
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方式において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理部と、
　この同期信号処理部で得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数の伝送
データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する符号分
割多重化部とを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれの誤り訂正符号のパンクチャドパターンの同期に用いる同期ワードを含むことを特
徴とする符号分割多重伝送方式。
【請求項２】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方式において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期

10

20

JP 3677185 B2 2005.7.27



信号処理部と、
　この同期信号処理部で得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数の伝送
データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する符号分
割多重化部とを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれの誤り訂正符号のパンクチャドパターンの同期に用いる同期ワードを含み、
　前記同期信号は、複数のフレームからなる１スーパーフレームを形成し、
　前記同期ワードは、前記同期信号１スーパーフレーム中の１フレーム目の所定位置に対
応させるようにし、
　前記複数の伝送データ系列総ての誤り訂正符号のパンクチャドパターンの先頭を前記同
期ワードの直後となるようにしたことを特徴とする符号分割多重伝送方式。
【請求項３】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方式において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理部と、
　この同期信号処理部で得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数の伝送
データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する符号分
割多重化部とを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれのビットインターリーブの同期に用いる固定パターンの同期ワードを含むことを特
徴とする符号分割多重伝送方式。
【請求項４】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方式において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理部と、
　この同期信号処理部で得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数の伝送
データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する符号分
割多重化部とを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれのビットインターリーブの同期に用いる固定パターンの同期ワードを含み、
　前記固定パターンの同期ワードは、前記同期信号１フレームの所定位置に対応させるよ
うにし、前記複数の伝送データ系列総てのビットインターリーブの遅延時間０のビットが
現れるタイミングを前記固定パターンの同期ワードの直後となるようにしたことを特徴と
する符号分割多重伝送方式。
【請求項５】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方式において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理部と、
　この同期信号処理部で得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数の伝送
データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する符号分
割多重化部とを具備し、
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　前記拡散符号同期用信号の長さはマルチパス伝搬環境から予想される各パス間の伝搬遅
延時間差の最大値よりも長く、前記拡散符号同期用信号の伝送周期は伝送路上で発生する
フェージングの変動周期よりも短くなるようにしたことを特徴とする符号分割多重伝送方
式。
【請求項６】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方式において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理部と、
　この同期信号処理部で得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数の伝送
データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する符号分
割多重化部とを具備し、
　前記同期信号は、１フレーム内に収容する前記拡散符号同期用信号の個数を、前記複数
の伝送データ系列それぞれにおけるビットインターリーブの深さの整数倍の個数とするこ
とを特徴とする符号分割多重伝送方式。
【請求項７】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方式において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理部と、
　この同期信号処理部で得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数の伝送
データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する符号分
割多重化部とを具備し、
　前記複数の伝送データ系列は、それぞれのビットインターリーブの遅延時間０のビット
が現れるタイミングが前記拡散符号同期用信号の直後となるようにしたことを特徴とする
符号分割多重伝送方式。
【請求項８】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方式において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理部と、
　この同期信号処理部で得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数の伝送
データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する符号分
割多重化部とを具備し、
　前記複数の伝送データ系列がそれぞれＭＰＥＧ－２システムズで規定されるＴＳパケッ
ト構造となっているとき、
　前記同期信号は、複数のフレームからなる１スーパーフレームを形成して、当該１スー
パーフレームの長さが前記ＴＳパケットの整数倍となるように選定し、
　前記複数の伝送データ系列それぞれのＭＰＥＧ－２システムズで規定されるＴＳパケッ
トの同期バイト及びパンクチャド符号のパンクチャドパターンの先頭を前記同期信号１ス
ーパーフレーム中の１フレーム目の所定位置に対応させるようにしたことを特徴とする符
号分割多重伝送方式。
【請求項９】
　前記同期信号処理部は、受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同
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期用信号と前記複数の伝送データ系列それぞれの同期に関する情報とを時分割多重する時
分割多重化部と、この時分割多重化部で得られた時分割多重信号を受信側で既知の拡散符
号を用いて周波数拡散変調して同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する周波数拡
散変調部とを備えることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか記載の符号分割多重伝送
方式。
【請求項１０】
　前記同期信号処理部は、受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同
期用信号を受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調する第１の周波数拡散変調部
と、前記複数の伝送データ系列それぞれの同期に関する情報を前記受信側で既知の拡散符
号を用いて周波数拡散変調する第２の周波数拡散変調部と、前記第１及び第２の周波数拡
散変調部それぞれで得られた周波数拡散変調信号を時分割多重する時分割多重化部とを備
えることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか記載の符号分割多重伝送方式。
【請求項１１】
　前記同期信号処理部は、前記拡散符号同期用信号と前記同期に関する情報との時分割多
重の際に、さらに、前記複数の伝送データ系列それぞれの構成に関する情報を含めて時分
割多重することを特徴とする請求項１乃至８いずれか記載の符号分割多重伝送方式。
【請求項１２】
　前記同期信号処理部は、受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同
期用信号、前記複数の伝送データ系列それぞれの同期に関する情報及び前記複数の伝送デ
ータ系列それぞれの構成に関する情報を時分割多重する時分割多重化部と、この時分割多
重化部で得られた時分割多重信号を受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調して
同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する周波数拡散変調部とを備えることを特徴
とする請求項１１記載の符号分割多重伝送方式。
【請求項１３】
　前記同期信号処理部は、受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同
期用信号を受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調する第１の周波数拡散変調部
と、前記複数の伝送データ系列それぞれの同期に関する情報及び前記複数の伝送データ系
列それぞれの構成に関する情報を前記受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調す
る第２の周波数拡散変調部と、前記第１及び第２の周波数拡散変調部それぞれで得られた
周波数拡散変調信号を時分割多重する時分割多重化部とを備えることを特徴とする請求項
１１記載の符号分割多重伝送方式。
【請求項１４】
　前記伝送データ系列の構成に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれの誤り訂正符号の符号化率のパラメータ情報を含むことを特徴とする請求項１１記
載の符号分割多重伝送方式。
【請求項１５】
　前記伝送データ系列の構成に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれのインターリーブの長さのパラメータ情報を含むことを特徴とする請求項１１記載
の符号分割多重伝送方式。
【請求項１６】
　前記同期信号処理部は、前記拡散符号同期用信号と前記同期に関する情報との時分割多
重の際に、さらに、総てまたは特定の受信装置に共通の伝送情報を含めて時分割多重する
ことを特徴とする請求項１乃至８いずれか記載の符号分割多重伝送方式。
【請求項１７】
　前記同期信号処理部は、受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同
期用信号、前記複数の伝送データ系列それぞれの同期に関する情報、及び総てまたは特定
の受信装置に共通の伝送情報を時分割多重する時分割多重化部と、この時分割多重化部で
得られた時分割多重信号を受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調して同期信号
としての周波数拡散変調信号を生成する周波数拡散変調部とを備えることを特徴とする請
求項１６記載の符号分割多重伝送方式。
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【請求項１８】
　前記同期信号処理部は、受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同
期用信号を受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調する第１の周波数拡散変調部
と、前記複数の伝送データ系列それぞれの同期に関する情報、及び総てまたは特定の受信
装置に共通の伝送情報を前記受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調する第２の
周波数拡散変調部と、前記第１及び第２の周波数拡散変調部それぞれで得られた周波数拡
散変調信号を時分割多重する時分割多重化部とを備えることを特徴とする請求項１６記載
の符号分割多重伝送方式。
【請求項１９】
　前記受信装置に共通の伝送情報中に地域識別情報を含めて、共通の伝送情報を受信可能
な受信装置を特定地域に限定することを特徴とする請求項１６記載の符号分割多重伝送方
式。
【請求項２０】
　前記受信装置に共通の伝送情報中に予め登録されたグループ識別情報を含めて、共通の
伝送情報を受信可能な受信装置を予め登録されたグループ加入者の端末に特定することを
特徴とする請求項 記載の符号分割多重伝送方式。
【請求項２１】
　前記受信装置に共通の伝送情報中に受信装置の起動を促す起動信号を含めることを特徴
とする請求項１６記載の符号分割多重伝送方式。
【請求項２２】
