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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央局に対してN台(Nは2以上の整数)の端末装置を、無線または有線通信路によって接
続されてなる送受信装置であって、
　前記N台の端末装置には、第1～第Nチャンネルが一対一に割り当てられており、
　前記中央局は、該中央局から前記N台の端末装置に向けて送信する符号分割多重信号を
生成して出力する送信装置を具え、
　該送信装置は、第1～第Nチャンネルに対応する第1～第N信号生成部と、該第1～第N信号
生成部からそれぞれ出力される第1～第N送信信号を入力して、第1～第N符号化送信信号を
それぞれ生成して出力する第1～第N符号化部と、前記第1～第N符号化送信信号をそれぞれ
パラレル/シリアル変換して第1～第Nシリアル符号化送信信号に変換して出力する第1～第
Nパラレル/シリアル変換部と、該第1～第Nシリアル符号化送信信号を多重して符号分割多
重信号を生成して出力する多重部とを具えており、
　前記第1～第N信号生成部を、第j信号生成部（jは1～Nの全ての整数）と定義するとき、
　前記第j信号生成部は、第jチャンネルの送信信号を生成して出力する第j(1)及び第j(2)
信号生成部を具え、
　前記第1～第N符号化部を、第j符号化部と定義するとき、
　前記第j符号化部は、前記第j(1)及び第j(2)信号生成部から出力される第j(1)及び第j(2
)送信信号をそれぞれ符号化して第j(1)及び第j(2)符号化送信信号を生成して出力する第j
(1)及び第j(2)符号化部を具え、
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　前記第1～第Nパラレル/シリアル変換部を、第jパラレル/シリアル変換部と定義すると
き、
　前記第jパラレル/シリアル変換部は、パラレルに入力される前記第j(1)及び第j(2)符号
化送信信号を、パラレル/シリアル変換して、第jシリアル符号化送信信号を生成して出力
する機能を有しており、
　第jチャンネルが割り当てられた第j端末装置は、
　前記符号分割多重信号からクロック信号を抽出するクロック信号抽出部と、
　前記符号分割多重信号を第j(1)符号分割多重信号と第j(2)符号分割多重信号とに分岐す
る分岐器と、
　前記第j(1)符号分割多重信号を入力して、前記クロック信号に同期して、前記第j(1)符
号化部に設定されている拡散符号と同一の拡散符号で相関処理して、第j(1)相関信号を生
成して出力する第j(1)マッチドフィルタと、
　前記第j(2)符号分割多重信号を入力して、前記クロック信号とπ(ラジアン)だけ位相が
シフトしたπ位相シフトクロック信号に同期して、前記第j(2)符号化部に設定されている
拡散符号と同一の拡散符号で相関処理して、第j(2)相関信号を生成して出力する第j(2)マ
ッチドフィルタと、
　前記第j(1)相関信号と前記第j(2)相関信号とを加算して第j(1,2)相関信号を生成して出
力する第j相関信号加算器と
を具えることを特徴とする符号分割多重送受信装置。
【請求項２】
　請求項1記載の符号分割多重送受信装置に、更に、
　前記第j(1)相関信号を入力して、前記クロック信号に同期して、閾値判定処理を行って
前記第j(1)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(1)相関
信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1)復号信号を出力す
る第j(1)閾値判定部と、
　前記第j(2)相関信号を入力して、前記クロック信号に同期して、閾値判定処理を行って
前記第j(2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(2)相関
信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(2)復号信号を出力す
る第j(2)閾値判定部と、
　前記第j(1,2)相関信号を入力して、前記クロック信号に同期して、閾値判定処理を行っ
て前記第j(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、前記第j
(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1,2)復号信
号を出力する第j(1,2)閾値判定部と
を具えることを特徴とする符号分割多重送受信装置。
【請求項３】
　第jチャンネルの送信信号（jは1～Nの全ての整数であり、Nは2以上の整数）を、第j(1)
及び第j(2)送信信号として生成する送信信号生成ステップと、
　前記第j(1)及び第j(2)送信信号をそれぞれ符号化して第j(1)及び第j(2)符号化送信信号
を生成して出力する符号化ステップと、
　前記第j(1)及び第j(2)符号化送信信号を、パラレル/シリアル変換して、第jシリアル符
号化送信信号を生成して出力するパラレル/シリアル変換ステップと、
　第1～第N符号化送信信号を多重して符号分割多重信号を生成して出力する多重ステップ
と、
　前記符号分割多重信号からクロック信号を抽出するクロック信号抽出ステップと、
　前記符号分割多重信号を第j(1)符号分割多重信号と第j(2)符号分割多重信号とに分岐す
る分岐ステップと、
　前記第j(1)符号分割多重信号を入力して、前記クロック信号に同期して、第j(1)送信信
号の符号化に用いられた拡散符号と同一の拡散符号で相関処理して、第j(1)相関信号を生
成して出力する第j(1)相関処理ステップと、
　前記第j(2)符号分割多重信号を入力して、前記クロック信号とπ(ラジアン)だけ位相が
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シフトしたπ位相シフトクロック信号に同期して、第j(2)送信信号の符号化に用いられた
拡散符号と同一の拡散符号で相関処理して、第j(2)相関信号を生成して出力する第j(2)相
関処理ステップと、
　前記第j(1)相関信号と前記第j(2)相関信号とを加算して第j(1,2)相関信号を生成して、
該第j(1,2)相関信号を受信信号として出力する受信信号再生ステップと
を含むことを特徴とする符号分割多重送受信方法。
【請求項４】
　請求項3記載の符号分割多重送受信方法に、更に、
　前記第j(1,2)相関信号を入力して、前記クロック信号に同期して、閾値判定処理を行っ
て前記第j(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、前記第j
(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1,2)復号信
号を出力する第j(1,2)判定ステップ
を含むことを特徴とする符号分割多重送受信方法。
【請求項５】
　第jチャンネルの送信信号（jは1～Nの全ての整数であり、Nは2以上の整数）を2分割し
て一方を第j(1)送信とし、他方を第j(2)送信信号として生成する送信信号生成ステップと
、
　前記第j(1)及び第j(2)送信信号をそれぞれ符号化して第j(1)及び第j(2)符号化送信信号
を生成して出力する符号化ステップと、
　前記第j(1)及び第j(2)符号化送信信号を、パラレル/シリアル変換して、第jシリアル符
号化送信信号を生成して出力するパラレル/シリアル変換ステップと、
　第1～第N符号化送信信号を多重して符号分割多重信号を生成して出力する多重ステップ
と、
　前記符号分割多重信号からクロック信号を抽出するクロック信号抽出ステップと、
　前記符号分割多重信号を第j(1)符号分割多重信号と第j(2)符号分割多重信号とに分岐す
る分岐ステップと、
　前記第j(1)符号分割多重信号を入力して、前記クロック信号に同期して、前記第j(1)送
信信号の符号化に用いられた拡散符号と同一の拡散符号で相関処理して、第j(1)相関信号
を生成して出力する第j(1)相関処理ステップと、
　前記第j(2)符号分割多重信号を入力して、前記クロック信号とπ(ラジアン)だけ位相が
シフトしたπ位相シフトクロック信号に同期して、前記第j(2)送信信号の符号化に用いら
れた拡散符号と同一の拡散符号で相関処理して、第j(2)相関信号を生成して出力する第j(
2)相関処理ステップと、
　前記第j(1)相関信号を第j(1)受信信号として生成し、前記第j(2)相関信号を第j(2)受信
信号として生成して、該第j(1)受信信号と該第j(2)受信信号とを受信信号として出力する
受信信号再生ステップと
を含むことを特徴とする符号分割多重送受信方法。
【請求項６】
　請求項5記載の符号分割多重送受信方法に、更に、
　前記第j(1)相関信号を入力して、前記クロック信号に同期して、閾値判定処理を行って
前記第j(1)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(1)相関
信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1)復号信号を出力す
る第j(1)判定ステップと、
　前記第j(2)相関信号を入力して、前記クロック信号に同期して、閾値判定処理を行って
前記第j(2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(2)相関
信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(2)復号信号を出力す
る第j(2)判定ステップと
を含むことを特徴とする符号分割多重送受信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、中央局と複数の端末装置との間で符号分割多重（CDM: Code Division Mul
tiplexing）方式を利用して通信する、CDM送受信装置及びCDM送受信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アクセスネットワークシステムにおいて、CDM方式を利用するCDM送受信装置は、同一時
刻に複数の送信信号を多重することが可能であり、周波数あるいは時間スロット等の通信
資源を節約しつつ、大容量の通信を行うことができる装置であるという特長を有しており
、現在主に移動体通信において実用化されている。特に、チャンネルごとに同期を行う同
期CDM方式が採用された送受信装置（例えば、特許文献１参照）は、多重信号から任意の
チャンネルの信号を安定して抽出することができるという特長を有している。
【０００３】
　一方、アクセスネットワークシステムの代表例として、中央局と複数の端末装置との間
を、PON（Passive Optical Network）を介して接続して構成される光アクセスネットワー
クシステムが注目されている。特に、このPONを介して接続して構成される光アクセスネ
ットワークシステムであって、CDM方式による通信を行うCOF-PON(CDM on fiber-PON)シス
テムが注目されている（例えば、非特許文献1～3及び特許文献2参照）。
【０００４】
　COF-PONシステムによる光アクセス方法は、時分割多重方法(TDM: Time Division Multi
