推定し
てチャンネル状態情報（ＣＳＩ：Ｃｈａｎｎｅｌ Ｓｔａｔｅ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
を出力する。ＣＳＩは一般的にサブキャリアのＳＮＲ（Ｓｉｇｎａｌ－ｔｏ－Ｎｏｉｓｅ
 Ｒａｔｉｏ）と定義される。
【０００４】
　図４は、図３のビットメトリック計算及び内部デインタリービング部２２の詳細ブロッ
ク図である。ここでは６４－ＱＡＭ伝送モードについて示した。ビットメトリック計算及
び内部デインタリービング部２２はＣＳＩ及びチャンネル等化器１８の出力信号Ｉ、Ｑを
処理したシンボルをビタビデコーダ２５に出力する。ビットメトリック計算及び内部デイ
ンタリービング部２２はシンボルデインタリーバ２８、ビットメトリック計算部２９～３
４、ビットデインタリービング部３５～４０、及びビットマルチプレクサ４１を含む。こ
こで、ビットメトリックは図５に示されたようなデマッピング過程によって、数１のよう
に計算される。図５は、１６－ＱＡＭ伝送モードについての例である。
【０００５】
【数１】

【０００６】
　ここで、ＢＭｉはｉ番目ビットメトリック、Ｒｋはｋ番目キャリアの複素値、Ｓ０はＩ
－Ｑ座標図で最も近い点の複素値であって、ｉ番目位置で‘０’ビットに対応する値、Ｓ

１はＩ－Ｑ座標図で最も近い点の複素値であってｉ番目位置で‘１’ビットに対応する値
、ＣＳＩｋはｋ番目キャリアのＣＳＩ信号である。
【０００７】
　ＣＳＩを計算する方式には間接計算方式、直接計算方式、及び結合方式がある。
【０００８】
　図３に示されたＤＶＢ－Ｔ受信機はＳＭＣＦＲを利用するチャンネル状態評価の間接方
式をとっており、このようなチャンネル状態評価の間接方式はチャンネル等化器１８で計
算されたチャンネル周波数応答のサイズを使用する。この場合は、図８に示されたように
、ホワイトノイズが存在するチャンネル、またはスタティックチャンネルで良い性能を示
すが、図６に示されたように、周波数が選択的な干渉、すなわち、ＤＶＢ－Ｔ信号にアナ
ログＴＶ信号が混合されており、図７のようなスペクトルを有するコチャンネルでのコチ
ャンネル干渉が存在するチャンネルでは良い性能を与えない。例えば、図８で、チャンネ
ル状態評価の間接方式はチャンネル状態評価の直接方式より２＊１０－４ＢＥＲ（ｂｉｔ
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 ｅｒｒｏｒ ｒａｔｅ）でＳＮＲ ３.３ｄＢ程度の利得が得られる。
【０００９】
　チャンネル状態評価の間接方式を改善して周波数が選択的な干渉（コチャンネル干渉）
が存在するチャンネルで良い性能を有するために、チャンネル状態評価の直接方式、また
はチャンネル状態評価の結合方式などが試みられている。
【００１０】
　チャンネル状態評価の直接方式は受信された信号値と図５のようなＩ－Ｑ座標図で最も
近い点間の差を利用する。このような方式に関わる詳細なる説明は特許文献１、または特
許文献２によく示されている。この場合は周波数が選択的な干渉（コチャンネル干渉）が
存在するチャンネルでは良い性能を示すが、ホワイトノイズが存在するチャンネル、また
はスタティックチャンネルで良い性能を得られない。
【００１１】
　チャンネル状態評価の結合方式は特許文献３などで試みられているが、まだ周波数が選
択的な干渉が存在するチャンネルで間接方式より良い性能を得られない。
【特許文献１】米国特許ＵＳ５,６３６,２５３号公報
【特許文献２】ヨーロッパ特許出願ＥＰ０,９９１,２３９号
【特許文献３】ヨーロッパ特許出願ＥＰ１,２２１,７９３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明が解決しようとする技術的課題は、コチャンネル干渉を検出してそのコチャンネ
ル干渉量によってチャンネル状態評価の直接方式またはチャンネル状態評価の間接方式が
選択的に行われるようにすることによって、信頼性あるＣＳＩがビタビデコーダのような
後続エラー訂正デコーダのビットメトリック計算に利用されて、システムのＳＮＲ利得を
高められるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評価装置を提供することにある。