　請求項１記載の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割多重信号を受信する受信装
置であって、
　受信された周波数拡散変調信号を既知の拡散符号により復調して同期信号を得る復調部
と、
　この復調部で得られた同期信号から拡散符号同期用信号、伝送データ系列の同期に関す
る情報を再生する再生処理部とを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報に、少なくとも前記複数の伝送データ系列それ
ぞれの誤り訂正符号のパンクチャドパターンの同期に用いる同期ワードが含まれるとき、
　前記復調部の出力から前記伝送データ系列の同期に関する情報に含まれる前記複数の伝
送データ系列それぞれの誤り訂正符号のパンクチャドパターンの同期に用いる同期ワード
を検出し、その検出タイミングに基づいて任意の伝送データ系列の誤り訂正符号のパンク
チャドパターンの同期を行う誤り訂正処理部を備えることを特徴とする符号分割多重伝送
用受信装置。
【請求項２３】
　請求項２記載の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割多重信号を受信する受信装
置であって、
　受信された周波数拡散変調信号を既知の拡散符号により復調して同期信号を得る復調部
と、
　この復調部で得られた同期信号から拡散符号同期用信号、伝送データ系列の同期に関す
る情報を再生する再生処理部とを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報に、少なくとも前記複数の伝送データ系列それ
ぞれの誤り訂正符号のパンクチャドパターンの同期に用いる同期ワードが含まれ、前記同
期信号が、複数のフレームからなる１スーパーフレームで形成され、前記同期ワードが、
前記同期信号１スーパーフレーム中の１フレーム目の所定位置に対応付けられ、前記複数
の伝送データ系列総ての誤り訂正符号のパンクチャドパターンの先頭が前記同期ワードの
直後となっているとき、
　前記復調部の出力から前記伝送データ系列の同期に関する情報に含まれる前記複数の伝
送データ系列それぞれの誤り訂正符号のパンクチャドパターンの同期に用いる同期ワード
を検出し、その検出タイミングに基づいて任意の伝送データ系列における誤り訂正符号の
パンクチャドパターンの同期のタイミングを決定する誤り訂正処理部を備えることを特徴
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とする符号分割多重伝送用受信装置。
【請求項２４】
　請求項３記載の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割多重信号を受信する受信装
置であって、
　受信された周波数拡散変調信号を既知の拡散符号により復調して同期信号を得る復調部
と、
　この復調部で得られた同期信号から拡散符号同期用信号、伝送データ系列の同期に関す
る情報を再生する再生処理部とを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報に、少なくとも前記複数の伝送データ系列それ
ぞれのビットインターリーブの同期に用いる固定パターンの同期ワードが含まれるとき、
　前記復調部の出力から前記伝送データ系列の同期に関する情報に含まれる前記複数の伝
送データ系列それぞれのビットインターリーブの同期に用いる固定パターンの同期ワード
を検出し、その検出タイミングに基づいて任意の伝送データ系列のデインターリーブの同
期を行うデインターリーブ処理部を備えることを特徴とする符号分割多重伝送用受信装置
。
【請求項２５】
　請求項４記載の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割多重信号を受信する受信装
置であって、
　受信された周波数拡散変調信号を既知の拡散符号により復調して同期信号を得る復調部
と、
　この復調部で得られた同期信号から拡散符号同期用信号、伝送データ系列の同期に関す
る情報を再生する再生処理部とを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報に、少なくとも前記複数の伝送データ系列それ
ぞれのビットインターリーブの同期に用いる固定パターンの同期ワードが含まれ、前記固
定パターンの同期ワードが、前記同期信号１フレームの所定位置に対応付けられ、前記複
数の伝送データ系列総てのビットインターリーブの遅延時間０のビットが現れるタイミン
グが前記固定パターンの同期ワードの直後となっているとき、
　前記復調部の出力から前記伝送データ系列の同期に関する情報に含まれる前記複数の伝
送データ系列それぞれのビットインターリーブの同期に用いる固定パターンの同期ワード
を検出し、その検出タイミングに基づいて任意の伝送データ系列におけるデインターリー
ブの処理タイミングを決定するデインターリーブ処理部を備えることを特徴とする符号分
割多重伝送用受信装置。
【請求項２６】
　請求項６記載の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割多重信号を受信する受信装
置であって、
　受信された周波数拡散変調信号を既知の拡散符号により復調して同期信号を得る復調部
と、
　この復調部で得られた同期信号から拡散符号同期用信号、伝送データ系列の同期に関す
る情報を再生する再生処理部とを具備し、
　前記同期信号について、１フレーム内に収容する前記拡散符号同期用信号の個数が、前
記複数の伝送データ系列それぞれにおけるビットインターリーブの深さの整数倍の個数と
なるように選定されているとき、
　前記復調部の出力から前記同期信号の１単位期間中の拡散符号同期用信号の個数を求め
ることで任意の伝送データ系列におけるビットインターリーブの深さを求めて、当該伝送
データ系列のビットデインターリーブ処理を行うビットデインターリーブ処理部を備える
ことを特徴とする符号分割多重伝送用受信装置。
【請求項２７】
　請求項７記載の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割多重信号を受信する受信装
置であって、
　受信された周波数拡散変調信号を既知の拡散符号により復調して同期信号を得る復調部
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と、
　この復調部で得られた同期信号から拡散符号同期用信号、伝送データ系列の同期に関す
る情報を再生する再生処理部とを具備し、
　前記複数の伝送データ系列について、それぞれのビットインターリーブの遅延時間０の
ビットが現れるタイミングが前記拡散符号同期用信号の直後となるように設定されている
とき、
　前記復調部の出力から前記拡散符号同期用信号の直後を検出してビットインターリーブ
の遅延時間０のビットと判別し、任意の伝送データ系列のビットデインターリーブ処理を
行うビットデインターリーブ処理部を備えることを特徴とする符号分割多重伝送用受信装
置。
【請求項２８】
　前記符号分割多重信号の生成に際し、前記拡散符号同期用信号と前記同期に関する情報
とに前記複数の伝送データ系列それぞれの構成に関する情報を含めて時分割多重している
とき、
　前記再生処理部は、前記復調部で得られた同期信号から拡散符号同期用信号、伝送デー
タ系列の同期に関する情報と共に、伝送データ系列の構成に関する情報を再生することを
特徴とする請求項２２乃至２７のいずれか記載の符号分割多重伝送用受信装置。
【請求項２９】
　前記伝送データ系列の構成に関する情報に、少なくとも前記複数の伝送データ系列それ
ぞれの誤り訂正符号の符号化率のパラメータ情報が含まれるとき、
　前記再生処理部の出力から前記伝送データ系列の構成に関する情報に含まれる前記複数
の伝送データ系列それぞれの誤り訂正符号の符号化率のパラメータ情報を抽出し、これら
のパラメータ情報に基づいて任意の伝送データ系列の誤り訂正の処理を行う誤り訂正処理
部を備えることを特徴とする請求項２８記載の符号分割多重伝送用受信装置。
【請求項３０】
　前記伝送データ系列の構成に関する情報に、少なくとも前記複数の伝送データ系列それ
ぞれのインターリーブの長さのパラメータ情報が含まれるとき、
　前記再生処理部の出力から前記伝送データ系列の構成に関する情報に含まれる前記複数
の伝送データ系列それぞれのインターリーブの長さのパラメータ情報を抽出し、これらの
パラメータ情報に基づいて任意の伝送データ系列のデインターリーブの処理を行うデイン
ターリーブ処理部を備えることを特徴とする請求項２８記載の符号分割多重伝送用受信装
置。
【請求項３１】
　前記符号分割多重信号の生成に際し、前記拡散符号同期用信号と前記同期に関する情報
とに総てまたは特定の受信装置に共通の伝送情報を含めて時分割多重しているとき、
　前記再生処理部は、前記復調部で得られた同期信号から拡散符号同期用信号、伝送デー
タ系列の同期に関する情報と共に、総てまたは特定の受信装置に共通の伝送情報を再生す
ることを特徴とする請求項２２乃至２７のいずれか記載の符号分割多重伝送用受信装置。
【請求項３２】
　前記受信装置に共通の伝送情報中に地域識別情報が含められ、共通の伝送情報を受信可
能な受信装置が特定地域に限定されているとき、
　前記再生処理部の出力から前記同期信号の共通の伝送情報中に含まれる地域識別情報を
抽出し、自装置の存在位置情報を別途取得し、前記同期信号の共通の伝送情報中に含まれ
る地域識別情報から自装置が該当するか否かを判別し、該当する場合に共通の情報を受信
再生する共通情報再生部を備えることを特徴とする請求項３１記載の符号分割多重伝送用
受信装置。
【請求項３３】
　前記受信装置に共通の伝送情報中に予め登録されたグループ識別情報が含められ、共通
の伝送情報を受信可能な受信装置が予め登録されたグループ加入者の端末に特定されてい
るとき、
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　前記再生処理部の出力から前記同期信号の共通の伝送情報中に含まれるグループ識別情
報を抽出し、自装置の登録グループ情報を別途取得し、前記同期信号の共通の伝送情報中
に含まれるグループ識別情報から自装置の登録グループが該当するか否かを判別し、該当
する場合に共通の伝送情報を受信再生する共通伝送情報再生部を備えることを特徴とする
請求項３１記載の符号分割多重伝送用受信装置。
【請求項３４】
　前記受信装置に共通の伝送情報中に受信装置の起動を促す起動信号が含められていると
き、
　前記再生処理部の出力から前記同期信号の共通の伝送情報中に含まれる受信装置の起動
を促す起動信号を検出し、この起動信号により受信処理を起動させる受信起動処理部を備
えることを特徴とする請求項３１記載の符号分割多重伝送用受信装置。
【請求項３５】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方法において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理ステップと、
　この同期信号処理ステップで得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数
の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する
符号分割多重化ステップとを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれの誤り訂正符号のパンクチャドパターンの同期に用いる同期ワードを含むことを特
徴とする符号分割多重伝送方法。
【請求項３６】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方法において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理ステップと、
　この同期信号処理ステップで得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数
の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する
符号分割多重化ステップとを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれの誤り訂正符号のパンクチャドパターンの同期に用いる同期ワードを含み、
　前記同期信号は、複数のフレームからなる１スーパーフレームを形成し、
　前記同期ワードは、前記同期信号１スーパーフレーム中の１フレーム目の所定位置に対
応させるようにし、
　前記複数の伝送データ系列総ての誤り訂正符号のパンクチャドパターンの先頭を前記同
期ワードの直後となるようにしたことを特徴とする符号分割多重伝送方法。
【請求項３７】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方法において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理ステップと、
　この同期信号処理ステップで得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数
の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する
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符号分割多重化ステップとを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれのビットインターリーブの同期に用いる固定パターンの同期ワードを含むことを特
徴とする符号分割多重伝送方法。
【請求項３８】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方法において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理ステップと、
　この同期信号処理ステップで得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数
の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する
符号分割多重化ステップとを具備し、