plexing)による光アクセス方法に比べて、長距離伝送が可能であるという特長がある。ま
た、COF-PONシステムによる光アクセス方法は、同一波長を用いた双方向通信が行われる
方法であるため、波長分割多重方法(WDM: Wavelength Division Multiplexing)による光
アクセスシステムにも適用が容易であるという特長がある。
【０００５】
　上述のCDM方式を利用するCDM送受信装置は、COF-PON等の光アクセスネットワークシス
テムにも利用可能な装置であり方法である。
【０００６】
　アクセスネットワークシステムにおいて、中央局は、事業者側に設置される設備であり
センターノードあるいはサービスノード等と呼称されることもある。また端末装置は加入
者（ユーザーということもある。）側に設置される設備でありエッジノード等と呼称され
ることもある。
【特許文献１】特許第3913139号公報
【特許文献２】特開2003-317026号公報
【非特許文献１】玉井、他、「次世代光アクセスシステムCOF-PONの研究開発－長距離ハ
イブリッドWDM-CDM-PON－」沖電気研究開発　第210号、Vol.74、No.2、2007年4月
【非特許文献２】鹿嶋、他、「高QoSマルチメディア光配信システムの研究開発－COFトラ
ンシーバ－」沖電気研究開発　第200号、Vol.71、No.4、2004年10月
【非特許文献３】笹瀬、「光通信システムにおける光符号分割多元接続技術」技術情報誌
　TELECOMFRONTIER、2004年11月号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献1に開示されている通信システムに代表される同期CDM方式の送
受信装置は、各チャンネル当たりの伝送レートは全て固定されている。また、送信装置か
ら受信装置までの最大伝送距離も同様にチャンネルごとに固定されている。すなわち、通
信システム内の全てのチャンネルの伝送レート及び最大伝送距離は固定されているため、
特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合、あるいは特定のチャンネルが割り当てられ
ている端末装置と中央局との距離が非常に長い場合に対して、これらの場合に応じて装置
の設定を柔軟に変更することが困難であった。ここで、装置の設定とは、各チャンネル当
たりの伝送レートの値、すなわち符号拡散レートの値、あるいは送信装置から受信装置ま
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での最大伝送距離等を与えるパラメータを、変更あるいは選択することを意味する。
【０００８】
　ここで、伝送レートとは、伝送される信号の１ビットに割り当てられる時間の逆数をい
う。また、符号拡散レートとは、符号を構成する1チップに割り当てられる時間の逆数を
いう。また、符号を構成する1チップに割り当てられる時間を、符号周期ということもあ
る。
【０００９】
　そこで、この発明の目的は、特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合、あるいは特
定のチャンネルが割り当てられている端末装置と中央局との距離が非常に長い場合に対応
して、装置の設定を柔軟にすることが可能である、CDM送受信装置及びCDM送受信方法を提
供することにある。
【００１０】
　装置の設定を柔軟にすることができれば、次のような利点が生じる。すなわち、特定の
チャンネルの伝送量が非常に多い場合には、そのチャンネルに対してのみ、大容量の伝送
が可能な状態に設定すればよく、特定の端末装置と中央局との距離が非常に長い場合には
、その端末局に対してのみ、伝送中の信号の強度減衰に対する対応が可能な状態に設定す
ればよい。いずれの場合にあっても、装置全体を入れ替える必要はなく、一部のチャンネ
ルあるいは端末装置の設定を変更することで対応できるので、装置の運用コストを極めて
大きく低減することが可能となる。
【００１１】
　この発明の発明者は、検討を重ねた結果、装置の設定を柔軟にすることを可能とすると
いう課題は、各チャンネル当たり2つの送信信号を生成して、それぞれの送信信号を符号
化した上で、パラレル/シリアル変換を行って、シリアル符号化送信信号を生成して送信
するという手法によって解決することに気がついた。
【００１２】
　このような手法を取ることによって、2つの送信信号を互いに同一の信号とすれば、特
定の端末装置と中央局との距離が非常に長い場合に対応できる。また、送信すべき信号を
2つの独立した送信信号とすれば、特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合に対応で
きる。すなわち、この特定のチャンネルの送信すべき信号を2つの独立した送信信号とす
れば、送信信号を1つとする従来のCDM送受信装置の2倍の容量まで伝送容量を増大させる
ことが可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　そこで、送信装置と、第1～第Nチャンネルが一対一に割り当てられて、送信装置に接続
されたN台(Nは2以上の整数)の端末装置を具える、この発明の符号分割多重送受信装置の
発明の要旨は以下のとおりとなる。以後、符号分割多重送受信装置を、CDM送受信装置と
いうこともある。また、符号分割多重送受信方法を、CDM送受信方法ということもある。
【００１４】
　送信装置は、各チャンネルの送信信号を第1及び第2送信信号として生成する。あるいは
、各チャンネルの送信信号を2分割して、一方を第1送信信号とし、他方を第2送信信号と
して生成する。そして、送信装置は、第1及び第2送信信号のそれぞれを符号化して、第1
及び第2符号化送信信号として生成して出力し、第1及び第2符号化送信信号をパラレル/シ
リアル変換してシリアル符号化送信信号に変換し、シリアル符号化送信信号を多重して符
号分割多重信号を生成して出力する機能を有している。また、端末装置は、符号分割多重
信号を復号化して、第1及び第2相関信号を生成して出力する機能を有している。以後、符
号分割多重信号をCDM信号と略記することもある。
【００１５】
　この発明のCDM送受信装置を利用すれば、以下に述べるこの発明のCDM送受信方法が実現
される。
【００１６】
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　この発明の、CDM送受信方法は、送信信号生成ステップと、符号化ステップと、パラレ
ル/シリアル変換ステップと、多重ステップと、相関処理ステップとを含んで構成される
。送信信号生成ステップは、送信信号を第1及び第2送信信号として生成して出力するステ
ップである。あるいは、送信信号生成ステップは、送信信号を2分割して、一方を第1送信
信号とし、他方を第2送信信号として生成して出力するステップである。
【００１７】
　符号化ステップは、第1及び第2送信信号をそれぞれ符号化して第1及び第2符号化送信信
号として生成して出力するステップである。パラレル/シリアル変換ステップは、第1及び
第2符号化送信信号をパラレル/シリアル変換してシリアル符号化送信信号に変換して出力
するステップである。多重ステップは、シリアル符号化送信信号を多重してCDM信号を生
成して出力するステップである。相関処理ステップは、CDM信号を復号化して、第1及び第
2相関信号を生成して出力するステップである。
【００１８】
　また、この発明によれば、以下の構成のCDM送受信装置及びCDM送受信方法が提供される
。
【００１９】
　この発明の第1のCDM送受信装置は、中央局に対してN台（Nは2以上の整数）の端末装置
を、無線または有線通信路によって接続されてなる送受信装置である。N台の端末装置に
は、第1～第Nチャンネルが一対一に割り当てられており、中央局は、中央局からN台の端
末装置に向けて送信するCDM信号を生成して出力する送信装置を具えている。
【００２０】
　送信装置は、第1～第Nチャンネルに対応する第1～第N信号生成部と、第1～第N信号生成
部からそれぞれ出力される第1～第N送信信号を入力して、第1～第N符号化送信信号をそれ
ぞれ生成して出力する第1～第N符号化部と、第1～第N符号化送信信号をそれぞれパラレル
/シリアル変換して第1～第Nシリアル符号化送信信号に変換して出力する第1～第Nパラレ
ル/シリアル変換部と、第1～第Nシリアル符号化送信信号を多重してCDM信号を生成して出
力する多重部とを具えている。
【００２１】
　第j信号生成部（jは1～Nの全ての整数）は、第jチャンネルの送信信号を生成して出力
する第j(1)及び第j(2)信号生成部を具えている。
【００２２】
　第j符号化部は、第j(1)及び第j(2)信号生成部から出力される第j(1)及び第j(2)送信信
号をそれぞれ符号化して、第j(1)及び第j(2)符号化送信信号を生成して出力する第j(1)及
び第j(2)符号化部を具えている。チャンネルを識別する必要がある場合は、チャンネル番
号をjで示している。例えば、第jチャンネルの第1送信信号及び第2送信信号を、それぞれ
第j(1)送信信号及び第j(2)送信信号と表記している。同様に、第jチャンネルの第1信号生
成部及び第2信号生成部を、それぞれ第j(1)信号生成部及び第j(2)信号生成部と表記して
いる。
【００２３】
　第jパラレル/シリアル変換部は、パラレルに入力される第j(1)及び第j(2)符号化送信信
号を、パラレル/シリアル変換して、第jシリアル符号化送信信号を生成して出力する機能
を有している。すなわち、第jパラレル/シリアル変換部は、パラレルに入力される第j(1)
及び第j(2)符号化送信信号を、パラレル/シリアル変換して、第jシリアル符号化送信信号
を生成して出力する。
【００２４】
　第jチャンネルが割り当てられた第j端末装置は、クロック信号抽出部と、分岐器と、第
j(1)マッチドフィルタと、第j(2)マッチドフィルタと、第j相関信号加算器とを具えてい
る。クロック信号抽出部は、CDM信号からクロック信号を抽出する。分岐器は、CDM信号を
第j(1)CDM信号と第j(2)CDM信号とに分岐する。第j(1)マッチドフィルタは、第j(1)CDM信
号を入力して、クロック信号に同期して、第j(1)符号化部に設定されている符号と同一の
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符号で相関処理して、第j(1)相関信号を生成して出力する。第j(2)マッチドフィルタは、
第j(2)CDM信号を入力して、クロック信号とπ(ラジアン)だけ位相がシフトしたπ位相シ
フトクロック信号に同期して、第j(2)符号化部に設定されている符号と同一の符号で相関
処理して、第j(2)相関信号を生成して出力する。第j相関信号加算器は、第j(1)相関信号
と第j(2)相関信号とを加算して第j(1,2)相関信号を生成して出力する。
【００２５】
　この発明の第2のCDM送受信装置は、第1のCDM送受信装置に、更に、第j(1)閾値判定部と
、第j(2)閾値判定部と、第j(1,2)閾値判定部とを具えて構成される。第j(1)閾値判定部は
、第j(1)相関信号を入力して、クロック信号に同期して、閾値判定処理を行って第j(1)相