【００１３】
　本発明が解決しようとする他の技術的課題は、コチャンネル干渉を検出してそのコチャ
ンネル干渉量によってチャンネル状態評価の直接方式またはチャンネル状態評価の間接方
式が選択的に行われるようにするＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評価方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　前記の技術的課題を達成するための本発明によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評
価装置は、直接チャンネル状態評価部、間接チャンネル状態評価部、コチャンネル干渉検
出部、及び選択部を具備する。
【００１５】
　前記直接チャンネル状態評価部は複素シンボルストリームを受信してデマッピング処理
し、かつ前記受信された複素シンボルストリーム及び前記デマッピングされた複素シンボ
ルストリームからエラー信号を計算し、このエラー信号を利用して直接ＣＳＩを生成して
出力する。前記間接チャンネル状態評価部はチャンネル周波数応答のサイズ信号を利用し
て間接ＣＳＩを生成して出力する。前記コチャンネル干渉検出部は前記エラー信号及び前
記チャンネル周波数応答のサイズ信号を利用して、チャンネル状態選択制御信号を生成し
て出力する。前記選択部は前記チャンネル状態選択制御信号の論理状態に応答して、前記
直接ＣＳＩまたは前記間接ＣＳＩを選択的に出力する。
【００１６】
　前記間接ＣＳＩは、前記チャンネル周波数応答のサイズ信号を線形伝達関数で量子化し
た信号であることを特徴とする。前記直接チャンネル状態評価部は、第１デマッピング及
びパイロット挿入部、第１減算部、第１自乗部、第２デマッピング及びパイロット挿入部
、第２減算部、第２自乗部、加算部、平均計算部、及び非線形量子化部を具備する。
【００１７】
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　前記第１デマッピング及びパイロット挿入部は前記複素シンボルストリームのうちＩス
トリームに所定パイロットを挿入し、かつＩストリームをデマッピング処理して出力する
。前記第１減算部は前記デマッピングの前のＩストリームから前記デマッピングされたＩ
ストリームを減算して出力する。前記第１自乗部は前記第１減算部の出力信号の自乗を計
算して出力する。前記第２デマッピング及びパイロット挿入部は前記複素シンボルストリ
ームのうちＱストリームに所定パイロットを挿入し、かつＱストリームをデマッピング処
理して出力する。前記第２減算部は前記デマッピングの前のＱストリームから前記デマッ
ピングされたＱストリームを減算して出力する。前記第２自乗部は前記第２減算部の出力
信号の自乗を計算して出力する。前記加算部は前記第１自乗部の出力信号と前記第２自乗
部の出力信号とを加算して出力する。前記平均計算部は前記加算部の出力信号と以前シン
ボルでのその信号とを平均して前記エラー信号を出力する。前記非線形量子化部は前記エ
ラー信号を非線形伝達関数で反転させて量子化した前記直接ＣＳＩを出力する。
【００１８】
　前記コチャンネル干渉検出部は、第３自乗部、乗算部、ＦＩＲフィルタ、第３減算部、
負数値除去部、累算部、シンボル平均フィルタ、第１比較部、第２比較部、及びロジック
回路を具備する。前記第３自乗部は前記チャンネル周波数応答のサイズ信号の自乗を計算
して出力する。前記乗算部は前記チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号と前記エラー信
号とを乗算して出力する。前記ＦＩＲフィルタは前記乗算部の出力信号に属する所定キャ
リアを全方向フィルタリング処理によって積分して出力する。前記第３減算部は前記ＦＩ
Ｒフィルタの出力信号から第１係数情報を減算して出力する。前記負数値除去部は前記第
３減算部の出力信号から負数値を有する信号を除去し、正数値を有する信号のみ出力する
。前記累算部は前記負数値除去部の出力信号をシンボル期間の間累積して出力する。前記
シンボル平均フィルタは前記累算部の出力信号と以前シンボルでのその信号とを平均して
出力する。前記第１比較部は前記シンボル平均フィルタの出力信号を第２係数情報と比較