　前記伝送データ系列の同期に関する情報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列そ
れぞれのビットインターリーブの同期に用いる固定パターンの同期ワードを含み、
　前記固定パターンの同期ワードは、前記同期信号１フレームの所定位置に対応させるよ
うにし、前記複数の伝送データ系列総てのビットインターリーブの遅延時間０のビットが
現れるタイミングを前記固定パターンの同期ワードの直後となるようにしたことを特徴と
する符号分割多重伝送方法。
【請求項３９】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方法において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理ステップと、
　この同期信号処理ステップで得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数
の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する
符号分割多重化ステップとを具備し、
　前記拡散符号同期用信号の長さはマルチパス伝搬環境から予想される各パス間の伝搬遅
延時間差の最大値よりも長く、前記拡散符号同期用信号の伝送周期は伝送路上で発生する
フェージングの変動周期よりも短くなるようにしたことを特徴とする符号分割多重伝送方
法。
【請求項４０】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方法において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理ステップと、
　この同期信号処理ステップで得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数
の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する
符号分割多重化ステップとを具備し、
　前記同期信号は、１フレーム内に収容する前記拡散符号同期用信号の個数を、前記複数
の伝送データ系列それぞれにおけるビットインターリーブの深さの整数倍の個数とするこ
とを特徴とする符号分割多重伝送方法。
【請求項４１】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方法において、
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　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理ステップと、
　この同期信号処理ステップで得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数
の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する
符号分割多重化ステップとを具備し、
　前記複数の伝送データ系列は、それぞれのビットインターリーブの遅延時間０のビット
が現れるタイミングが前記拡散符号同期用信号の直後となるようにしたことを特徴とする
符号分割多重伝送方法。
【請求項４２】
　複数の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号を符号分割多重して伝送する符号
分割多重伝送方法において、
　受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号と前記複数の伝
送データ系列それぞれの同期に関する情報との時分割多重、及び受信側で既知の拡散符号
を用いた周波数拡散変調を行って、同期信号としての周波数拡散変調信号を生成する同期
信号処理ステップと、
　この同期信号処理ステップで得られた同期信号としての周波数拡散変調信号を前記複数
の伝送データ系列それぞれの周波数拡散変調信号に符号分割多重して伝送信号を生成する
符号分割多重化ステップとを具備し、
　前記複数の伝送データ系列がそれぞれＭＰＥＧ－２システムズで規定されるＴＳパケッ
ト構造となっているとき、
　前記同期信号は、複数のフレームからなる１スーパーフレームを形成して、当該１スー
パーフレームの長さが前記ＴＳパケットの整数倍となるように選定し、
　前記複数の伝送データ系列それぞれのＭＰＥＧ－２システムズで規定されるＴＳパケッ
トの同期バイト及びパンクチャド符号のパンクチャドパターンの先頭を前記同期信号１ス
ーパーフレーム中の１フレーム目の所定位置に対応させるようにしたことを特徴とする符
号分割多重伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、符号分割多重（ＣＤＭ）伝送方式及びこの方式のための受信装置に係り、特に
多重する複数の伝送データ系列の同期再生技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
周知のように、符号分割多重伝送では、複数の伝送データ系列を系列毎に異なる拡散符号
を用いて周波数拡散変調し、これらの複数の変調信号を同じ周波数に重畳して伝送する。
このような符号分割多重伝送では、受信端末における拡散符号の同期処理を容易にする手
段として、受信側で既知とする特定の拡散符号のみで変調された信号を、他の周波数拡散
変調信号と同じ周波数に重畳して伝送する方法が用いられている。
【０００３】
一般に、符号分割多重される個々の伝送データ系列には、誤り訂正符号化やインターリー
ブ処理が施されている。この誤り訂正符号の符号化率、インターリーブの長さ等のパラメ
ータは伝送データ系列毎に変えることができる。
【０００４】
上記の誤り訂正符号には畳み込み符号やブロック符号が使用され、インターリーブには畳
み込みインターリーブやブロックインターリーブが使用される。送信側で畳み込み符号の
パンクチャド符号、ブロック符号、畳み込みインターリーブ、ブロックインターリーブの
各処理を選択的に設定した場合、受信側ではブロックや遅延段数の同期が必要である。こ
のため、送信時に各伝送データ系列それぞれに同期ワードを挿入し、受信端末で同期ワー
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ドを検出することにより同期をとる方法が用いられている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように符号分割多重伝送では、伝送データ系列毎に誤り訂正符号の符号化率、イン
ターリーブの長さ等のパラメータを変えることは可能であるが、受信端末で予め個々の伝
送データ系列のパラメータがわかっていないと、正常なデータが受信できるまでパラメー
タを変えながら受信を試みるというような複雑な処理が必要となるため、正常なデータが
出力されるまでの時間が長くなってしまう。
【０００６】
また、上述のように誤り訂正符号やインターリーブの同期のためには同期ワードの挿入が
必要であるが、伝送データ系列毎に独立に同期ワードが挿入されているため、受信中の伝
送データ系列から別の伝送データ系列の受信に切り替えた場合、同期ワードを再検出しな
ければならないため、その切り替えにかなりの時間を要している。
【０００７】
さらに、上述のような符号分割多重伝送では、或る伝送データ系列を受信している受信端
末は当該伝送データ系列以外の伝送データ系列は受信していないため、総ての受信端末に
対して共通の情報を伝送する場合には、総ての伝送データ系列に同じ情報を伝送しなけれ
ばならない。
【０００８】
本発明は上記の事情を考慮してなされたもので、受信端末で予め個々の伝送データ系列に
ついて受信に必要なパラメータがわかっていない場合でも、任意の伝送データ系列から短
時間で正常なデータを受信することのできる符号分割多重伝送方式を提供することを第１
の目的とする。
【０００９】
また、各伝送データ系列に誤り訂正符号やインターリーブが施されており、それらの同期
のために同期ワードが必要な場合に、受信する伝送データ系列を切り替えても同期ワード
を再検出する必要のない符号分割多重伝送方式を提供することを第２の目的とする。
【００１０】
さらに、各受信端末における受信中の伝送データ系列が異なる場合でも、総ての伝送デー
タ系列に共通の情報を含めることなく、総てまたは特定の受信端末に共通の情報を伝送し
受信させることのできる符号分割多重伝送方式を提供することを第３の目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決する本発明の符号分割多重伝送方式は、以下のような特徴的構成を有す
る。
【００１２】
（１）受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号を受信側で
既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調し、複数の伝送データ系列の周波数拡散変調信号
と共に符号分割多重して伝送する符号分割多重伝送方式において、前記伝送データ系列の
構成に関する情報または同期に関する情報を前記拡散符号同期用信号に時分割多重し、こ
の時分割多重信号を前記受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調し、この周波数
拡散変調信号を同期信号として前記複数の伝送データ系列の周波数拡散変調信号と共に符
号分割多重して伝送することを特徴とする。
【００１３】
（２）受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号を受信側で
既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調し、複数の伝送データ系列の周波数拡散変調信号
と共に符号分割多重して伝送する符号分割多重伝送方式において、前記伝送データ系列の
構成に関する情報または同期に関する情報を前記受信側で既知の拡散符号を用いて周波数
拡散変調し、前記拡散符号同期用信号の周波数拡散変調信号と時分割多重し、この時分割
多重信号を同期信号として前記複数の伝送データ系列の周波数拡散変調信号と共に符号分
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割多重して伝送することを特徴とする。
【００１４】
（３）受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号を受信側で
既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調し、複数の伝送データ系列の周波数拡散変調信号
と共に符号分割多重して伝送する符号分割多重伝送方式において、総てまたは特定の受信
端末に共通の情報を前記拡散符号同期用信号に時分割多重し、この時分割多重信号を前記
受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調し、この周波数拡散変調信号を同期信号
として前記複数の伝送データ系列の周波数拡散変調信号と共に符号分割多重して伝送する
ことを特徴とする。
【００１５】
（４）受信側における拡散符号の同期を容易にするための拡散符号同期用信号を受信側で
既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調し、複数の伝送データ系列の周波数拡散変調信号
と共に符号分割多重して伝送する符号分割多重伝送方式において、総てまたは特定の受信
端末に共通の情報を前記受信側で既知の拡散符号を用いて周波数拡散変調し、前記拡散符
号同期用信号の周波数拡散変調信号と時分割多重し、この時分割多重信号を同期信号とし
て前記複数の伝送データ系列の周波数拡散変調信号と共に符号分割多重して伝送すること
を特徴とする。
【００１６】
（５）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記伝送データ系列の構成に関する情
報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列それぞれの誤り訂正符号の符号化率または
インターリーブの長さのパラメータ情報を含むことを特徴とする。
【００１７】
（６）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記伝送データ系列の同期に関する情
報には、少なくとも前記複数の伝送データ系列それぞれの誤り訂正符号またはインターリ
ーブの同期に必要な同期ワードを含むことを特徴とする。
【００１８】
（７）（６）の構成において、同期信号に含める同期ワードの伝送周期は、前記複数の伝
送データ系列それぞれにおける誤り訂正符号またはインターリーブの同期に必要な最小の
同期ワード伝送周期の最小公倍周期とし、符号分割多重される総ての伝送データ系列の誤
り訂正符号化またはインターリーブのタイミングを前記同期ワードに合わせるようにした
ことを特徴とする。
【００１９】
（８）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記受信端末に共通の情報中に地域識
別情報を含めて、共通情報を受信可能な受信端末を特定地域に限定することを特徴とする
。
【００２０】
（９）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記受信端末に共通の情報中に予め登
録されたグループ識別情報を含めて、共通情報を受信可能な受信端末を予め登録されたグ
ループ加入者の端末に特定することを特徴とする。
【００２１】
（１０）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記受信端末に共通の情報中に受信
端末の起動を促す起動信号を含めることを特徴とする。
【００２２】
（１１）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記拡散符号同期用信号の長さはマ
ルチパス伝搬環境から予想される各パス間の伝搬遅延時間差の最大値よりも長く、拡散符
号同期用信号の伝送周期は伝送路上で発生するフェージングの変動周期よりも短くなるよ
うにしたことを特徴とする。
【００２３】
（１２）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記同期信号について、１フレーム
内に収容する前記拡散符号同期用信号の個数を、前記複数の伝送データ系列におけるビッ