関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(1)相関信号の強度が
閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1)復号信号を出力する。第j(2)閾
値判定部は、第j(2)相関信号を入力して、クロック信号に同期して、閾値判定処理を行っ
て第j(2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(2)相関信
号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(2)復号信号を出力する
。第j(1,2)閾値判定部は、第j(1,2)相関信号を入力して、クロック信号に同期して、閾値
判定処理を行って第j(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1と
し、第j(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1,2
)復号信号を出力する。
【００２６】
　この発明の第1のCDM送受信方法は、上述のこの発明の第1のCDM送受信装置を利用して実
現され、以下のステップを含んでいる。
【００２７】
　（A）第jチャンネルの送信信号を、第j(1)及び第j(2)送信信号として生成する送信信号
生成ステップ（ステップA）
　（B）第j(1)及び第j(2)送信信号をそれぞれ符号化して第j(1)及び第j(2)符号化送信信
号を生成して出力する符号化ステップ（ステップB）
　（C）第j(1)及び第j(2)符号化送信信号を、パラレル/シリアル変換して、第jシリアル
符号化送信信号を生成して出力するパラレル/シリアル変換ステップ（ステップC）
　（D）第1～第N符号化送信信号を多重してCDM信号を生成して出力する多重ステップ（ス
テップD）
　（E）CDM信号からクロック信号を抽出するクロック信号抽出ステップ（ステップE）
　（F）CDM信号を第j(1)CDM信号と第j(2)CDM信号とに分岐する分岐ステップ（ステップF
）
　（G）第j(1)CDM信号を入力して、クロック信号に同期して、第j(1)送信信号の符号化に
用いられた符号と同一の符号で相関処理して、第j(1)相関信号を生成して出力する第j(1)
相関処理ステップ（ステップG）
　（H）第j(2)CDM信号を入力して、クロック信号とπ(ラジアン)だけ位相がシフトしたπ
位相シフトクロック信号に同期して、第j(2)送信信号の符号化に用いられた符号と同一の
符号で相関処理して、第j(2)相関信号を生成して出力する第j(2)相関処理ステップ（ステ
ップH）
　（I）第j(1)相関信号と第j(2)相関信号とを加算して第j(1,2)相関信号を生成して、第j
(1,2)相関信号を受信信号として出力する受信信号再生ステップ（ステップI）。
【００２８】
　ステップA～ステップIのそれぞれのステップは、この発明の第1あるいは第2のCDM送受
信装置が具えている、第j(1)及び第j(2)信号生成部（ステップA）、第j(1)及び第j(2)符
号化部（ステップB）、第jパラレル/シリアル変換部（ステップC）、多重部（ステップD
）、クロック信号抽出部（ステップE）、分岐器（ステップF）、第j(1)マッチドフィルタ
（ステップG）、第j(2)マッチドフィルタ（ステップH）、及び第j相関信号加算器および
第j(1, 2)閾値判定部（ステップI）において実行される。
【００２９】



(8) JP 4900192 B2 2012.3.21

10

20

30

40

50

　この発明の第2のCDM送受信方法は、上述のこの発明の第2のCDM送受信装置を利用して実
現され、第1のCDM送受信方法に、更に以下のステップを含んで構成される。
【００３０】
　（J）第j(1,2)相関信号を入力して、クロック信号に同期して、閾値判定処理を行って
第j(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(1,2)相関
信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1,2)復号信号として
出力する第j(1,2)判定ステップ（ステップJ）。
【００３１】
　ステップJは、この発明の第2のCDM送受信装置が具えている第j(1,2)閾値判定部によっ
て実行される。
【００３２】
　この発明の第3のCDM送受信方法は、上述のこの発明の第1のCDM送受信装置を利用して実
現され、以下のステップを含んでいる。
【００３３】
　すなわち、第3のCDM送受信方法は、第jチャンネルの送信信号を2分割して一方を第j(1)
送信信号とし、他方を第j(2)送信信号として生成する送信信号生成ステップ（ステップA'
）と、上述の第1のCDM送受信方法と共通のステップB～ステップHまでを含み、更に、以下
のステップKを含んでいる。
【００３４】
　（K）第j(1)相関信号を第j(1)受信信号として生成し、第j(2)相関信号を第j(2)受信信
号として生成して、第j(1)受信信号と第j(2)受信信号とを受信信号として出力する受信信
号再生ステップ（ステップK）。
【００３５】
　ステップA'～ステップHのそれぞれのステップは、この発明の第1あるいは第2のCDM送受
信方法と同様に、この発明の第1あるいは第2のCDM送受信装置が具えている、第j(1)及び
第j(2)信号生成部（ステップA'）、第j(1)及び第j(2)符号化部（ステップB）、第jパラレ
ル/シリアル変換部（ステップC）、多重部（ステップD）、クロック信号抽出部（ステッ
プE）、分岐器（ステップF）、第j(1)マッチドフィルタ（ステップG）、及び第j(2)マッ
チドフィルタ（ステップH）において実行される。ステップKは、第j(1)マッチドフィルタ
から出力される第j(1)相関信号と、第j(2)マッチドフィルタから出力される第j(2)相関信
号を受信信号としてそのまま用いることで実現する。
【００３６】
　この発明の第4のCDM送受信方法は、上述のこの発明の第2のCDM送受信装置を利用して実
現され、第3のCDM送受信方法に加えて、更に以下のステップL及びステップMを含んで構成
される。
【００３７】
　（L）第j(1)相関信号を入力して、クロック信号に同期して、閾値判定処理を行って第j
(1)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(1)相関信号の強
度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1)復号信号を出力する第j(1)
判定ステップ（ステップL）
　（M）第j(2)相関信号を入力して、クロック信号に同期して、閾値判定処理を行って第j
(2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第j(2)相関信号の強
度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(2)復号信号を出力する第j(2)
判定ステップ（ステップM）。
【００３８】
　ステップL及びステップMは、それぞれ、この発明の第2のCDM送受信装置が具えている第
j(1)閾値判定部及び第j(2)閾値判定部によって実行される。
【００３９】
　この発明の第1及び第2のCDM送受信装置において、第j(1)マッチドフィルタ及び第j(2)
マッチドフィルタには、アナログ方式のマッチドフィルタ、あるいはデジタル方式のマッ
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チドフィルタの何れのタイプも利用可能である。ただし、第j(1)マッチドフィルタ及び第
j(2)マッチドフィルタにアナログ方式のマッチドフィルタを利用する場合は、第j(1)閾値
判定部と、第j(2)閾値判定部と、第j(1,2)閾値判定部とを具えて構成されるこの発明の第
2のCDM送受信装置を採用するのが好適である。一方、第j(1)マッチドフィルタ及び第j(2)
マッチドフィルタにデジタル方式のマッチドフィルタを利用する場合は、閾値判定部を、
設ける必要がない。
【００４０】
　現状は、高速動作が特に必要とされる場合にはアナログマッチドフィルタが利用されて
いるが、将来、上述の問題点が解消された高速度なデジタル方式のマッチドフィルタが実
現されれば、その量産性の良さあるいはコスト面から積極的に利用されることも十分想定
される。この場合には、マッチドフィルタとして、デジタル方式のマッチドフィルタを利
用するのが好適である。
【発明の効果】
【００４１】
　この発明のCDM送受信装置によれば、各チャンネルの送信信号を、同一信号である第1及
び第2送信信号として生成することで、特定の端末装置と中央局との距離が非常に長い場
合に対応できる。すなわち、第1相関信号と第2相関信号は同一の信号であるから、両者を
加算した信号を受信信号とすれば、第1相関信号あるいは第2相関信号の2倍の強度の信号
として受信できる。従って、端末装置と中央局との距離が非常に長い場合に、CDM信号の
強度が減衰しても、受信信号の強度としては、第1相関信号あるいは第2相関信号の2倍の
強度の信号として受信できるので、CDM信号の強度の減衰に対処可能である。
【００４２】
　一方、送信すべき信号を2分割して、一方を第1送信信号とし他方を第2送信信号として
、分割して送信することで、2倍の容量まで伝送容量を増大させることが可能となる。す
なわち、特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合には、この容量の大きな送信すべき
信号が2分割されることによって、その容量が1/2に低減されて送信される。従って、特定
のチャンネルの伝送量が非常に多い場合でも、対処可能である。
【００４３】
　送信信号生成ステップと、符号化ステップと、パラレル/シリアル変換ステップと、多
重ステップと、相関処理ステップとを含んで構成されるこの発明のCDM送受信方法によれ
ば、以下のことが実行される。送信信号生成ステップによって、第1及び第2送信信号から
なる送信信号が生成され、相関処理ステップステップによって、第1及び第2送信信号のそ
れぞれが、第1及び第2相関信号として再生されて受信される。
【００４４】
　従って、第1及び第2送信信号を同一信号の信号とすること、あるいは送信すべき信号を
第1及び第2送信信号に分割することによって、それぞれ、特定の端末装置と中央局との距
離が非常に長い場合、あるいは特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合に対して柔軟
に対応可能となる。
【００４５】
　この発明の第1及び第2のCDM送受信方法は、端末装置と中央局との距離が非常に長い場
合に対応するための方法である。この発明の第1及び第2のCDM送受信方法にを実現するに
は、第j(1)送信信号と第j(2)送信信号とを同一の送信信号とする（ステップA）が実行さ
れる。
【００４６】
　第j(1)及び第j(2)送信信号をそれぞれ符号化して第j(1)及び第j(2)符号化送信信号を生
成して出力する符号化ステップにおいて、第j(1)及び第j(2)送信信号をそれぞれ符号化す