し、第２係数情報の大小によって相異なる論理状態を有する第１比較情報を出力する。前
記第２比較部は前記シンボル平均フィルタの出力信号を第３係数情報と比較し、第３係数
情報の大小によって相異なる論理状態を有する第２比較情報を出力する。前記ロジック回
路は第２論理状態である前記第１比較情報及び前記第２比較情報のそれぞれに応答して第
２論理状態及び第１論理状態を有し、第１論理状態である前記第１比較情報及び前記第２
比較情報に応答して、以前論理状態を維持する前記チャンネル状態選択制御信号を生成し
て出力する。
【００１９】
　または、前記コチャンネル干渉検出部は、第３自乗部、第１乗算部、第１スイッチング
回路、第１累算部、第２スイッチング回路、第２累算部、第２乗算部、第３減算部、シン
ボル平均フィルタ、第１比較部、第２比較部、及びロジック回路を具備する。前記第３自
乗部は前記チャンネル周波数応答のサイズ信号の自乗を計算して出力する。前記第１乗算
部は前記チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号と前記エラー信号とを乗算して出力する
。前記第１スイッチング回路は干渉影響ありのキャリア情報の論理状態に応答し、干渉影
響ありのキャリア情報が第２論理状態である場合にのみ前記第１乗算部の出力信号を出力
する。前記１累算部は前記第１スイッチング回路の出力信号をシンボル期間の間累積して
出力する。前記第２スイッチング回路は干渉影響なしのキャリア情報の論理状態に応答し
、干渉影響なしのキャリア情報が第２論理状態である場合にのみ前記第１乗算部の出力信
号を出力する。前記第２累算部は前記第２スイッチング回路の出力信号をシンボル期間の
間累積して出力する。前記第２乗算部は前記第２累算部の出力信号と第１係数情報とを乗
算して出力する。前記第３減算部は前記第１累算部の出力信号から前記第２乗算部の出力
信号を減算して出力する。前記シンボル平均フィルタは前記第３減算部の出力信号と以前
シンボルでのその信号とを平均して出力する。前記第１比較部は前記シンボル平均フィル
タの出力信号を第２係数情報と比較し、第２係数情報の大小によって相異なる論理状態を
有する第１比較情報を出力する。前記第２比較部は前記シンボル平均フィルタの出力信号
を第３係数情報と比較し、第３係数情報の大小によって相異なる論理状態を有する第２比
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較情報を出力する。前記ロジック回路は第２論理状態である前記第１比較情報及び前記第
２比較情報のそれぞれに応答して第２論理状態及び第１論理状態を有し、第１論理状態で
ある前記第１比較情報及び前記第２比較情報に応答して以前論理状態を維持する前記チャ
ンネル状態選択制御信号を生成して出力する。
【００２０】
　前記の他の技術的課題を達成するための本発明によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状
態評価方法は、次のような段階を具備する。
　すなわち、本発明によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評価方法は、複素シンボル
ストリームを受信してデマッピング処理し、かつ前記受信された複素シンボルストリーム
及び前記デマッピングされた複素シンボルストリームからエラー信号を計算し、このエラ
ー信号を利用して直接ＣＳＩを生成して出力する直接チャンネル状態評価段階と、チャン
ネル周波数応答のサイズ信号を利用して間接ＣＳＩを生成して出力する間接チャンネル状
態評価段階と、前記エラー信号及び前記チャンネル周波数応答のサイズ信号を利用してチ
ャンネル状態選択制御信号を生成して出力するコチャンネル干渉検出段階と、前記チャン
ネル状態選択制御信号の論理状態に応答して前記直接ＣＳＩまたは前記間接ＣＳＩを選択
的に出力する選択段階と、を具備する。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評価装置は、コチャンネル干渉を検出
してそのコチャンネル干渉量によってチャンネル状態評価の直接方式またはチャンネル状
態評価の間接方式を選択する。したがって、前記チャンネル状態評価装置から出力される