10

20

30

40

50

(12) JP 3677185 B2 2005.7.27



トインターリーブの深さの整数倍の個数とすることを特徴とする。
【００２４】
（１３）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記複数の伝送データ系列について
は、それぞれ前記ビットインターリーブの遅延時間０のビットが現れるタイミングが前記
拡散符号同期用信号の直後となるようにしたことを特徴とする。
【００２５】
（１４）（１）～（４）のいずれかの構成において、前記同期信号について、１スーパー
フレーム中のフレーム数を、前記複数の伝送データ系列の畳み込み符号の符号化率によら
ず、ＭＰＥＧ－２システムズで規定されるＴＳパケットが１スーパフレーム内に整数個入
るように選定し、前記複数の伝送データ系列それぞれのＭＰＥＧ－２システムズで規定さ
れるＴＳパケットの同期バイト及びパンクチャド符号のパンクチャドパターンの先頭が前
記同期信号１スーパフレーム中の１フレーム目の所定位置に対応させるようにしたことを
特徴とする。
【００２６】
また、（１）～（４）のいずれかの符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割多重信号
を受信する受信装置は、以下のような特徴的構成を有する。
【００２７】
（１５）（１）または（２）の構成による符号分割多重方式で伝送される符号分割多重信
号を受信する受信装置であって、前記周波数拡散変調された同期信号を受信し、既知の拡
散符号により復調して拡散符号同期用信号、伝送データ系列の構成に関する情報または同
期に関する情報を再生することを特徴とする。
【００２８】
（１６）（３）または（４）の構成による符号分割多重方式で伝送される符号分割多重信
号を受信する受信装置であって、前記周波数拡散変調された同期信号を受信し、既知の拡
散符号により復調して拡散符号同期用信号、総てまたは特定の受信端末に共通の情報を再
生することを特徴とする。
【００２９】
（１７）（１５）の構成において、（５）の構成による符号分割多重方式で伝送される符
号分割多重信号を受信する受信装置であって、前記伝送データ系列の構成に関する情報に
含まれる前記複数の伝送データ系列それぞれの誤り訂正符号の符号化率またはインターリ
ーブの長さのパラメータ情報を用いて、任意の伝送データ系列の誤り訂正またはデインタ
ーリーブの処理を行うことを特徴とする。
【００３０】
（１８）（１５）の構成において、（６）の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割
多重信号を受信する受信装置であって、前記伝送データ系列の同期に関する情報に含まれ
る前記複数の伝送データ系列それぞれの誤り訂正またはインターリーブの同期に必要な同
期ワードを用いて、任意の伝送データ系列の誤り訂正またはデインターリーブの同期を行
うことを特徴とする。
【００３１】
（１９）（１５）の構成において、（７）の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割
多重信号を受信する受信装置であって、前記同期信号に含められている同期ワードの伝送
周期から、任意の伝送データ系列における誤り訂正またはインターリーブの同期に必要な
同期ワード伝送周期を求めて誤り訂正またはデインターリーブの処理タイミングを求める
ことを特徴とする。
【００３２】
（２０）（１６）の構成において、（８）の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割
多重信号を受信する受信装置であって、自装置の存在位置情報を別途取得し、前記同期信
号の共通の情報中に含まれる地域識別情報から自装置が該当するか否かを判別し、該当す
る場合に共通の情報を受信再生することを特徴とする。
【００３３】
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（２１）（１６）の構成において、（９）の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分割
多重信号を受信する受信装置であって、自装置の登録グループ情報を別途取得し、前記同
期信号の共通の情報中に含まれるグループ識別情報から自装置の登録グループが該当する
か否かを判別し、該当する場合に共通の情報を受信再生することを特徴とする。
【００３４】
（２２）（１６）の構成において、（１０）の符号分割多重伝送方式で伝送される符号分
割多重信号を受信する受信装置であって、前記共通の情報中に含まれる受信端末の起動を
促す起動信号により起動することを特徴とする。
【００３５】
（２３）（１５）または（１６）の構成において、（１１）の符号分割多重伝送方式で伝
送される符号分割多重信号を受信する受信装置であって、前記同期信号の１フレーム中の
拡散符号同期用信号の個数から任意の伝送データ系列におけるビットインターリーブの深
さを求めて、当該伝送データ系列のデインターリーブ処理を行うことを特徴とする。
【００３６】
（２４）（１５）または（１６）の構成において、（１２）の符号分割多重伝送方式で伝
送される符号分割多重信号を受信する受信装置であって、前記拡散符号同期用信号の直後
をビットインターリーブの遅延時間０のビットと判別して、当該伝送データ系列のデイン
ターリーブ処理を行うことを特徴とする。
【００３７】
すなわち、上記第１乃至第３の目的を達成するために本発明に係る符号分割多重伝送方式
は、従来から、受信端末における拡散符号の同期処理を容易にする手段として、受信端末
側で既知の特定の拡散符号（以下、「同期用拡散符号」と記述する）のみで変調された信
号を総ての受信端末が各伝送データ系列の受信と並行して受信していることに着目し、第
１の目的とする各伝送データ系列の誤り訂正符号の符号化率やインターリーブの長さ等の
パラメータ、第２の目的とする各伝送データ系列の誤り訂正符号やインターリーブの同期
に必要な同期ワード、及び第３の目的とする総てまたは特定の受信端末に対する共通の情
報（以下、「パラメータ等」と記述する）の少なくともいずれかを同期用拡散符号で拡散
し、この周波数拡散変調信号と同期用拡散符号のみで変調された信号とを時分割多重し、
この時分割多重信号を同期信号として伝送データ系列の周波数拡散変調信号と同じ周波数
に重畳するようにしている。
【００３８】
但し、上記の時分割多重を行う際には、受信端末における拡散符号の同期処理に支障を来
さないように、拡散符号同期用信号の長さはマルチパス伝搬環境から予想される各パス間
の伝搬遅延時間差の最大値よりも長く、拡散符号同期用信号の伝送周期は伝送路上で発生
するフェージングの変動周期よりも短くなるようにしている。
【００３９】
また、上記の同期ワードの伝送周期は、個々の伝送データ系列における誤り訂正符号やイ
ンターリーブ等の同期に必要な最小の同期ワード伝送周期の最小公倍周期とし、符号分割
多重される総ての伝送データ系列の誤り訂正符号化及びインターリーブ等のタイミングを
同期ワードに合わせるようにしている。
【００４０】
上記のように構成することで、受信端末における拡散符号の同期処理に支障を来すことな
く、総ての受信端末が各伝送データ系列の受信と並行してパラメータ等を受信することが
可能となり、受信した各伝送データ系列の誤り訂正符号の符号化率やインターリーブの長
さ等の情報を利用することにより、各伝送データ系列の誤り訂正符号の復号及びデインタ
ーリーブ等の受信処理が容易にかつ迅速に行えるようになる。
【００４１】
また、各伝送データ系列における誤り訂正符号化及びインターリーブ等のタイミングが上
記の同期ワードと同期がとれているため、伝送データ系列毎に同期をとる必要が無くなり
、各伝送データ系列における誤り訂正符号化及びインターリーブ等の同期が迅速に行える
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ようになることに加えて、別の伝送データ系列の受信に切り替える場合の再同期も不要と
なり、切り替えに要する時間を短縮することができるようになる。
【００４２】
さらに、総てまたは特定の受信端末に対する共通情報を総てまたは特定の受信端末が継続
的に受信しているため、総ての伝送データ系列に同じ情報を伝送することなく総てまたは
特定の受信端末に対して共通の情報を伝送することができるようになる。
【００４３】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００４４】
図１は本発明に係る符号分割多重方式に用いる同期信号のフォーマット構成を示すもので
ある。この同期信号は、例えば図１（ａ）に示すように、２５０μ sec 毎に、同期用拡散
符号のみで変調されている１２５μ sec 長の信号（以下、「パイロットシンボル（ＰＳ）
」と記述する）と、各種パラメータ等のデータをパイロットシンボルと同じ同期用拡散符
号で拡散することにより生成された１２５μ sec 長の周波数拡散変調信号（Ｄ）とを組み
合わせ、両信号を対として時分割多重したものである。この同期信号では、例えば図１（
ｂ）に示すように、パイロットシンボルと周波数拡散変調信号の対５１個分を１つの単位
として１フレームを構成し、さらに６フレームを１つの単位として１スーパフレームを構
成する。
【００４５】
同期信号の１フレーム内の各周波数拡散変調信号を、先頭から順にＤ 1  ，Ｄ 2  ，Ｄ 3  ，…
，Ｄ 5 1とするとき、Ｄ 1  ～Ｄ 5 1は、例えば以下のような情報とする。
【００４６】
Ｄ 1  はフレーム同期用の固定パターンを有する同期ワードとし、例えば“ 01101010101101
010101100110001010”を同期用拡散符号で拡散することにより生成された周波数拡散変調
信号とする。
【００４７】
Ｄ 2  は当該フレームがスーパフレーム中の何番目のフレームであるかを示す同期ワードと
し、例えば図２に示すように、 0x0 から始まりフレーム毎に１ずつ増加して 0x5 の次のフ
レームで 0x0 に戻るような、４ビットの２進数を８回繰り返した値を同期用拡散符号で拡
散することにより生成された周波数拡散変調信号とする。
【００４８】
　Ｄ 3  ～Ｄ 5 0は、例えば図３に示すように、識別情報（ bit ）、受信機起動信号（１ bi
t ）、ＣＤＭチャンネル構成情報（５６８ bit ）、受信機起動時付加情報（４８ bit ）、
誤り訂正用ＣＲＣの検査ビット（１６ bit ）、リードソロモン（ＲＳ）符号の検査バイト
（１２８ bit ）から構成されるデータをバイトインターリーブ、畳み込み符号化した後、
同期用拡散符号で拡散することにより周波数拡散変調信号を生成し、１２５μ sec 毎に分
割した信号とする。
【００４９】
ここで、上記識別情報はそれに続くデータの内容を識別するための情報で、例えば表１に
示すように定義する。
【００５０】
【表１】
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【００５１】
上記受信機起動信号は緊急時等に受信機の起動を促すための信号で、例えば受信機の起動
を促したい時に“１”、それ以外の時には“０”とする。
【００５２】
上記ＣＤＭチャンネル構成情報は、例えば図４（ａ）に示すような開始ＣＤＭチャンネル
番号（８ bit ）と１０チャンネル分のＣＤＭチャンネル個別構成情報（５６×１０ bit ）
から構成されるものとし、更に各ＣＤＭチャンネル個別構成情報は、インターリーブモー
ド（４ bit ）、畳み込みモード（４ bit ）、ＴＳ－ＩＤ（１６ bit ）、リザーブ（３ bit 
）、ＰＩＤ最小値（１３ bit ）、バージョン番号（３ bit ）、ＰＩＤ最大値（１３ bit ）
から構成されるものとする。
【００５３】
開始ＣＤＭチャンネル番号は、例えば当該ＣＤＭチャンネル構成情報中の先頭のＣＤＭチ
ャンネル個別構成情報が、どのＣＤＭチャンネルの情報であるかを示すものであり、ｎ番
目のＣＤＭチャンネル個別構成情報はＣＤＭチャンネル番号が（開始ＣＤＭチャンネル番
号＋ｎ－１）のＣＤＭチャンネルの情報となる。
【００５４】
インターリーブモードは、当該ＣＤＭチャンネルのインターリーブサイズを指定するため
のデータで、例えば表２に示すような値をとる。
【００５５】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５６】
畳み込みモードは、当該ＣＤＭチャンネルの畳み込み符号の符号化率を規定するデータで
、例えば表３に示すような値をとる。
【００５７】
【表３】
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【００５８】
ＴＳ－ＩＤは、例えば当該ＣＤＭチャンネルが伝送するトランスポートストリーム番号を
示すデータで、伝送するデータがない場合は、例えばＴＳ－ＩＤ＝ 0xFFFFとなる。
【００５９】
リザーブは、例えばＣＤＭチャンネル構成情報の将来の拡張エリアとして使用する領域で
ある。
【００６０】
ＰＩＤ最小値は、例えば当該ＣＤＭチャンネルが伝送するＴＳパケットにおけるＰＩＤの
範囲の最小値を示すデータで、別のＣＤＭチャンネルで同じＰＩＤ範囲が割り当てられて
いる場合は、複数のＣＤＭチャンネルが束ねられてＴＳを構成していることを示す。
【００６１】
バージョン番号は、例えば設定が変更される毎に１ずつ増加するデータである。
【００６２】
ＰＩＤ最大値は、例えば当該ＣＤＭチャンネルが伝送するＴＳパケットにおけるＰＩＤの
範囲の最大値を示すデータで、別のＣＤＭチャンネルで同じＰＩＤ範囲が割り当てられて
いる場合は、複数のＣＤＭチャンネルが束ねられてＴＳを構成していることを示す。
【００６３】
上記受信機起動時付加情報は、受信機起動信号の補助情報として有効となるものであり、
例えば図５に示すように、緊急性のレベル等を示す種別情報（４ bit ）、緊急放送の対象
地域を示す地域識別情報（１２ bit ）、緊急放送番組のＴＳ－ＩＤ（１６ bit ）、緊急放
送番組のプログラム番号（１６ bit ）から構成されるものとする。
【００６４】
上記ＣＲＣの検査ビットはデータエラーのチェックを行うための情報で、例えば生成多項
式がＧ (ｘ )＝ｘ 1 6＋ｘ 1 2＋ｘ 5  ＋１のＣＲＣによるエラーチェックに供されるものである
。
【００６５】
上記リードソロモン符号の検査バイトは、例えば符号生成多項式ｇ (ｘ )＝ (ｘ＋λ 0  )(ｘ
＋λ 1  )(ｘ＋λ 2  )… (ｘ＋λ 1 5 )；λ＝０２ｈ、体生成多項式Ｐ (ｘ )＝ｘ 8  ＋ｘ 4  ＋ｘ 3  