る拡散符号は、互いに同一であっても異なっていてもかまわない。言い換えると、この発
明の第1あるいは第2のCDM送受信装置が具えている、第j(1)及び第j(2)符号化部に設定す
る拡散符号は、互いに同一であっても異なっていてもかまわない。
【００４７】
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　すなわち、この発明の第1あるいは第2のCDM送受信装置によれば、第jチャンネルの送信
信号である、第j(1)送信信号と第j(2)送信信号とを、第jパラレル/シリアル変換部によっ
て実行されるステップCによって、パラレル/シリアル変換することによって、信号として
時間的に並列させて送信することができる。
【００４８】
　また、この発明の第1及び第2のCDM送受信方法には、第j(1)相関信号と第j(2)相関信号
とを加算して第j(1,2)相関信号を生成して、第j(1,2)相関信号を受信信号として出力する
受信信号再生ステップであるステップIも含まれている。
【００４９】
　第j(1)送信信号と第j(2)送信信号とを互いに全く同一の信号とした場合、第j(1)相関信
号と第j(2)相関信号とは、同一の信号となる。そのため、ステップIにおいて、同一信号
である第j(1)相関信号と第j(2)相関信号とが加算されて生成される第j(1,2)相関信号は、
第j(1)相関信号あるいは第j(2)相関信号の強度が2倍である信号となる。
【００５０】
　従って、ステップDにおいて生成されるCDM信号が、長距離伝送されることによって減衰
を受けても、受信装置である端末装置において、十分に受信可能な強度でCDM信号を受信
し、この符号分割多重信号から第jチャンネルの送信信号を再生することが可能である。
この場合、実質的に伝送距離が2倍となっても送信が可能であることを意味する。すなわ
ち、特定のチャンネルが割り当てられている端末装置と中央局との距離が非常に長い場合
に対しても、送信可能である状態にすることができることを意味する。
【００５１】
　以後このように、端末装置と中央局との距離が非常に長い場合に対応して、第1及び第2
のCDM送受信方法において、第j(1)送信信号と第j(2)送信信号とを同一の送信信号として
送信することを、長距離モードによる伝送ということもある。
【００５２】
　長距離モードによる伝送を実現するには、この発明の第1のCDM送受信装置あるいは第2
のCDM送受信装置において、第j相関信号加算器から出力される、第j(1)相関信号と第j(2)
相関信号とを加算して生成された第j(1,2)相関信号を受信信号として利用すればよい。
【００５３】
　一方、この発明の第3及び第4のCDM送受信方法は、大容量の送信信号に対応するための
方法である。この発明の第3及び第4のCDM送受信方法を実現するためには、第jチャンネル
の送信信号を第j(1)送信信号と第j(2)送信信号とに2分割する（ステップA'）が実行され
る。
【００５４】
　第jチャンネルの送信信号を第j(1)送信信号と第j(2)送信信号と2分割すると、ステップ
Bで生成される第j(1)及び第j(2)符号化送信信号も、第jチャンネルの送信信号が2分割さ
れたそれぞれが符号化された信号となる。
【００５５】
　従って、ステップCで生成される第jシリアル符号化送信信号には、1つの送信信号とし
ては送信ができない程度の大容量の送信が含まれていても、それぞれ1つの送信信号とし
ての容量以内に、第j(1)送信信号あるいは第j(2)送信信号と2つの送信信号に分割するこ
とが可能となる。すなわち、第jチャンネルの送信信号を、第j(1)送信信号と第j(2)送信
信号との2つの信号として2分割させて、第jパラレル/シリアル変換部によって実行される
ステップCによって、パラレル/シリアル変換することによって、信号として時間的に直列
させて送信することができる。
【００５６】
　この発明の第3及び第4のCDM送受信方法を実行する場合、第j(1)及び第j(2)送信信号を
それぞれ符号化して第j(1)及び第j(2)符号化送信信号を生成して出力する符号化ステップ
において、第j(1)及び第j(2)送信信号をそれぞれ符号化する拡散符号は、互いに同一であ
っても異なっていてもかまわない。言い換えると、この発明の第1あるいは第2のCDM送受
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信装置が具えている、第j(1)及び第j(2)符号化部に設定する拡散符号は、互いに同一であ
っても異なっていてもかまわない。
【００５７】
　この発明の第3及び第4のCDM送受信方法には、第j(1)相関信号を第j(1)受信信号として
生成し、第j(2)相関信号を第j(2)受信信号として生成して、第j(1)受信信号と第j(2)受信
信号とを受信信号として出力する受信信号再生ステップであるステプKが含まれている。
ステップKにおいて、第j(1)受信信号と第j(2)受信信号とが生成されるので、第j(1)受信
信号と第j(2)受信信号とを受信信号とすることで、第jチャンネルの信号が受信されたこ
とになる。
【００５８】
　すなわち、第jチャンネルの送信信号は、送信される際に2分割されて、第j(1)送信信号
と第j(2)送信信号との2つの信号として送信されることとなる。従って、ス第jチャンネル
の送信信号が、大容量であっても、2分割して送信することで十分に送信可能な容量に収
めることが可能となる。この場合、実質的に送信する信号の容量が、送信可能な容量の2
倍となっても送信が可能である。すなわち、特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合
に対しても、そのチャンネルに対して、送信可能である状態にすることができることを意
味する。
【００５９】
　以後、このように、特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合に対応して、第3及び
第4のCDM送受信方法において、第jチャンネルの送信信号を、第j(1)送信信号と第j(2)送
信信号とに2分割して送信することを、大容量モードによる伝送ということもある。
【００６０】
　大容量モードによる伝送を実現するには、この発明の第1のCDM送受信装置あるいは第2
のCDM送受信装置において、第j(1)相関信号と第j(2)相関信号の両者を以って、受信信号
として利用すればよい。
【００６１】
　以上説明した様に、この発明の第1のCDM送受信装置あるいは第2のCDM送受信装置によれ
ば、特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合には、大容量モードで動作させればよく
、また特定のチャンネルが割り当てられている端末装置と中央局との距離が非常に長い場
合には、長距離モードで動作させればよい。従って、この発明の第1のCDM送受信装置ある
いは第2のCDM送受信装置は、特定のチャンネルの伝送量が非常に多い場合あるいは、特定
のチャンネルが割り当てられている端末装置と中央局との距離が非常に長い場合のそれぞ
れの状況に応じて、それぞれ柔軟に対応可能であるCDM送受信装置である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６２】
　以下、図を参照して、この発明の実施形態につき説明する。なお、各図は、この発明に
係る一構成例を示し、この発明が理解できる程度に各構成要素の配置関係等を概略的に示
しているに過ぎず、この発明を図示例に限定するものではない。
【００６３】
　まず、この発明のCDM送受信装置の構成及びその動作の説明に先立ち、従来のCDM送受信
装置の構成及びその動作の説明を行う。この発明のCDM送受信装置の構成及びその動作の
理解に資するため、この発明のCDM送受信装置の構成及びその動作と共通する事項につい
ては、予め、従来のCDM送受信装置の構成及びその動作の説明において行っておくものと
する。なお、ここでは、従来及びこの発明のCDM送受信装置として、COF-PONシステムが利
用される例を取り上げるが、この発明は、COF-PONシステムを利用するCDM送受信装置に限
定されるわけではない。
【００６４】
　＜符号分割多重送受信装置＞
　図1～図4を参照して、従来のCDM送受信装置の構成及びその動作の説明を行う。図1は、
従来のCDM送受信装置の概略的ブロック構成図である。図1に示すCDM送受信装置は、中央
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局に対してN台の端末装置（Nは2以上の整数）が接続されて構成されており、一例として
、中央局からN台の端末装置に信号が送られる場合を想定してある。すなわち、図1には、
中央局が送信装置10を具えているものとして、送信装置10に対してN台の端末装置30-1～3
0-Nが接続されて構成される、従来のCDM送受信装置の例を示してある。
【００６５】
　図1には、光ファイバ伝送路12の一端に光合分岐器20を設け、この光合分岐器20から端
末装置の数に等しい分岐光ファイバ伝送路14-1～14-Nが接続されて構成されるPONを介し
て、送信装置10と端末装置30-1～30-Nが接続されて構成される光アクセスネットワークシ
ステムを示している。しかしながら、送信装置10と端末装置30-1～30-Nとの接続には、光
ファイバによって構成されるPONに限定されることなく、メタル伝送路あるいは、無線に
よっても接続することが可能である。
【００６６】
　送信装置10と端末装置30-1～30-Nとの接続にPONを利用する場合には、送信装置10に電
気信号を光信号に変換する素子が必要となり、また端末装置には光信号を電気信号に変換
する素子が必要である。また、送信装置10と端末装置30-1～30-Nとの接続に無線を利用す
る場合には、送信装置10には電気信号を電波にして送信する装置が必要となり、また端末
装置には電波を受信して電気信号に変換する装置が必要である。しかしながら、これらの
素子あるいは装置が必要であり、また、これらの素子あるいは装置を、送信装置10あるい
は端末装置30-1～30-Nにどのように組み込めばよいかは当業者にとって自明なことであり
、かつこの発明の本質的な構成部分でないので、以下の説明では、これらの素子あるいは
装置についての説明は省略する。
【００６７】
　送信装置10は、Nチャンネルの信号を符号分割多重してCDM信号を生成して、端末装置30
-1～30-Nのそれぞれに送信する。端末装置30-1～30-Nのそれぞれは、送信装置10から送ら
れてきたCDM信号から、自己に割り当てられている符号を用いて相関処理をして、自己に
送信された送信信号を分離再生することによって受信する。
【００６８】
　端末装置30-1～30-Nのそれぞれは、第1～第Nチャンネルが一対一に割り当てられ、第1
～第Nチャンネルのそれぞれには相異なる符号が割り当てられている。従って、第jチャン
ネル（jは1～Nまでの全ての整数）を割り当てられている端末装置30-jは、送信装置10か
ら送られてきたCDM信号を、第jチャンネルに割り当てられた符号によって相関処理して、
第jチャンネルに割り当てられた符号の自己相関成分を抽出して、この自己相関成分から
閾値処理によって、自己に送信された送信信号を分離再生することによって受信する。