信頼性あるＣＳＩがビタビデコーダのような後続エラー訂正デコーダのビットメトリック
計算に利用される時、システムのＳＮＲ利得を高められる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、添付した図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。各図に提
示された同じ参照符号は同一部分を示す。
【００２３】
　図９は、本発明の一実施形態によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評価装置のブロ
ック図である。図９を参照すれば、本発明の一実施形態によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャン
ネル状態評価装置は直接チャンネル状態評価部８１０、線形量子化部８５０、コチャンネ
ル干渉検出部８２０、及び選択部８６０を具備する。ここで、前記線形量子化部８５０は
間接チャンネル状態評価部に該当する。
【００２４】
　前記直接チャンネル状態評価部８１０は複素シンボルストリームＩ、Ｑを受信してデマ
ッピング処理し、かつ前記受信された複素シンボルストリームＩ、Ｑ及び前記デマッピン
グされた複素シンボルストリームからエラー信号Ｅｒｒ２を計算し、このエラー信号Ｅｒ
ｒ２を利用して直接ＣＳＩ ＣＳＩ１を生成して出力する。前記複素シンボルストリーム
Ｉ、Ｑは９ないし１１ビットで構成されるデジタル信号である。
【００２５】
　前記線形量子化部８５０はチャンネル周波数応答のサイズ信号｜Ｈ｜を利用して間接Ｃ
ＳＩ ＣＳＩ２を生成して出力する間接チャンネル状態評価部に該当する。ここで、前記
間接ＣＳＩ ＣＳＩ２は、前記チャンネル周波数応答のサイズ信号｜Ｈ｜を線形伝達関数
で量子化した信号である。前記チャンネル周波数応答のサイズ信号｜Ｈ｜は９ないし１１
ビットで構成されるデジタル信号であり、前記間接ＣＳＩ ＣＳＩ２は線形伝達関数によ
って３ないし４ビットに量子化されたデジタル信号である。線形伝達関数は入力されるチ
ャンネル周波数応答のサイズ信号｜Ｈ｜に比例して３ないし４ビットに量子化された他の
デジタル値を出力させる関数である。例えば、９ないし１１ビットよりなったチャンネル
周波数応答のサイズ信号｜Ｈ｜から上位３ないし４ビット値をとり、残りの下位ビット値
は除去する関数を前記線形伝達関数としえる。
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【００２６】
　前記コチャンネル干渉検出部８２０は前記エラー信号Ｅｒｒ２及び前記チャンネル周波
数応答のサイズ信号｜Ｈ｜を利用してチャンネル状態選択制御信号ＣＳＳを生成して出力
する。
【００２７】
　前記選択部８６０は前記チャンネル状態選択制御信号ＣＳＳの論理状態に応答して前記
直接ＣＳＩ ＣＳＩ１または前記間接ＣＳＩ ＣＳＩ２を選択的に出力する。前記選択部８
６０から出力されるＣＳＩ ＣＳＩは図３のデインタリービング部２２またはビタビデコ
ーダ２５などに出力されてエラー訂正などの遂行に使われる。
【００２８】
　前記のように、本発明の一実施形態によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評価装置
は、コチャンネル干渉に適応して信頼性あるＣＳＩ ＣＳＩを出力するために、前記コチ
ャンネル干渉検出部８２０がコチャンネル干渉を検出して、そのコチャンネル干渉量によ
って論理状態が変更されるチャンネル状態選択制御信号ＣＳＳを出力する。このチャンネ
ル状態選択制御信号ＣＳＳによってチャンネル状態評価の直接方式またはチャンネル状態
評価の間接方式が選択的に行われる。このようにした場合に、チャンネル状態評価の直接
方式での長所とチャンネル状態評価の間接方式での長所とが共に得られる。すなわち、ホ
ワイトノイズが存在するチャンネル、またはスタティックチャンネルでも良い性能を表し
、周波数が選択的な干渉、すなわち、ＤＶＢ－Ｔ信号にアナログＴＶ信号が混合されてコ
チャンネル干渉が存在するチャンネルでも良い性能を表す。
【００２９】
　前記コチャンネル干渉検出部８２０がコチャンネル干渉を検出することは次のような理