＋ｘ 2  ＋１のリードソロモン (２５５，２３９ )符号において、入力データバイトの前に１
５９バイトの「００ｈ」を付加し、符号化後に先頭１５９バイトを除去することによって
生成した短縮化リードソロモン (９６，８０ )符号を用いたときの検査バイトとする。
【００６６】
Ｄ 3  ～Ｄ 5 0では、図３に示したＣＤＭチャンネル構成情報と受信機起動時付加情報の他、
図６に示すように、拡張情報（６１６ bit ）として種々の情報を伝送することも可能であ
るものとする。
【００６７】
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Ｄ 5 1は予備領域であり、例えば同期用拡散符号のみで変調された信号とする。
【００６８】
上記に示したＣＤＭチャンネル構成情報、受信機起動時付加情報、拡張情報等は、１スー
パフレームを単位として、例えば図７に示すように構成されるものとする。尚、図中の記
号※は受信機起動信号を表している。
【００６９】
図８は、上記フォーマット構成の同期信号の生成と第１乃至第ｎデータ系列との符号分割
多重を行うＣＤＭ伝送信号生成装置の構成を示すブロック図である。
【００７０】
図８において、まず同期信号の生成及び周波数拡散変調を行う回路構成について説明する
。
【００７１】
上記Ｄ 3 ～Ｄ 50として伝送する第１～第ｎの伝送データ系列におけるパラメータ等の各種
データは、リードソロモン（９６，８０）符号化回路１１で符号化され、バイトインター
リーブ回路１２でバイトインターリーブが施された後、畳み込み符号化回路１３で圧縮符
号化され、さらにシリアル／パラレル変換回路１４でパラレルのデータに変換されて切替
スイッチ（ＳＷ）１５に送られる。
【００７２】
この切替スイッチ１５は、上記伝送データと、この伝送データとは別系統で供給されるパ
イロットシンボルＰＳ、Ｄ 1  ，Ｄ 2  ，Ｄ 5 1を生成するための“０”、固定パターン、フレ
ーム番号のデータを入力していずれかのデータを選択的に導出するもので、その出力デー
タは初段のＥＸ－ＯＲ（排他的論理和）回路１６にて Walsh符号（Ｗ 0  ）で拡散され、さ
らに次段のＥＸ－ＯＲ回路１７にて疑似ランダム符号で拡散されて、上記フォーマット構
成による同期信号が生成される。この同期信号はＱＰＳＫ変調回路１８でＱＰＳＫ変調さ
れて、同期信号の周波数拡散変調信号として合成回路１９に供給される。
【００７３】
次に、第１～第ｎの伝送データ系列の周波数拡散変調を行う回路構成について説明する。
【００７４】
第１～第ｎの伝送データ系列は、それぞれリードソロモン（２０４，１８８）符号化回路
２１１～２１ｎで符号化され、バイトインターリーブ回路２２１～２２ｎでバイトインタ
ーリーブが施された後、畳み込み符号化回路２３１～２３ｎで圧縮符号化され、さらにビ
ットインターリーブ回路２４１～２４ｎでビットインターリーブが施され、シリアル／パ
ラレル変換回路２５１～２５ｎでパラレルのデータに変換される。続いて、初段のＥＸ－
ＯＲ回路２６１～２６ｎにて Walsh符号（Ｗ 1  ～Ｗ n  ）で拡散され、さらに次段のＥＸ－
ＯＲ回路２７１～２７ｎにて疑似ランダム符号で拡散され、ＱＰＳＫ変調回路２８１～２
８ｎでＱＰＳＫ変調されて、第１～第ｎの伝送データ系列の周波数拡散変調信号として合
成回路１９に供給される。
【００７５】
合成回路１９は、上記のようにして生成された同期信号の周波数拡散変調信号及び第１～
第ｎの伝送データ系列の周波数拡散変調信号を同一周波数で多重合成するもので、これに
よって伝送用の符号分割多重信号が生成される。
【００７６】
尚、図８に示す構成では、同期信号の生成において、パイロットシンボル、Ｄ 1 、Ｄ 2 、
Ｄ 51の領域に乗せる情報とＤ 3 ～Ｄ 50の領域に乗せる情報を時分割多重した後に拡散符号
で周波数拡散変調を施すようにしているが、本発明はこれに限定されるものではなく、例
えば先にそれぞれの情報を同一の拡散符号で周波数拡散変調した後に時分割多重するよう
にしても同じ同期信号を生成することができる。
【００７７】
上記構成において、以下に全体的な動作を説明する。
【００７８】

10

20

30

40

50

(18) JP 3677185 B2 2005.7.27



まず、同期信号生成・変調回路系において、パイロットシンボルＰＳ及びＤ 5 1の期間では
、切替スイッチ１５で“０”が選択され、同期用拡散符号のみで変調された信号が生成さ
れる。Ｄ 1  の期間では、切替スイッチ１５で固定パターンが選択され、それを同期用拡散
符号で拡散することにより周波数拡散変調信号が生成される。Ｄ 2  の期間では、切替スイ
ッチ１５でフレーム番号が選択され、それを同期用拡散符号で拡散することにより周波数
拡散変調信号が生成される。Ｄ 3  ～Ｄ 5 0の期間では、切替スイッチ１５でシリアル／パラ
レル変換出力が選択され、ＣＤＭチャンネル構成情報等のデータをリードソロモン符号化
、バイトインターリーブ、及び例えば拘束長７、符号化率１／２の畳み込み符号化した信
号を同期用拡散符号で拡散することにより、周波数拡散変調信号が生成される。
【００７９】
ここで、Ｄ 3  ～Ｄ 5 0のバイトインターリーブ方式は、例えば図９に示すように、バイト単
位で周期１２の畳み込みインターリーブが用いられ、図３または図６に示すデータの先頭
バイトの位置を０番としたとき、ｎ番目の位置にあるバイトの遅延量ＤがＤ＝１２×１６
×Ｉ（Ｉはｎを１２で除したときの剰余で０から１１までの整数）により与えられるよう
にインターリーブされる。
【００８０】
一方、第１～第ｎの伝送データ系列変調回路系では、例えばＭＰＥＧ－２のＴＳ（トラン
スポートストリーム）パケットに対してリードソロモン（２０４，１８８）符号化、バイ
トインターリーブ、畳み込み符号化、ビットインターリーブの各処理が行われた後に、伝
送データ系列用の拡散符号で拡散され、ＱＰＳＫ変調されることにより伝送データ系列の
周波数拡散変調信号が生成される。
【００８１】
ここで、伝送データ系列のリードソロモン符号には、例えば符号生成多項式ｇ (ｘ )＝ (ｘ
＋λ 0  )(ｘ＋λ 1  )(ｘ＋λ 2  )… (ｘ＋λ 1 5 )；λ＝０２ｈ、体生成多項式Ｐ (ｘ )=ｘ 8  ＋ｘ
4  ＋ｘ 3  ＋ｘ 2  ＋１のリードソロモン（２５５，２３９）符号において、入力データバイ
トの前に５１バイトの「００ｈ」を付加し、符号化後に先頭５１バイトを除去することに
よって生成した短縮化リードソロモン（２０４，１８８）符号が用いられる。
【００８２】
また、伝送データ系列のバイトインターリーブには、例えば図１０に示すように、バイト