【００６９】
　(送信装置)
　図2は、従来のCDM送受信装置の送信装置10の概略的ブロック構成図である。送信装置10
は、第1～第Nチャンネルのそれぞれの送信信号が符号化された符号化送信信号を多重して
CDM信号を生成して、端末装置30-1～30-Nに送信する機能を有している。端末装置30-1～3
0-Nは、それぞれ自己に割り当てられているチャンネルに対応する符号によって復号化し
て、自己に送られてきた信号を再生する機能を有している。
【００７０】
　送信装置10は、第1～第Nチャンネルのそれぞれの送信信号を生成して出力する信号生成
部40-1～40-Nと、符号化部42-1～42-Nと、多重部46とを具えている。信号生成部40-1～40
-Nは、それぞれ送信信号41-1～41-Nを生成して出力する。符号化部42-1～42-Nは、それぞ
れ送信信号41-1～41-Nを入力されて、符号化送信信号43-1～43-Nを生成して出力する。多
重部46は、符号化送信信号43-1～43-Nを多重してCDM信号47を生成し出力する。
【００７１】
　符号化部42-1～42-Nには、それぞれ第1～第Nチャンネルに割り当てられた符号が設定さ
れており、入力される送信信号41-1～41-Nが、それぞれに設定されている符号によって符
号化される。
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【００７２】
　符号化部42-1～42-Nに設定される符号は、「1」及び「0」、あるいは「1」及び「-1」
の2値からなる数列として表現することができ、例えば、符号化部42-1に設定されている
符号を（1, 0, 0, 1）、符号化部42-2に設定されている符号を（1, 0, 1, 0）等と表記す
ることが可能である。符号化部42-3～42-Nについても同様であるが、ここでは、説明の便
宜上、N＝2として、符号化部42-1及び符号化部42-2を取り上げる。
【００７３】
　上述したように、符号化部42-1及び符号化部42-2に設定される符号は、「1」及び「0」
、あるいは「1」及び「-1」の2値からなる数列として表現することができるので、これを
一般的な数列表現として、以後、符号を(C1, C2,...,CM)、(C1-1, C1-2,..., C1-M)ある
いは、(Ca1-1, Ca1-2,...,Ca1-M)等で示す。すなわち、Cpが「1」または「0」のいずれか
、あるいは「1」及び「-1」のいずれかの値をとる。ここで、pは、1, 2,..., M,(1-1), (
1-2),..., (1-M), (a1-1), (a1-2),..., (a1-M)等を示し、符号を与える数列の各項を識
別するための符丁（下つき文字：subscript）である。後述するように、符号を与える数
列の項はチップと呼ばれることもある。従って、pはチップを識別するための下つき文字
である。ここで、Mは2以上の整数である。
【００７４】
　符号を規定する一般項Cpからなる数列の項数（上述の例ではM）を符号長ということも
ある。すなわち、符号(C1, C2,...,CM)の符号長はMであり、数列(1, 0, 0, 1)あるいは数
列(1, 0, 1, 0)で与えられる符号の符号長は、これらの数列の項数が4であるから符号長
は4であることになる。また、符号を与える数列を符号列といい、符号列の各項、すなわ
ち「0」及び「1」をチップということもある。そして、0及び1そのものを符号値というこ
ともある。従って、Cpは、符号値を与える変数である。
【００７５】
　送信信号を構成するパルスの一つ一つが、符号化部において、その符号化部に設定され
ている符号によって、時間軸上に符号長に等しい数のチップパルスに変換される。ここで
、符号は、入力される送信信号を構成する一つ一つのパルスを、それぞれ時間軸上に複数
個のチップパルスとして時間拡散するために利用されるので、拡散符号と呼称されること
もある。ただし、以後の説明においては、簡便化のために、特に混乱が生じない範囲で、
拡散符号を単に符号ということもある。
【００７６】
　ここで、送信信号が符号化される原理を、符号長が4である符号(1, 0, 0, 1)あるいは(
1, 0, 1, 0)によって符号化する場合を例にとって説明する。この説明は、符号長が4以外
の場合であっても同様に成立することは明らかである。
【００７７】
　送信信号を符号化するにあたっては、送信信号の1ビットに割り当てられる時間スロッ
トに対して、符号を構成する4チップが割り当てられる。すなわち、時間軸上で、送信信
号の1ビット内に符号を規定する、数列(1, 0, 0, 1)あるいは(1, 0, 1, 0)に対応する符
号化信号が完全に収まるように、時間軸上に配置される。
【００７８】
　送信信号を符号長4の符号で符号化するという意味は、送信信号（以後「D」と表すこと
もある。）と符号（以後「C」と表すこともある。）との積D×Cを求めることに相当する
。
【００７９】
　積D×Cを求めるための符号化処理回路（符号化部）には、例えば、排他的論理和演算EX
OR（エクスクルシーブ・オア）ゲートの出力にインバータを接続したゲート回路であるEX
NOR（エクスクルシーブ・ノア）回路を用いることができる。この場合には、1と0との2値
信号として表した送信信号及び符号化送信信号等を、1と-1の2値信号に変換する。具体的
には、送信信号及び符号化送信信号のバイアス電圧を調整して、これらの信号の振幅の中
心を0 Vの水準に変更すればよい。
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【００８０】
　ここで、符号化部42-1において、送信信号が(1, 0, 1,...)である場合を例にして、符
号化部42-1に設定されている符号(1, 0, 0, 1)による符号化について具体的に説明する。
【００８１】
　符号化部42-1に入力される送信信号を、(1, 0, 1, 1,...)であるとして説明する。もち
ろん、これ以外の(1, 1, 0, 0,...)等であっても以下の説明はそのまま成り立つ。まず、
送信信号(1, 0, 1, 1,...)を、1と-1の2値信号(1, -1, 1, 1,...)に変換する。また同様
に、符号化部42-1に入力される送信信号を符号化するために利用する符号(1, 0, 0, 1)を
1と-1の2値信号(1, -1, -1, 1)に変換する。
【００８２】
　上述したように、第1チャンネルの送信信号の第1番目のビットは「1」であり、第2番目
のビットは「0」であり、第3番目のビットは「1」である。ここで、第1チャンネルの送信
信号が、(1, -1, -1, 1)で与えられる符号で符号化されるとは、第1番目のビットである
「1」が(1, -1, -1, 1)で与えられる符号で符号化され、第2番目のビットである「-1」が
(1, -1, -1, 1)で与えられる符号で符号化され、第3番目のビットである「1」が(1, -1, 
-1, 1)で与えられる符号で符号化されることを意味する。第4番目以降のビットが符号化
されることも同様である。
【００８３】
　送信信号Dを符号Cで符号化するということは、積D×Cを求めることに相当するから、送
信信号の第1番目のビットである「1」は、(Dの第1番目のビット(1))×C(1, -1, -1, 1)＝
(1×1, 1×(-1), 1×(-1), 1×1）＝(1, -1, -1, 1）と符号化される。送信信号の第2番
目のビットである「-1」は、(Dの第2番目のビット（-1）)×C(1, -1, -1, 1)＝((-1)×1,
 (-1)×(-1), (-1)×(-1), (-1)×1)＝（-1, 1, 1, -1）と符号化される。第3番目のビッ
トについても同様である。したがって、符号化部42-1から出力される符号化送信信号は、
上述の説明のように((1, -1, -1, 1),(-1, 1, 1, -1),(1, -1, -1, 1),...)＝(1, -1, -1
, 1、-1, 1, 1, -1, 1, -1, -1, 1,...)となる。
【００８４】
　一般に、送信信号の「1」で与えられるビットが符号（C1, C2, C3, C4）で符号化され
ると、1×(C1, C2, C3, C4)＝(C1, C2, C3, C4)となる。また、送信信号の「-1」で与え
られるビットが符号（C1, C2, C3, C4）で符号化されると、(-1)×(C1, C2, C3, C4）＝(
-C1, -C2, -C3, -C4)となる。
【００８５】
　次に、符号化部42-2に入力される送信信号を、(1, 0, 1, 0,...)であるとして説明する
。もちろん、これ以外の(1, 1, 1,...)等であっても以下の説明はそのまま成り立つ。こ
こでも、送信信号(1, 0, 1, 0,...)を1と-1の2値信号(1, -1, 1, -1,...)に変換する。ま
た同様に、符号化部42-2に入力される送信信号を符号化するために利用する符号(1, 0, 1
, 0)を1と-1の2値信号(1, -1, 1, -1)に変換する。
【００８６】
　符号化部42-2に入力される送信信号が符号(1, 0, 1, 0)を1と-1の2値信号に変換した(1
, -1, 1, -1)で符号化する場合も、上記の符号化部42-1に入力される送信信号の場合と同
様である。送信信号の第1番目のビットである「1」は、(Dの第1番目のビット(1))×C(1, 
-1, 1, -1)＝(1×1, 1×(-1), 1×1, 1×(-1)＝(1, -1, 1, -1)と符号化される。送信信
号の第2番目のビットも「1」であるからDの第2番目のビットも（1, -1, 1, -1）と符号化
される。
【００８７】
　第3番目のビットは「-1」であるから(Dの第3番目のビット(-1))×C（1, -1, 1、-1）＝
((-1)×1, (-1)×(-1), (-1)×1, (-1)×(-1)＝（-1, 1, -1, 1）と符号化される。した
がって、符号化部42-2に入力される送信信号が符号化されて得られる符号化送信信号は、
上述の説明のように((1, -1, 1, -1),(1, -1, 1, -1),(-1, 1, -1, 1))＝(1, -1, 1, -1,
 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1, 1,...)となる。
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【００８８】
　符号化部42-1から出力される符号化送信信号(1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, -1
, 1,...)と符号化部42-2から出力される符号化送信信号(1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, -
1, 1, -1, 1,...)との和で与えられるCDM信号は、(1+1, -1-1, -1+1, 1-1, -1+1, 1-1, 1
+1、-1-1, 1-1, -1+1, -1-1, 1+1,... )＝(2, -2, 0, 0, 0, 0, 2, -2, 0, 0, -2, 2,...