論に基づく。もし受信された信号にコチャンネル干渉が存在しなければ、チャンネル周波
数応答のサイズ信号｜Ｈ｜の自乗｜Ｈ｜２は常にＳＮＲに比例し、一方、エラー信号Ｅｒ
ｒ２は常にＳＮＲに反比例する関係である。エラー信号Ｅｒｒ２は受信されるキャリアの
ノイズパワーと同じである。もし受信されたキャリアで構成されるシンボルストリームに
大きい雑音が存在し、コチャンネル干渉がないならば、図１０（Ａ）、（Ｂ）に示された
ように、エラー信号Ｅｒｒ２がチャンネル周波数応答のサイズ信号｜Ｈ｜の自乗｜Ｈ｜２

によって補償されて、｜Ｈ｜２＊Ｅｒｒ２はほとんど一定な平均値Ｋ０を有する。ただし
、｜Ｈ｜２＊Ｅｒｒ２は大きい雑音が存在するキャリアに対してＫ０より若干小さい値を
有するだけである。なぜなら、大きい雑音が存在するキャリアの場合においては、デマッ
ピング過程での誤差のために、エラー信号Ｅｒｒ２が不正確に計算されるためである。
【００３０】
　これに対して、コチャンネル干渉のある場合には異なる。すなわち、コチャンネル干渉
の影響を受けたキャリアに対応するエラー信号Ｅｒｒ２は非常に強くてチャンネル周波数
応答のサイズ信号｜Ｈ｜の自乗｜Ｈ｜２によって補償されず、図１１（Ａ）、（Ｂ）に示
されたように、｜Ｈ｜２＊Ｅｒｒ２はコチャンネル干渉の存在するキャリアに対して一定
な平均値Ｋ０よりはるかに大きい値を有する。図１１（Ｂ）でスレッショルドを示すＴ１

は図１２の第１係数情報Ｔ１と同じであり、これは前記コチャンネル干渉検出部８２０が
コチャンネル干渉を検出するために使用する所定係数に該当する。前記コチャンネル干渉
検出部８２０については後述する。
【００３１】
　図１２は、図９のチャンネル状態評価装置の具体的なブロック図である。図１２を参照
すれば、前記直接チャンネル状態評価部８１０は、第１デマッピング及びパイロット挿入
部８１１、第１減算部８１２、第１自乗部８１３、第２デマッピング及びパイロット挿入
部８１４、第２減算部８１５、第２自乗部８１６、加算部８１７、平均計算部８１８、及
び非線形量子化部８１９を具備する。
【００３２】
　前記第１デマッピング及びパイロット挿入部８１１は前記複素シンボルストリームＩ、
ＱのうちＩストリームに所定パイロットを挿入し、かつＩストリームをデマッピング処理
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して出力する。前記第１減算部８１２は前記デマッピングの前のＩストリームから前記デ
マッピングされたＩストリームを減算して出力する。前記第１自乗部８１３は前記第１減
算部８１２の出力信号の自乗を計算して出力する。前記第２デマッピング及びパイロット
挿入部８１４は前記複素シンボルストリームＩ、Ｑ中のＱストリームに所定パイロットを
挿入し、かつＱストリームをデマッピング処理して出力する。前記第２減算部８１５は前
記デマッピングの前のＱストリームから前記デマッピングされたＱストリームを減算して
出力する。前記第２自乗部８１６は前記第２減算部８１５の出力信号の自乗を計算して出
力する。前述したように、前記複素シンボルストリームＩ、ＱはＩストリーム、及びＱス
トリームよりなっており、図３のチャンネル等化器１８で歪曲補償された複素信号である
。このような複素信号に対して前記デマッピング及びパイロット挿入部８１１、または８
１４は、ＱＡＭフォーマット、またはＢＰＳＫ（Ｂｉｎａｒｙ Ｐｈａｓｅ－Ｓｈｉｆｔ 
Ｋｅｙｉｎｇ）フォーマットなど定められたフォーマットによってデマッピングして出力
する。前記デマッピング及びパイロット挿入部８１１、または８１４でのパイロット挿入
は、あらかじめ定められた位置のキャリアを所定実数に代替させる所定シーケンス生成器
によって行われる。
【００３３】
　前記加算部８１７は前記第１自乗部８１３の出力信号と前記第２自乗部８１６の出力信
号とを加算して出力する。前記平均計算部８１８は前記加算部８１７の出力信号と以前シ
ンボルでのその信号とを平均して前記エラー信号Ｅｒｒ２を出力する。前記非線形量子化
部８１９は前記エラー信号Ｅｒｒ２を反転非線形伝達関数で反転させて量子化した前記直
接ＣＳＩ ＣＳＩ１を出力する。反転非線形伝達関数は入力される前記エラー信号Ｅｒｒ