単位で周期１２の畳み込み方式が用いられ、リードソロモン符号を付加したＴＳパケット
において、同期バイトの位置を０番としたとき、ｎ番目の位置にあるバイトの遅延量Ｄが
Ｄ＝１２×１７×Ｉ（Ｉはｎを１２で除したときの剰余で０から１１までの整数）により
与えられるようにインターリーブされる。
【００８３】
また、伝送データ系列の畳み込み符号化には、例えば拘束長が７で符号化率が１／２の畳
み込み符号や符号化率が２／３、３／４、５／６のパンクチャド符号が用いられる。
【００８４】
また、第１～第ｎの伝送データ系列のビットインターリーブには、例えば図１１（ａ）に
示すように、ビット単位で周期５１の分割型畳み込みインターリーブ方式が用いられる。
ビットインターリーブの遅延量は、例えば同期信号がＤ 1  からパイロットシンボルに切り
替わった直後に同期信号と同時に伝送されている伝送データ系列のうち、ＱＰＳＫ変調の
Ｉｃｈ側にくるビットの遅延量を０とし、そこからｎビット後のビットの遅延量ＤがＤ＝
５１× (Ｉ＋１７×Ｊ )×ｍ（但し、Ｉはｎを５１で除した時の剰余を３で除した時の商の
小数点以下を切り捨てた値で、０から１６までの整数、Ｊはｎを３で除した時の剰余で０
から２までの整数、ｍはインターリーブサイズ）により与えられるようにインターリーブ
される。
【００８５】
この場合のインターリーブ及びデインターリーブの回路構成を図１１（ｂ）に示す。図１
１（ｂ）において、インターリーブ回路Ａ及びデインターリーブ回路Ｂは、それぞれ互い
に連動する入力切替スイッチＳＷ in、出力切替スイッチＳＷ out と、これらのスイッチに
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よって選択される５１ライン中の所定ラインに介在される複数種の遅延素子Ｄを備え、両
回路Ａ、Ｂで順次選択されるラインにおける総遅延量は互いに同一となるように、かつビ
ットインターリーブの深さが１７となるように各遅延素子Ｄの遅延量が選定されている。
【００８６】
この回路構成から明らかなように、受信側のデインターリーブ選択ラインが常に送信側の
インターリーブ選択ラインと同一となるように、伝送データ系列を切り替える毎に同期を
とる必要がある。そこで、１フレーム中のパイロットシンボル数を５１とし、各伝送デー
タ系列におけるビットインターリーブの深さ１７の整数倍に選択し、かつインターリーブ
の遅延時間０のビットが現れるタイミングが同期信号のＤ 1  の直後とする。これにより、
１フレーム中に１回現れる固定パターン（同期ワード）のＤ 1  を使用することにより、各
伝送データ系列のビットインターリーブの同期を容易かつ迅速に行うことができるように
なる。
【００８７】
伝送データ系列用の拡散符号は、同期用拡散符号と異なる拡散符号、また伝送データ系列
が複数ある場合は、各伝送データ系列に固有の拡散符号が用いられる。例えば、同期用拡
散符号には、表４及び表５に示すウォルシュ（ Walsh）符号のＷ 0  と図１２に示す疑似ラ
ンダム符号生成回路から生成される疑似ランダム符号との排他的論理和によって生成され
る符号を用いるものとし、第ｎ番目の伝送データ系列の拡散符号には、表４及び表５に示
す Walsh符号のＷ n  と図１２に示す疑似ランダム符号生成回路から生成される疑似ランダ
ム符号との排他的論理和によって生成される符号を用いるものとする。
【００８８】
尚、図１２に示す疑似ランダム符号生成回路は、一般的な構成であり、ここでは１２段の
遅延素子ｘ 1  ～ｘ 1 2を用いたシフトレジスタと、ｘ 1 1とｘ 1 2の出力の排他的論理和を求め
るＥＸ－ＯＲ回路Ｇ 1  、このＥＸ－ＯＲ回路Ｇ 1  の出力とｘ 8  との排他的論理和を求める
ＥＸ－ＯＲ回路Ｇ 2  、このＥＸ－ＯＲ回路Ｇ 2  の出力とｘ 6  との排他的論理和を求めて初
段の遅延素子ｘ 1  に出力するＥＸ－ＯＲ回路Ｇ 3  を備える。
【００８９】
図１２の構成において、疑似ランダム符号の生成方法としては、シフトレジスタ（ｘ 1  ～
ｘ 1 2）の初期値を“ 010101100000”とし、２０４８ビット毎に遅延素子ｘ 1  ～ｘ 1 2にリセ
ットをかけてシフトレジスタ（ｘ 1  ～ｘ 1 2）の内容を強制的に初期値に戻す方法を用いる
。
【００９０】
上記シフトレジスタ（ｘ 1  ～ｘ 1 2）のリセットタイミングは、例えばパイロットシンボル
またはＤ 1  ～Ｄ 5 1の先頭とし、同期用拡散符号及び総ての伝送データ系列の拡散符号に使
用する疑似ランダム符号で同一のリセットタイミングとする。また、 Walsh符号のＷ 0  ，
Ｗ 1  ，…，Ｗ n  ，…については、このリセットタイミングで例えば表４及び表５の先頭符
号が出力されるものとする。
【００９１】
【表４】
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【００９２】
【表５】
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【００９３】
最後に同期信号と第１乃至第ｎの伝送データ系列の周波数拡散変調信号が合成されて符号
分割多重信号が生成される。合成時には、例えば同期信号のＤ 2  が 0x00000000を同期用拡
散符号で拡散することにより生成された周波数拡散変調信号である時からパイロットシン
ボルに切り替わった直後で、同期信号と同時に伝送されている伝送データ系列のうちＱＰ
ＳＫ変調のＩｃｈ側にくるビットが、畳み込み符号化回路の遅延素子がＴＳパケットの同
期バイトのＭＳＢから６ビット分を保持している時に、畳み込み符号化回路から出力され
る２ビットのうちのどちらか特定のビットで、かつパンクチャドパターンの先頭位相とな
るようなタイミングで合成される。
【００９４】
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上記のようにして生成された符号分割多重信号を受信する受信機の構成は、基本的には送
信側と逆の構成となる。具体的には図１３に示すように構成される。
【００９５】
図１３において、図示しない伝送路から入力された符号分割多重信号は、直交検波回路３
１により直交検波された後、伝搬路応答測定回路３２に供給される。この伝搬路応答測定
回路は、図示しないマッチドフィルタ等を利用して、上述のパイロットシンボル部分で入
力信号の伝搬路応答特性等を解析することにより拡散符号の同期情報等を得るもので、こ
こで得られた拡散符号同期情報等はＲＡＫＥ合成回路３３０～３３ｎに供給される。
【００９６】
各ＲＡＫＥ合成回路３３０～３３ｎは、拡散符号（疑似ランダム符号＋ Walsh符号（Ｗ 0  