）となる。
【００８９】
　このCDM信号が、分岐光ファイバ伝送路14-jに接続された端末装置30-jに受信されると
、端末装置30-jに設定されている符号によって受信信号が再生される。ここで、jは端末
装置の全台数がN台である場合、1～Nまでの全ての整数である。
【００９０】
　すなわち、例えば、端末装置30-1に受信されると受信端末装置30-1に設定されている符
号(1, 0, 0, 1)で復号化されて、受信信号(1, 0, 1 , 1,...)が再生される。同様に、端
末装置30-2に受信されると、受信端末装置30-2に設定されている符号(1, 0, 1, 0)で復号
化されて受信信号(1, 0, 1, 0,...)が再生される。したがって、CDM信号(2, -2, 0, 0, 0
, 0, 2, -2, 0, 0, -2, 2,...)の時間波形の振幅の絶対値は本質的な意味を持っていない
。したがって、CDM信号は、振幅の最大値と最小値の中心を0レベルに設定して、振幅の値
を1に規格化して(1, -1, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1, 1,...)と表現しても、信号とし
て同一の意味を持つ。
【００９１】
　(端末装置)
　図3は、従来のCDM送受信装置の端末装置の概略的ブロック構成図である。ここでは、端
末装置30-1を代表させて示してある。端末装置30-2から30-Nについても、設定されている
符号を除き、それぞれその構造は同一であるので、ここでは端末装置30-1について説明し
、端末装置30-2から30-Nについての説明は省略する。
【００９２】
　端末装置30-1～30-Nには、それぞれ第1～第Nチャンネルが割り当てられており、送信装
置10から送られてきたCDM信号47から、それぞれ第1～第Nチャンネルの送信信号を再生し
て受信する機能を有している。
【００９３】
　送信装置10から送られてきたCDM信号47は、光合分岐器20によって、N分岐されて、それ
ぞれ端末装置30-1～30-Nに分配される。
【００９４】
　端末装置30-1には、光合分岐器20によってN分岐され、その強度が1/NとなったCDM信号4
7が入力される。端末装置30-1は、分岐器50と、クロック信号抽出部56と、マッチドフィ
ルタ52と、閾値判定部54とを具えている。
【００９５】
　分岐器50は、CDM信号47をCDM信号51-1とCDM信号51-2とに2分岐する。クロック信号抽出
部56は、CDM信号51-2から符号拡散レートに相当する周波数のクロック信号57を抽出して
出力する。マッチドフィルタ52は、CDM信号51-1を入力して、第1チャンネルに割り当てら
れた符号によってクロック信号57に同期して相関処理して第1相関信号53を生成して出力
する。閾値判定部54は、第1相関信号53を入力して、クロック信号57に同期して閾値判定
処理を行って第1相関信号53の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第1
相関信号53の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする復号信号55として
出力する。復号信号55が、端末装置30-1に送られた信号である。
【００９６】
　送信信号を符号化するという意味は、上述したように送信信号Dと符号Cとの積D×Cを求
めることに相当する。一方、符号化されて送信されてきたCDM信号を受信して、このCDM信
号を復号化することは、CDM信号を再度同一の符号で符号化することに対応する。
【００９７】
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　ここで、以後の説明の便宜上、送信信号及び拡散符号を識別するための記号について、
次のように定義する。すなわち、第1～第N送信信号をそれぞれD1～DNで表し、第1～第Nチ
ャンネルに割り当てられている符号をそれぞれC1～CNで表すこととする。例えば、D1は、
(1, 0, 1,...)であり、C1は、(C1-1, C1-2, C1-3, C1-4)＝(1, 0, 0, 1)である。ここで
、一般的な行列表現として符号を(C1, C2,...,CN)で表す場合の数列の一般項を示す場合
は、Cp(ここで、pは1～Nの全ての整数)と、符号を与える数列の項を識別する符丁として
下つき文字（subscript）を用いる。一方、符号を与える数列そのものを指すC1～CNにお
いては、数列相互を識別する符丁としてCと同一の大きさの文字を併記してC1、C2、...、
CN等と表記する。すなわち、Cと共に下つき文字が使われている場合は数列の項を示し、
下つき文字が使われずCと併記されている場合は符号を示す数列そのものを指す。
【００９８】
　CDM信号は、第1チャンネルの符号化送信信号（D1×C1）、第2チャンネルの符号化送信
信号（D2×C2）、第3チャンネルの符号化送信信号（D3×C3）等、多重される全ての符号
化送信信号の和となっている。したがって、CDM信号は、(D1×C1)+(D2×C2)+(D3×C3)+..
..で表される。このCDM信号を第1チャンネルに割り当てられた符号C1で復号化するとは、
{(D1×C1)+(D2×C2)+(D3×C3)+....} ×C1を求めること、すなわちCDM信号を符号C1で符
号化することに相当する。
【００９９】
　すなわち、復号化されて出力される信号の時間波形は、{(D1×C1)+(D2×C2)+(D3×C3)+
....}×C1＝(D1×C1)×C1+(D2×C2)×C1+(D3×C3)×C1+....＝(D1×C1×C1) + (D2×C2×
C1) + (D3×C3×C1) + ....を反映した信号である。ここで、(C1×C1)＝(1, 1, 1, 1)で
ある。なぜならば、同一符号の積であるから、両者の符号を構成するチップは全て同一の
値、すなわち「1」あるいは「-1」であるからである。すなわち、(C1×C1)の演算を符号
のチップごとに見ると、各項において、1×1＝1あるいは(-1)×(-1)＝1と必ず「1」とな
るから、(C1×C1)＝((1×1), (-1)×(-1), (-1)×(-1), 1×1))＝（1, 1, 1, 1）となる
。
【０１００】
　したがって、復号化されて出力される信号の時間波形を表す第1項(D1×C1×C1)は、(D1
×C1×C1)＝D1×(1, 1, 1, 1)＝(1, 0, 1,...)、すなわち、(D1×C1×C1)＝D1となり、第
1チャンネルの送信信号を構成する各ビットのパルスD1が再生される。すなわち、この成
分がマッチドフィルタ52で復号化されて出力される信号の、第1チャンネルの送信信号に
対する自己相関成分53に相当する。
【０１０１】
　例えば、CDM信号51-1が(D1×C1)+(D2×C2)+(D3×C3)+....に相当し、第1端末装置30-1
が具えているマッチドフィルタ52によって、符号C1、すなわち（1, 0, 0, 1）で復号化す
るとは、{(D1×C1)+(D2×C2)+(D3×C3)+....}×C1＝(D1×C1)×C1+(D2×C2)×C1+(D3×C3
)×C1+....＝(D1×C1×C1) + (D2×C2×C1) + (D3×C3×C1) + ....を求めることに相当
する。(D1×C1×C1) + (D2×C2×C1) + (D3×C3×C1) + ....≒ D1 + 0 + 0 +....となり
、第1チャンネルの送信信号である（1, 0, 1,...）が復号化される。なぜならば、(D1×C
1×C1)＝D1であり、(D2×C2×C1)≒(0, 0, 0,...）、(D3×C3×C1)≒（0, 0, 0,...）、.
..であるからである。
【０１０２】
　一方、復号化されて出力される信号の時間波形を表す第2項以下の項は、Ci×C1≠(1, 1
, 1, 1)（ここで、i＝2, 3,...である。）であるので、(D2×C2)×C1及び(D3×C3)×C1の
項からは、第2、第3チャンネルの送信信号を構成する各ビットのパルスD2及びD3は再生さ
れない。すなわち、これらの成分が復号化されて出力される信号の、第1チャンネルの送
信信号に対する相互相関成分に相当する。この相互相関成分が閾値判定部54によって除去
される。
【０１０３】
　マッチドフィルタ52としてアナログ式のマッチドフィルタを利用する場合には、
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閾値判定部54は、コンパレータとD-フリップフロップ回路を組み合わせて、周知の方法で
構成することが可能である。また、マッチドフィルタ52としてデジタル式のマッチドフィ
ルタを利用すれば、マッチドフィルタ52から出力される相関信号53が「1」と「0」との2
値デジタル信号であるので、閾値判定部54を設ける必要はなく、相関信号53がそのまま復
号信号55となる。
【０１０４】
　（動作）
　図4を参照して、従来のCDM送受信装置の動作について説明する。図4は、従来のCDM送受
信装置の動作の説明に供するタイミングチャートである。図4の上段から順に、送信信号
、拡散符号、符号化送信信号、クロック信号、相関信号、及び復号信号の時間波形を示し
てある。
【０１０５】
　図4においては、第1チャンネルについて代表して示してある。すなわち、送信信号、拡
散符号、符号化送信信号、クロック信号、相関信号、及び復号信号のそれぞれは、図2及
び図3に示した、送信信号41-1、符号化部42-1に設定されている拡散符号、符号化送信信
号43-1、クロック信号57、相関信号53、及び復号信号55にそれぞれ対応する。しかしなが
ら、図4を参照した以下の説明においては、使われる符号が異なるだけであり、第1チャン
ネル以外のチャンネルについても同様に成立することは明らかである。従って、以後の説
明では第1チャンネルを例にとって説明するが、第1チャンネル以外のチャンネルにおいて
も同様である。
【０１０６】
　図4の最上段に示す時間波形は、第1チャンネルの送信信号を生成する信号生成部40-1で
生成され出力される送信信号41-1の時間波形の一部を示している。送信信号41-1は「1」
及び「0」の2値デジタル信号であり、図4ではその2ビット分が示されている。送信信号41
-1の1ビット分は、時間軸上で、図4示すように、データ周期の1周期の長さ分を占めてい
る。
【０１０７】
　この送信信号41-1の時間波形は、符号化される都合上、送信信号41-1のバイアス電圧が
調整されて、この信号の振幅の中心が0 Vの水準に変更されることによって、「1」と「-1
」の2値信号に変換される。「1」と「-1」の2値信号に変換された送信信号が送信信号41-
1として符号化部42-1に入力される。
【０１０８】
　図4の最上段から2段目には、符号化部42-1に設定されている第1チャンネルに割り当て
られた拡散符号の時間波形を一般的な形式(C1-1, C1-2,...,C1-M）で示してある。ここで
、Mは2以上の整数を示す。従って、図4において最上段から2段目に示す符号はその符号長
がMである符号を示している。上述したように、変数C1-1, C1-2,...,及びC1-Mは、「1」
及び「-1」のいずれかの値をとる。
【０１０９】
　図4の最上段から3段目には、符号化部42-1から出力される符号化送信信号43-1の時間波
形を一般的な形式で示してある。上述したように、符号化するとは、送信信号を構成する
一つ一つのビットにそれぞれ符号(C1-1, C1-2,...,C1-M）が乗算されることに相当する。
従って、送信信号が「1」で与えられているビット（図4では最初のビットが１である。）
は、1×(C1-1, C1-2,...,C1-M）＝(C1-1, C1-2,..., C1-M）となっている。また、送信信
号が「0」すなわち、「1」と「-1」の2値信号に変換された後の信号形態では、「-1」で
与えられているビット（図4では第2番目のビットが-1である。）は、(-1）×(C1-1, C1-2
,...,C1-M）＝(-C1-1, -C1-2,..., -C1-M）となっている。
【０１１０】
　図4によれば、送信信号41-1の1ビットは、符号長がMの符号によって符号化されること
によって、チップ数がMであるチップパルスの列に変換される。従って、チップパルス1つ
分は、時間軸上で符号周期分の長さを占めている。
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【０１１１】
　図4の最上段から4段目には、クロック信号抽出部56から出力されるクロック信号57の時
間波形を示している。このクロック信号57の時間波形において上向きの矢印で示す、クロ
ック信号の立ち上がり時刻において、CDM信号51-1がマッチドフィルタ52によってラッチ
されて相関処理が行われる。すなわち、クロック信号57の立ち上がり時刻においてマッチ
ドフィルタ52に入力されているC1-1,  C1-2,..., C1-M、あるいは-C1-1, -C1-2,...,-C1-
Mが、クロック信号57に同期する形で順次取り込まれ、符号(C1-1, C1-2,...,C1-M）との
相関処理が行われる。
【０１１２】
　図4の最上段から5段目には、マッチドフィルタ52から出力される相関信号53の時間波形
を示している。符号化送信信号43-1のチップパルス列（C1-1～C1-M）と、符号(C1-1, C1-
2,...,C1-M）とが合致すると、自己相関信号として図4の最上段から5段目の時間波形にお
いて下向きの矢印で示すようにピークが現れる。また、符号化送信信号43-1のチップパル
ス列（-C1-1～-C1-M）と符号(C1-1, C1-2,...,C1-M）とが符号を除き合致すると、自己相
関信号として図4の最上段から5段目の時間波形において上向きの矢印で示すようにピーク
が現れる。
【０１１３】
　図4では第1チャンネルの符号化送信信号がマッチドフィルタ52によって相関処理（復号
化処理ともいう）されて自己相関信号が生成される様子を示しているので、復号化に使わ
れる符号は、第1チャンネルの送信信号を符号化する時に利用した符号と同一の符号であ
る。そのために、チップパルス列（C1-1～C1-M）と、符号(C1-1, C1-2,..., C1-M）とが
合致するという現象が起こっている。
【０１１４】
　しかしながら、復号化に使われる符号が、第1チャンネルの送信信号を符号化する時に
利用した符号と同一の符号でない場合は、チップパルス列（C1-1～C1-M）と、符号(C1-1,
 C1-2, ..., C1-M）とが合致するという現象は起こらない。そのため、相関信号53にはピ
ークが現れない。この理由は、上述したように、C1×C1＝(1, 1, 1, 1,...)となるのに対
して、Ci×C1≠(1, 1, 1, 1,...)であるからである。ここで、i＝2, 3,...である。一般
にi＝jのとき、Ci×Cj＝(1, 1, 1, 1,...)であり、i≠jのときCi×Cj≠(1, 1, 1, 1,...)