２に非線形的に反比例して３ないし４ビットに量子化された他のデジタル値を出力させる
関数である。このような関数は実験結果に基づいて経験的に得られる。例えば、９ないし
１１ビットよりなった前記エラー信号Ｅｒｒ２で、このエラー信号Ｅｒｒ２が大きければ
、小さいサイズの３ないし４ビットの他のデジタル値に量子化し、前記エラー信号Ｅｒｒ
２が小さければ、大きいサイズの３ないし４ビットの他のデジタル値に量子化する関数を
前記反転非線形伝達関数にしえる。
【００３４】
　一方、図１２で、前記コチャンネル干渉検出部８２０は、第３自乗部８２１、乗算部８
２２、ＦＩＲ（Ｆｉｎｉｔｅ Ｉｍｐｕｌｓｅ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）フィルタ８２３、第３
減算部８２４、負数値除去部８２５、累算部８２６、シンボル平均フィルタ８２７、第１
比較部８２８、第２比較部８２９、及びロジック回路８３０を具備する。
【００３５】
　前記第３自乗部８２１は前記チャンネル周波数応答のサイズ信号｜Ｈ｜の自乗を計算し
て出力する。前記乗算部８２２は前記チャンネル周波数応答のサイズ自乗信号｜Ｈ｜２と
前記エラー信号Ｅｒｒ２とを乗算して出力する。前記ＦＩＲフィルタ８２３は前記乗算部
８２２の出力信号｜Ｈ｜２＊Ｅｒｒ２に属する所定キャリアを全方向フィルタリング処理
によって積分して出力する。周波数選択的なコチャンネル干渉は隣接する多数キャリアに
影響を及ぼすので、前記ＦＩＲフィルタ８２３は前記乗算部８２２の出力信号｜Ｈ｜２＊
Ｅｒｒ２を全方向フィルタリング方法、すなわち、入力される順に積分して出力すること
によって、その平均値を出力する。
【００３６】
　前記第３減算部８２４は前記ＦＩＲフィルタ８２３の出力信号から第１係数情報Ｔ１を
減算して出力する。第１係数情報Ｔ１はコチャンネル干渉の影響を判別できる程度に大き
く設定される。図１１（Ａ）、（Ｂ）を参照すれば、キャリアがコチャンネル干渉の影響
を受けた場合には、前記第３減算部８２４の出力信号｜Ｈ｜２＊Ｅｒｒ２－Ｔ１は非常に
大きい正数値を有する。逆に、キャリアがコチャンネル干渉の影響を受けていない場合に
は前記第３減算部８２４の出力信号｜Ｈ｜２＊Ｅｒｒ２－Ｔ１は負数値を有する。したが
って、第１係数情報Ｔ１が大きければ、コチャンネル干渉の影響を検出するエラーを減ら
せる。
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【００３７】
　前記負数値除去部８２５は前記第３減算部８２４の出力信号から負数値を有する信号を
除去し、正数値を有する信号のみ出力する。前記累算部８２６は前記負数値除去部８２５
の出力信号をシンボル期間の間累積して出力する。前記シンボル平均フィルタ８２７は前
記累算部８２６の出力信号と以前シンボルでのその信号とを平均して出力する。前記第１
比較部８２８は前記シンボル平均フィルタ８２７の出力信号を第２係数情報Ｃ１と比較し
、第２係数情報Ｃ１の大小によって相異なる論理状態を有する第１比較情報を出力する。
前記第２比較部８２９は前記シンボル平均フィルタ８２７の出力信号を第３係数情報Ｃ２

と比較し、第３係数情報Ｃ２の大小によって相異なる論理状態を有する第２比較情報を出
力する。前記ロジック回路８３０は第２論理状態（例えば、論理ハイ状態）である前記第
１比較情報及び前記第２比較情報のそれぞれに応答して第２論理状態及び第１論理状態（
例えば、論理ロー状態）を有し、第１論理状態である前記第１比較情報及び前記第２比較
情報に応答して以前論理状態を維持する前記チャンネル状態選択制御信号ＣＳＳを生成し
て出力する。すなわち、前記シンボル平均フィルタ８２７の出力信号が第２係数情報Ｃ１

より大きければ、前記ロジック回路８３０は第２論理状態のチャンネル状態選択制御信号
ＣＳＳを出力し、前記シンボル平均フィルタ８２７の出力信号が第３係数情報Ｃ２より小
さければ、前記ロジック回路８３０は第１論理状態のチャンネル状態選択制御信号ＣＳＳ
を出力する。また、前記シンボル平均フィルタ８２７の出力信号が第３係数情報Ｃ２より
大きく、第２係数情報Ｃ１より小さければ、前記ロジック回路８３０は以前論理状態を維
持する前記チャンネル状態選択制御信号ＣＳＳを生成して出力する。
【００３８】