～Ｗ n  ））及び拡散符号の同期情報等を用いて、直交検波後の信号から符号分割多重され
ている同期信号及び各伝送データ系列を分離し、復調する。このうち、ＲＡＫＥ合成回路
３３０で得られる同期信号はフレーム及びスーパフレームタイミング抽出回路３４に供給
され、ここで同期信号からＤ 1  及びＤ 2  を利用してフレーム及びスーパーフレームのタイ
ミングが抽出され、それぞれのタイミング信号が生成される。
【００９７】
上記ＲＡＫＥ合成回路３３０で得られた同期信号はＤ 3  ～Ｄ 5 0抽出回路３５に供給される
。このＤ 3  ～Ｄ 5 0抽出回路３５は、フレームタイミング信号に基づいて同期信号中のＤ 3  

～Ｄ 5 0の領域を識別し、これらの領域に挿入されているデータを抽出するもので、ここで
得られた領域Ｄ 3  ～Ｄ 5 0のデータはビタビ復号回路３６でビタビ復号されてバイトデイン
ターリーバ３７に供給される。
【００９８】
このバイトインターリーバ３７は、フレームタイミング信号に同期して、ビタビ復号され
た領域Ｄ 3  ～Ｄ 5 0のデータにバイトデインターリーブを施すもので、その出力はＲＳ復号
回路３８に供給される。このＲＳ復号回路３８は、フレームタイミング信号に基づいてビ
タビ復号出力からリードソロモン（９６，８０）符号を復号するもので、その復号出力は
パラメータ設定回路３９に供給されると共に、受信機起動信号検出回路４０及び共通情報
再生回路４１に供給される。
【００９９】
パラメータ設定回路３９は、ＲＳ復号出力からインターリーブサイズ、符号化率等のパラ
メータ情報を抽出する。また、受信機起動信号検出回路４０は、ＲＳ復号出力から受信機
起動信号を検出し、当該信号が検出された場合に起動信号を発生するもので、この起動信
号は共通情報再生回路４１に供給される。この共通情報再生回路４１は、起動信号を受け
ると、ＲＳ復号出力を取り込み、同期信号中の共通情報（例えば図５に示す受信機起動時
付加情報）を再生するもので、その再生結果は表示処理系へ出力される。この場合、共通
情報に地域識別情報が付加されているとき、ＧＰＳシステム等から得られる位置情報を取
り込み、当該受信機の位置が地域識別情報で指定している地域に該当する場合のみ再生を
行うものとする。
【０１００】
一方、ＲＡＫＥ合成回路３３１～３３ｎで復調された各伝送データ系列は、それぞれパラ
レル／シリアル変換器４２１～４２ｎでシリアル信号に変換された後、ビットデインター
リーバ４３１～４３ｎに供給される。これらのビットインターリーバ４３１～４３ｎは、
パラメータ設定回路３９で得られたインターリーブサイズ等の情報に基づいてパラメータ
設定を行った上で、フレームタイミング信号に同期して伝送データ系列のビットデインタ
ーリーブを行うもので、その出力はビタビ復号回路４４１～４４ｎに供給される。
【０１０１】
上記ビタビ復号回路４４１～４４ｎは、パラメータ情報に基づいてパラメータ設定を行っ
た上で、スーパーフレームタイミング信号に同期してビットデインターリーブ出力をビタ
ビ復号するもので、その復号出力はバイトデインターリーバ４５１～４５ｎ、ＲＳ復号回
路４６１～４６ｎにてスーパーフレームタイミング信号に同期してバイトインターリーブ
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処理、リードソロモン（２０４，１８８）符号の復号処理がなされ、これによって第１～
第ｎの伝送データ系列を取り出すことができる。
【０１０２】
以上に説明した同期信号を用いることにより、以下の効果が得られる。
【０１０３】
まず、上記同期信号には、２５０μ sec 毎に同期用拡散符号のみで変調されているパイロ
ットシンボルが挿入されている。このため、移動受信時に１／２５０μ sec ＝４ kHz より
も十分に小さい周波数変動が発生しても、受信端末の同期処理に支障を来すことはない。
例えば、搬送波周波数として２．６ GHz を使用した場合、４ kHz の周波数変動は速度に換
算すると、約時速１７００ kmに相当するため、実用上は受信端末の同期処理に支障を来す
ようなことは起こらない。
【０１０４】
また、同期用拡散符号のみで変調されているパイロットシンボル長は１２５μ sec となっ
ている。このため、受信機で解析可能な信号遅延時間は１２５μ sec となる。これは、距
離にして３７ kmに相当する。この値は、例えば符号分割多重伝送方式を使用する衛星放送
システムにおいて、ビル陰等の不感地帯の対策に用いるギャップフィラーが半径数キロメ
ートルのサービス範囲を目標としていることを考えると十分な値である。
【０１０５】
さらに、同期信号には、各伝送データ系列の畳み込み符号の符号化率、及びインターリー
ブのサイズ等のパラメータ情報が、拡散符号の同期処理に用いられている拡散符号と同じ
同期用拡散符号で拡散されて時分割多重されている。このため、同期信号を受信している
限り、各伝送データ系列の受信と無関係にパラメータ情報を取得可能である。そこで、同
期信号の受信により取得された各伝送データ系列のパラメータ情報に基づいて受信機の各
部のパラメータを設定することで、各伝送データ系列の受信処理を容易かつ迅速に行うこ
とができる。
【０１０６】
　一方、１フレーム中のパイロットシンボル数５１は各伝送データ系列におけるビットイ
ンターリーブ １７の整数倍に選択されており、かつインターリーブの遅延時間０の
ビットが現れるタイミングが同期信号のＤ 1  の直後となっている。このため、１フレーム
中に１回現れる固定パターンＤ 1を使用することにより、各伝送データ系列のビットイン
ターリーブの同期を容易かつ迅速に行うことができる。
【０１０７】
また、１スーパフレーム中のフレーム数６は、各伝送データ系列の畳み込み符号の符号化
率を１／２、２／３、３／４、５／６、７／８のうちどの符号化率に設定しても、ＭＰＥ
Ｇ－２のＴＳパケットが１スーパフレーム内に整数個入るように選定したものである。ま
た、各伝送データ系列のＭＰＥＧ－２のＴＳパケットの同期バイト及びパンクチャド符号
のパンクチャドパターンの先頭が同期信号１スーパフレーム中の１フレーム目のＤ 2  の直
後になるように決められている。このため、Ｄ 2  を利用してフレーム番号を数えることに
より、各伝送データ系列のＴＳパケットの同期、ＴＳパケットと同期しているバイトイン
ターリーブの同期、及びパンクチャド符号の同期を容易かつ迅速に行うことができる。
【０１０８】
上記のように、各々の伝送データ系列内の情報を使用せずに、同期信号中のＤ 1  及びＤ 2  