である。
【０１１５】
　図4の最上段から6段目には、閾値判定部54から出力される復号信号55の時間波形を示し
ている。閾値判定部54で閾値判定がされた直後においては、復号信号55の時間波形は、「
1」と「-1」との2値デジタル信号の形式であるが、この信号の振幅の最小値（すなわち-1
の値）を0 Vの水準に変更することによって、「1」と「0」の2値信号に変換される。「1
」と「0」の2値信号に変換されて閾値判定部54から出力される復号信号55が、第1チャン
ネルにおいて復号化されることによって、受信された信号となる。すなわち、閾値判定部
54には、相関信号53が入力されて、閾値判定処理が行われ、相関信号53の強度が閾値レベ
ルを超えている時間帯をレベル1とし、相関信号53の強度が閾値レベルを下回っている時
間帯をレベル0とする復号信号55として出力される。
【０１１６】
　以上説明した様に、従来のCDM送受信装置では、送信信号を符号化するために利用され
る符号が、符号長がMである(C1-1, C1-2,...,C1-M）であると固定されている。すなわち
、1チャンネルに対して一旦、符号(C1-1, C1-2,...,C1-M）が設定されると、符号長がM以
外の符号で符号化して伝送することはできない。従って、多重するチャンネル数が少なく
て済む場合、すなわち、符号長が短くとも済む場合でも、必要以上の符号長の符号で符号
化するという無駄が生じる。
【０１１７】
　一方、例えば、送信装置10から端末装置30-kまでの距離が、送信装置10から他の端末装
置までの距離に比べて特段に長い場合にも、何ら手立てを講ずることができない。すなわ
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ち、従来のCDM送受信装置は、送信装置10から端末装置30-kまでの距離は、CDM送受信装置
が設計された段階で固定され、送信装置10から特段長い距離を隔てた距離にある場所に、
端末装置30-kを簡単に増設することは困難な構造となっている。ここで、kは、1～Nまで
の全ての整数のうちの、いずれかの1つ又は複数の整数である。
【０１１８】
　＜この発明の符号分割多重送受信装置＞
　図5～図7-1及び図7-2を参照して、この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の構成及びそ
の動作を説明する。この発明の第1及び第2のCDM送受信装置においても、図1に示す従来の
CDM送受信装置と同様、光ファイバ伝送路の一端に光合分岐器を設け、この光合分岐器か
ら端末装置の数に等しい分岐光ファイバ伝送路が接続されて構成されるPONを介して、送
信装置と端末装置とを接続して構成される光アクセスネットワークシステムを想定してい
る。
【０１１９】
　ここで、この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の全体を示す図は省略してある。この
発明の第1及び第2のCDM送受信装置は、図1に示されている従来のCDM送受信装置において
、送信装置10とあるブロックをを送信装置100に置き換え、端末装置30-1～30-Nとあるブ
ロックを端末装置130-1～130-Nと置き換えたものであると了解されたい。
【０１２０】
　この発明の第1及び第2のCDM送受信装置も、従来のCDM送受信装置と同様に、送信装置と
端末装置との接続には、光ファイバによって構成されるPONに限定されることなく、メタ
ル伝送路あるいは、無線によっても接続することが可能である。
【０１２１】
　この発明の第1のCDM送受信装置と第2のCDM送受信装置との相違は、第j(1)閾値判定部、
第j(2)閾値判定部、及び第j(1,2)閾値判定部を具えているか否かにある。すなわち、第1
のCDM送受信装置は、第j(1)閾値判定部、第j(2)閾値判定部、及び第j(1,2)閾値判定部を
具えていないのに対して、第2のCDM送受信装置は、第j(1)閾値判定部、第j(2)閾値判定部
、及び第j(1,2)閾値判定部を具えている。
【０１２２】
　（送信装置）
　図5は、この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の送信装置100の構成及びその動作の説
明に供する概略的ブロック構成図である。図5には、一例として、中央局に対して、N台の
端末装置（Nは2以上の整数）が接続される場合を想定してある。すなわち、中央局が具え
ている送信装置100に対して、N台の端末装置が接続され、送信装置100には、第1～第Nチ
ャンネルがそれぞれ割り当てられた信号生成部140-1～140-Nが設けられている。
【０１２３】
　送信装置100は、第1～第Nチャンネルに対応する信号生成部140と、信号生成部140から
出力される第1～第N送信信号を入力して、第1～第N符号化送信信号をそれぞれ生成して出
力する符号化部142と、第1～第N符号化送信信号をそれぞれパラレル/シリアル変換して第
1～第Nシリアル符号化送信信号に変換して出力するパラレル/シリアル変換部144と、第1
～第Nシリアル符号化送信信号を多重してCDM信号を生成して出力する多重部146とを具え
ている。図5において、パラレル/シリアル変換部をP/S変換部と簡略化して表記してある
。
【０１２４】
　第1信号生成部140-1は、第1チャンネルの送信信号を生成して出力する第1(1)信号生成
部140-1a及び第1(2)信号生成部140-1bを具えている。第2信号生成部140-2は、第2チャン
ネルの送信信号を生成して出力する第2(1)信号生成部140-2a及び第2(2)信号生成部140-2b
を具えている。また、第N信号生成部140-Nは、第Nチャンネルの送信信号を生成して出力
する第N(1)信号生成部140-Na及び第N(2)信号生成部140-Nbを具えている。
【０１２５】
　信号生成部140において、第jチャンネルの送信信号を、第j(1)及び第j(2)送信信号とし
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て生成する送信信号生成ステップである、ステップAまたはステップA'が実行される。
【０１２６】
　第1符号化部142-1は、第1(1)信号生成部140-1a及び第1(2)信号生成部140-1bからそれぞ
れ出力される第1(1)送信信号d140-1a及び第1(2)送信信号d140-1bをそれぞれ符号化して、
それぞれ第1(1)符号化送信信号c142-1a及び第1(2)符号化送信信号c142-1bを生成して出力
する第1(1)符号化部142-1a及び第1(2)符号化部142-1bを具えている。
【０１２７】
　第2符号化部142-2は、第2(1)信号生成部140-2a及び第2(2)信号生成部140-2bからそれぞ
れ出力される第2(1)送信信号d140-2a及び第2(2)送信信号d140-2bをそれぞれ符号化して、
それぞれ第2(1)符号化送信信号c142-2a及び第2(2)符号化送信信号c142-2bを生成して出力
する第2(1)符号化部142-2a及び第2(2)符号化部142-2bを具えている。
【０１２８】
　同様に、第N符号化部142-Nは、第N(1)信号生成部140-Na及び第N(2)信号生成部140-Nbか
らそれぞれ出力される第N(1)送信信号d140-Na及び第N(2)送信信号d140-Nbをそれぞれ符号
化して、それぞれ第N(1)符号化送信信号c142-Na及び第N(2)符号化送信信号c142-Nbを生成
して出力する第N(1)符号化部142-Na及び第N(2)符号化部142-Nbを具えている。
【０１２９】
　符号化部142において、第j(1)及び第j(2)送信信号をそれぞれ符号化して第j(1)及び第j
(2)符号化送信信号を生成して出力する符号化ステップである、ステップBが実行される（
jは1～Nまでの全ての整数）。
【０１３０】
　第1パラレル/シリアル変換部144-1は、パラレルに入力される第1(1)符号化送信信号c14
2-1a及び第1(2)符号化送信信号c142-1bを、パラレル/シリアル変換して、第1シリアル符
号化送信信号PC145-1を生成して出力する。
【０１３１】
　第2パラレル/シリアル変換部144-2は、パラレルに入力される第2(1)符号化送信信号c14
2-2a及び第2(2)符号化送信信号c142-2bを、パラレル/シリアル変換して、第2シリアル符
号化送信信号PC145-2を生成して出力する。
【０１３２】
　同様に、第Nパラレル/シリアル変換部144-Nは、パラレルに入力される第N(1)符号化送
信信号c142-Na及び第N(2)符号化送信信号c142-Nbを、パラレル/シリアル変換して、第Nシ
リアル符号化送信信号PC145-Nを生成して出力する。
【０１３３】
　パラレル/シリアル変換部144において、第j(1)及び第j(2)符号化送信信号を、パラレル
/シリアル変換して、第jシリアル符号化送信信号を生成して出力するパラレル/シリアル
変換ステップである、ステップCが実行される。
【０１３４】
　第1シリアル符号化送信信号PC145-1、第2シリアル符号化送信信号PC145-2、...、及び
第Nシリアル符号化送信信号PC145-Nは、多重部146に入力されてCDM信号147として生成さ
れて出力される。
【０１３５】
　多重部146において、第1～第N符号化送信信号を多重してCDM信号を生成して出力する多
重ステップである、ステップDが実行される。
【０１３６】
　（端末装置）
　図6は、この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の端末装置の構成及びその動作の説明に
供する概略的ブロック構成図である。図6では、第1チャンネルが割り当てられている第1
端末装置130-1を、端末装置として代表して示してある。第2～第Nチャンネルがそれぞれ
割り当てられている、第2～第N端末装置については、設定される符号が異なるだけであり
、構成そのものは同一である。従って、第1端末装置130-1についての構成及びその動作の
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説明は、割り当てられるチャンネル及び設定される符号を除き、第2～第N端末装置につい
ても同様に成立する。
【０１３７】
　図6においては、第1(1)閾値判定部168、第1(2)閾値判定部172、及び第1(1,2)閾値判定
部170を具えている第2のCDM送受信装置の端末装置を示してある。第1のCDM送受信装置の
端末装置については、第1(1)閾値判定部168、第1(2)閾値判定部172、及び第1(1,2)閾値判
定部170が具わっていないものと了解されたい。すなわち、第1のCDM送受信装置の端末装