　図１２の前記コチャンネル干渉検出部８２０は任意のスペクトル特性を有する幅狭コチ
ャンネル干渉を検出する。しかし、ＤＶＢ－Ｔ信号にアナログＴＶ信号が混合されたコチ
ャンネル環境のように、コチャンネル干渉の位置があらかじめ知られている場合に、これ
を利用すれば、コチャンネル干渉検出の信頼性はさらに改善される。
【００３９】
　図１３は、図９のコチャンネル干渉検出部８２０の他の具体例である。図１３を参照す
れば、前記コチャンネル干渉検出部８２０は、第３自乗部８３１、第１乗算部８３２、第
１スイッチング回路８３３、第１累算部８３４、第２スイッチング回路８３５、第２累算
部８３６、第２乗算部８３７、第３減算部８３８、シンボル平均フィルタ８３９、第１比
較部８４０、第２比較部８４１、及びロジック回路８４２を具備する。図１３のようなコ
チャンネル干渉検出部８２０は、図７のように、コチャンネル干渉位置があらかじめ知ら
れている場合に、さらに効果的である。コチャンネル環境でアナログＴＶ信号スペクトル
は、３種類の尖頭部分、すなわち、映像キャリア、カラーサブキャリア、及びサウンドサ
ブキャリアのそれぞれに対応する尖頭部分を有し、特に、映像キャリアは非常に強いので
、同じ周波数に位置するＤＶＢ－Ｔのキャリアにコチャンネル干渉を起こす。図１３のコ
チャンネル干渉検出部８２０はこのような問題解決に効果的に適応できる。
【００４０】
　図１３で、前記第３自乗部８３１は前記チャンネル周波数応答のサイズ信号｜Ｈ｜の自
乗を計算して出力する。前記第１乗算部８３２は前記チャンネル周波数応答のサイズ自乗
信号｜Ｈ｜２と前記エラー信号Ｅｒｒ２とを乗算して出力する。前記第１スイッチング回
路８３３は干渉影響ありのキャリア情報（ＩＡＣ：Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ Ａｆｆｅ
ｃｔｅｄ Ｃａｒｒｉｅｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の論理状態に応答し、前記ＩＡＣが
第２論理状態である場合にのみ前記第１乗算部８３２の出力信号を出力する。前記第１累
算部８３４は前記第１スイッチング回路８３３の出力信号をシンボル期間の間累積して出
力する。前記第２スイッチング回路８３５は干渉影響なしのキャリア情報（ＩＵＡＣ：Ｉ
ｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ Ｕｎａｆｆｅｃｔｅｄ Ｃａｒｒｉｅｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）の論理状態に応答し、前記ＩＵＡＣが第２論理状態である場合にのみ前記第１乗算部
８３２の出力信号を出力する。前記第２累算部８３６は前記第２スイッチング回路８３５
の出力信号をシンボル期間の間累積して出力する。前記第２乗算部８３７は前記第２累算



(14) JP 4499515 B2 2010.7.7

10

20

30

40

50

部８３６の出力信号と第１係数情報Ｃ０とを乗算して出力する。ＩＡＣは、図７で映像キ
ャリアのように、コチャンネル干渉を起こすキャリア位置を知らせる情報であって、コチ
ャンネル干渉のあるキャリア位置に対応する所定時間毎に第１論理状態から第２論理状態
になる。同じく、ＩＵＡＣはコチャンネル干渉のないキャリア位置を知らせる情報であっ
て、コチャンネル干渉のないキャリア位置に対応する所定の他の時間毎に第１論理状態か
ら第２論理状態になる。コチャンネル干渉のあるまたはないキャリア位置を知らせるため
には、あらかじめ定められた時間毎にリセットする所定カウンタが利用される。
【００４１】
　前記第３減算部８３８は前記第１累算部８３４の出力信号から前記第２乗算部８３７の
出力信号を減算して出力する。前記シンボル平均フィルタ８３９は前記第３減算部８３８
の出力信号と以前シンボルでのその信号とを平均して出力する。前記第１比較部８４０は
前記シンボル平均フィルタ８３９の出力信号を第２係数情報Ｃ１と比較し、第２係数情報
Ｃ１の大小によって相異なる論理状態を有する第１比較情報を出力する。前記第２比較部
８４１は前記シンボル平均フィルタ８３９の出力信号を第３係数情報Ｃ２と比較し、第３