を利用することにより、総ての伝送データ系列の同期がとれるため、別の伝送データ系列
の受信に切り替える場合でも再同期は不要である。
【０１０９】
また、同期信号は、畳み込み符号の符号化率、及びインターリーブのサイズ等、各伝送デ
ータ系列の受信処理に必要な情報以外の情報も、Ｄ 3  ～Ｄ 5 0の領域を使用して伝送可能な
仕組みとなっている。このため、緊急時の災害情報等、総ての受信端末に対して共通に伝
送したい情報をＤ 3  ～Ｄ 5 0の領域に載せることにより、総ての伝送データ系列に同じ情報
を伝送する必要はない。
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【０１１０】
この場合、地域識別情報が含まれているため、地域を指定して情報を伝送することも可能
である。さらに、ＴＳ－ＩＤやプログラム番号の情報も伝送可能であるため、特定の伝送
データ系列に自動的に切り替えて受信することが可能となる。このように、常時受信され
る同期信号中に切替先の情報を含めておくことで、情報量が多く、同期信号に乗せきれな
い場合でも、その特定の伝送データ系列に伝送したい情報を割り当てることで、総てまた
は特定の受信端末で自動的に受信することが可能となる。
【０１１１】
尚、上記実施形態では共通の情報を受信する受信端末の特定に地域識別情報を用いるよう
にしたが、共通の情報を受信する受信端末の特定に、予め登録された任意のグループ識別
情報を用いることも可能である。これにより、特定の受信端末携帯者に緊急情報等を通知
する等のサービスも可能となる。
【０１１２】
【発明の効果】
本発明では、符号分割多重伝送方式を使用する放送または伝送システムにおいて、高速に
移動している移動体の中で信号を受信する場合のように、ドップラ効果やフェージングに
よって受信信号に著しい振幅及び周波数の変動が発生する環境においても、受信端末にお
ける拡散符号の同期処理に支障を来すことなく、符号分割多重されている各伝送データ系
列の誤り訂正符号の符号化率やインターリーブの長さ等のパラメータ、各伝送データ系列
の誤り訂正符号やインターリーブの同期に必要な同期ワード、及び総てまたは特定の受信
端末に対する共通の情報等を、総てまたは特定の受信端末が各伝送データ系列の受信と並
行して受信することが可能であり、また、受信した情報や同期ワードを利用して各伝送デ
ータ系列の誤り訂正符号の復号及びデインターリーブ等の受信処理を容易にかつ迅速に行
うことが可能であり、さらに、総てまたは特定の受信端末に対して共通の情報を伝送する
場合のデータ量を軽減させることが可能な同期信号を、符号分割多重により複数の伝送デ
ータ系列と共に伝送するようにしている。
【０１１３】
したがって、本発明によれば、（１）受信端末で予め個々の伝送データ系列について受信
に必要なパラメータがわかっていない場合でも、任意の伝送データ系列から短時間で正常
なデータを受信することができ、（２）各伝送データ系列に誤り訂正符号やインターリー
ブが施されており、それらの同期のために同期ワードが必要な場合に、受信する伝送デー
タ系列を切り替えても同期ワードを再検出する必要がなく、（３）各受信端末における受
信中の伝送データ系列が異なる場合でも、総ての伝送データ系列に共通の情報を含めるこ
となく、総てまたは特定の受信端末に共通の情報を伝送し受信させることができるという
効果を有する符号分割多重伝送方式を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態に係る符号分割多重方式による同期信号のフォーマット構
成を示す図。
【図２】　図１に示す同期信号の領域Ｄ 2  で伝送する情報のフォーマット構成を示す図。
【図３】　図１に示す同期信号の領域Ｄ 3  ～Ｄ 5 0で伝送する情報の一例を示す図。
【図４】　図３に示すＣＤＭチャンネル構成情報の一例を示す図。
【図５】　図４に示す受信機起動時付加情報の一例を示す図。
【図６】　図１に示す同期信号の領域Ｄ 3  ～Ｄ 5 0で伝送する情報の別の例を示す図。
【図７】　図１に示す同期信号の１スーパフレームの構成例を示す図。
【図８】　本実施形態のＣＤＭ伝送信号生成装置の構成を示すブロック図。
【図９】　図８に示す回路構成において、同期信号の領域Ｄ 3  ～Ｄ 5 0のバイトインターリ
ーブの一例を示す図。
【図１０】　図８に示す回路構成において、伝送データ系列のバイトインターリーブの一
例を示す図。
【図１１】　図８に示す回路構成において、伝送データ系列のビットインターリーブの一
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例を示す図。
【図１２】　図８に示す回路で使用する疑似ランダム信号の生成回路の一例を示す図。
【図１３】　本実施形態のＣＤＭ伝送信号受信機の構成を示すブロック図。
【符号の説明】
１１…リードソロモン（９６，８０）符号化回路
１２…バイトインターリーブ回路
１３…畳み込み符号化回路
１４…シリアル／パラレル変換回路
１５…切替スイッチ
１６、１７…ＥＸ－ＯＲ回路
１８…ＱＰＳＫ変調回路
１９…合成回路
２１１～２１ｎ…リードソロモン（２０４，１８８）符号化回路
２２１～２２ｎ…バイトインターリーブ回路
２３１～２３ｎ…畳み込み符号化回路
２４１～２４ｎ…ビットインターリーブ回路
２５１～２５ｎ…シリアル／パラレル変換回路
２６１～２６ｎ、２７１～２７ｎ…ＥＸ－ＯＲ回路
２８１～２８ｎ…ＱＰＳＫ変調回路
３１…直交検波回路
３２…伝搬路応答測定回路
３３０～３３ｎ…ＲＡＫＥ合成回路
３４…フレーム及びスーパフレームタイミング抽出回路
３５…Ｄ 3  ～Ｄ 5 0抽出回路
３６…ビタビ復号回路
３７…バイトデインターリーバ
３８…ＲＳ復号回路
３９…パラメータ設定回路
４０…受信機起動信号検出回路
４１…共通情報再生回路
４２１～４２ｎ…パラレル／シリアル変換器
４３１～４３ｎ…ビットインターリーバ
４４１～４４ｎ…ビタビ復号回路
４５１～４５ｎ…バイトデインターリーバ
４６１～４６ｎ…ＲＳ復号回路
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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