係数情報Ｃ２の大小によって相異なる論理状態を有する第２比較情報を出力する。前記ロ
ジック回路８４２は第２論理状態である前記第１比較情報及び前記第２比較情報のそれぞ
れに応答して第２論理状態及び第１論理状態を有し、第１論理状態である前記第１比較情
報及び前記第２比較情報に応答して、以前論理状態を維持する前記チャンネル状態選択制
御信号ＣＳＳを生成して出力する。
【００４２】
　前述したように、本発明の一実施形態によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評価装
置は、コチャンネル干渉検出部８２０から出力されるチャンネル状態選択制御信号ＣＳＳ
によって、直接チャンネル状態評価部８１０及び間接チャンネル状態評価部８５０のそれ
ぞれから出力される直接ＣＳＩ ＣＳＩ１及び間接ＣＳＩ ＣＳＩ２を選択的に利用する。
したがって、直接チャンネル状態評価方式の長所と間接チャンネル状態評価方式の長所と
を共に得られるので、周波数が選択的な干渉、すなわち、コチャンネル干渉に適応してＤ
ＶＢ－Ｔ受信機の性能を向上させる。
【００４３】
　以上により最適な実施形態が開示された。ここで、特定の用語が使われたが、これは単
に本発明を説明するための目的で使われたものであって、意味限定や特許請求の範囲に記
載された本発明の範囲を制限するために使われたものではない。したがって、本技術分野
の当業者であれば、これより多様な変形及び均等な他の実施形態が可能であることを理解
できるであろう。したがって、本発明の真の技術的保護範囲は特許請求の範囲の技術的思
想により定められねばならない。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明によるチャンネル状態評価装置及びコチャンネル干渉検出機はＯＦＤＭ受信機な
ど無線受信機に利用される。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】一般的なＤＶＢ－Ｔ送信機のブロック図である。
【図２】一般的なＤＶＢ－Ｔシステムでパイロットの配列を説明するための図である。
【図３】一般的なＤＶＢ－Ｔ受信機のブロック図である。
【図４】図３のビットメトリック計算及び内部デインタリービング部の詳細ブロック図で
ある。
【図５】ビットメトリック計算過程を説明するための図である。
【図６】コチャンネル干渉のあるチャンネルでチャンネル状態評価の間接方式とチャンネ
ル状態評価の直接方式のエラー率を示す図である。
【図７】ＤＶＢ－Ｔ信号、及びアナログＴＶ信号の周波数応答スペクトルを示す図である
。
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【図８】多重経路チャンネルでチャンネル状態評価の間接方式とチャンネル状態評価の直
接方式のエラー率を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態によるＤＶＢ－Ｔ受信機のチャンネル状態評価装置のブロッ
ク図である。
【図１０】（Ａ）及び（Ｂ）は、コチャンネル干渉のない場合に、チャンネル周波数応答
のサイズ自乗、エラー信号自乗、及びその値の乗算を示す図である。
【図１１】（Ａ）及び（Ｂ）は、コチャンネル干渉のある場合に、チャンネル周波数応答
のサイズ自乗、エラー信号自乗、及びその値の乗算を示す図である。
【図１２】図９のチャンネル状態評価装置の具体的なブロック図である。
【図１３】図９のコチャンネル干渉検出部の他の具体例を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００４６】
　　８１０　　直接チャンネル状態評価部
　　８２０　　コチャンネル干渉検出部
　　８５０　　線形量子化部
　　８６０　　選択部
　　|Ｈ|　　チャンネル周波数応答のサイズ信号
　　Ｅｒｒ２　　エラー信号
　　ＣＳＳ　　チャンネル状態選択制御信号
　　ＣＳＩ　　チャンネル状態情報
　　ＣＳＩ１　　直接ＣＳＩ
　　ＣＳＩ２　　間接ＣＳＩ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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