置については、後述する、第1(1)相関信号163-1が第1(1)受信信号169、第1(2)相関信号16
5-1が第1(2)受信信号173、第1(1,2)相関信号167が第1(1,2)受信信号171に、それぞれ相当
するものと了解されたい。
【０１３８】
　この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の第1チャンネルが割り当てられた第1端末装置1
30-1は、共通して、クロック信号抽出部158と、分岐器150、152、162及び164と、第1(1)
マッチドフィルタ154と、第1(2)マッチドフィルタ156と、第1相関信号加算器166とを具え
ている。図6では、第1(1)マッチドフィルタ及び第1(2)マッチドフィルタを、それぞれ第1
(1)MF及び第1(2)MFと簡略化して表記してある。
【０１３９】
　中央局が具えている送信装置100から送信されたCDM信号147は、分岐器150によって、CD
M信号150-1とCDM信号150-2とに2分割される。
【０１４０】
　CDM信号150-2は、クロック信号抽出部158に入力され、クロック信号159-1～159-5が抽
出される。クロック信号159-1～159-5には、後述するように、例えば、クロック信号159-
1に対してπ(ラジアン)だけ位相がシフトしたπ位相シフトクロック信号159-2等、相互に
位相がずれた関係にあるクロック信号が含まれている。
【０１４１】
　クロック信号抽出部158において、CDM信号からクロック信号を抽出するクロック信号抽
出ステップである、ステップEが実行される。
【０１４２】
　一方、CDM信号150-1は、分岐器152に入力されて第1(1)CDM信号151-1と第1(2)CDM信号15
1-2とに分岐される。
【０１４３】
　分岐器152において、CDM信号を第j(1)CDM信号と第j(2)CDM信号とに分岐する分岐ステッ
プである、ステップFが実行される。
【０１４４】
　第1(1)マッチドフィルタ154は、第1(1)CDM信号151-1を入力して、クロック信号159-1に
同期して、第1(1)符号化部142-1aに設定されている符号と同一の符号で相関処理して、第
1(1)相関信号155を生成して出力する。第1(2)マッチドフィルタ156は、第1(2)CDM信号151
-2を入力して、クロック信号159-1とπ(ラジアン)だけ位相がシフトしたπ位相シフトク
ロック信号159-2に同期して、第1(2)符号化部142-1bに設定されている符号と同一の符号
で相関処理して、第1(2)相関信号157を生成して出力する。
【０１４５】
　この発明の第1のCDM送受信装置においては、第1(1)マッチドフィルタ154及び第1(2)マ
ッチドフィルタ156には、デジタル方式のマッチドフィルタが利用される。そのため、第1
(1)相関信号163-1、第1(2)相関信号165-2、及び第1(1,2)相関信号167は、「1」及び「0」
からなる2値デジタル信号、あるいは、「1」及び「-1」からなる2値デジタル信号となっ
ている。そのため、第1(1)相関信号163-1、第1(2)相関信号165-2、及び第1(1,2)相関信号
167は、閾値処理をされることなく、そのまま受信信号として処理される。
【０１４６】
　第1(1)マッチドフィルタ154において、第j(1)CDM信号を入力して、クロック信号に同期
して、第j(1)符号化部に設定されている符号と同一の符号で相関処理して、第j(1)相関信
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号を生成して出力する第j(1)相関処理ステップである、ステップGが実行される。
【０１４７】
　第1(2)マッチドフィルタ156において、第j(2)CDM信号を入力して、クロック信号とπ(
ラジアン)だけ位相がシフトしたπ位相シフトクロック信号に同期して、第j(2)符号化部
に設定されている符号と同一の符号で相関処理して、第j(2)相関信号を生成して出力する
第1(2)相関処理ステップである、ステップHが実行される。
【０１４８】
　第1(1)相関信号155及び第1(2)相関信号157は、受信信号処理部160に入力される。分岐
器162は、第1(1)相関信号155を、第1(1)相関信号163-1と第1(2)相関信号163-2とに2分岐
する。分岐器164は、第1(2)相関信号157を、第1(2)相関信号165-1と第1(2)相関信号165-2
とに2分岐する。また、第1相関信号加算器166は、第1(1)相関信号163-2と第1(2)相関信号
165-2とを加算して第1(1,2)相関信号167を生成して出力する。
【０１４９】
　第1相関信号加算器166において、第j(1)相関信号と第j(2)相関信号とを加算して第j(1,
2)相関信号を生成して、第j(1,2)相関信号を受信信号として出力する受信信号再生ステッ
プである、ステップIが実行される。
【０１５０】
　閾値判定部168及び172において、第j(1)相関信号を第j(1)受信信号として生成し、第j(
2)相関信号を第j(2)受信信号として生成して、第j(1)受信信号と第j(2)受信信号とを受信
信号として出力する受信信号再生ステップであるステップKが実行される。
【０１５１】
　一方、この発明の第2のCDM送受信装置においては、第1(1)マッチドフィルタ154及び第1
(2)マッチドフィルタ156には、アナログ方式のマッチドフィルタが利用される。この場合
は、分岐器162、分岐器164、及び第1相関信号加算器166のそれぞれの後段に、第1(1)閾値
判定部168、第1(2)閾値判定部172、及び第1(1,2)閾値判定部170を具え、第1(1)相関信号1
63-1、第1(2)相関信号165-1、及び第1(1,2)相関信号167が閾値処理されて、第1(1)受信信
号169、第1(2)受信信号173、及び第1(1,2)受信信号171が生成される。
【０１５２】
　第1(1)閾値判定部168は、第1(1)相関信号163-1を入力して、クロック信号159-5に同期
して、閾値判定処理を行って第1(1)相関信号163-1の強度が閾値レベルを超えている時間
帯をレベル1とし、第1(1)相関信号163-1の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベ
ル0とする第1(1)受信信号169を第1(1)復号信号として出力する。
【０１５３】
　第j(1)閾値判定部168において、第j(1)相関信号を入力して、クロック信号に同期して
、閾値判定処理を行って第j(1)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル
1とし、第j(1)相関信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(1)
復号信号を出力する第j(1)判定ステップである、ステップLが実行される。
【０１５４】
　第1(2)閾値判定部172は、第1(2)相関信号165-1を入力して、クロック信号159-3に同期
して、閾値判定処理を行って第1(2)相関信号165-1の強度が閾値レベルを超えている時間
帯をレベル1とし、第1(2)相関信号165-1の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベ
ル0とする第1(2)受信信号173を第1(1)復号信号として出力する。
【０１５５】
　第1(2)閾値判定部172において、第j(2)相関信号を入力して、クロック信号に同期して
、閾値判定処理を行って第j(2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル
1とし、第j(2)相関信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第j(2)
復号信号を出力する第j(2)判定ステップである、ステップMが実行される。
【０１５６】
　第1(1,2)閾値判定部170は、第1(1,2)相関信号167を入力して、クロック信号159-4に同
期して、閾値判定処理を行って第1(1,2)相関信号167の強度が閾値レベルを超えている時
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間帯をレベル1とし、第1(1,2)相関信号167の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレ
ベル0とする第1(1,2)受信信号171を第1(1,2)復号信号として出力する。
【０１５７】
　第1(1,2)閾値判定部170において、第j(1,2)相関信号を入力して、クロック信号に同期
して、閾値判定処理を行って第j(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを超えている時間帯を
レベル1とし、第j(1,2)相関信号の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とす
る第j(1,2)復号信号を出力する第j(1,2)判定ステップである、ステップJが実行される。
【０１５８】
　（動作）
　図7-1及び図7-2を参照して、この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の動作について説
明する。図7-1及び図7-2は、この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の動作の説明に供す
るタイミングチャートである。図7-1は、上段から順に、第1(1)送信信号、第1(2)送信信
号、拡散符号a、拡散符号b、第1(1)符号化送信信号、第1(2)符号化送信信号、クロック信
号、及びπ位相シフトクロック信号の時間波形を示してある。また、図7-2は、上段から
順に、クロック信号、π位相シフトクロック信号、第1(1)相関信号、第1(2)相関信号、第
1(1)受信信号、及び第1(2)受信信号の時間波形を示してある。図7-1と図7-2の時間軸上の
時間基準を統一するために、クロック信号、π位相シフトクロック信号の時間波形につい
ては、それれぞれ、図7-1の上段から第8及び第9段目、及び図7-2の上段から第1及び第2段
目に重複させて示してある。
【０１５９】
　図7-1及び図7-2においては、図4と同様に、第1チャンネルについて代表して示してある
。すなわち、第1(1)送信信号、第1(2)送信信号、拡散符号a、拡散符号b、第1(1)符号化送
信信号、第1(2)符号化送信信号、クロック信号、及びπ位相シフトクロック信号、第1(1)
相関信号、第1(2)相関信号、第1(1)受信信号、及び第1(2)受信信号のそれぞれは、図5及
び図6に示した、第1(1)送信信号d140-1a、第1(2)送信信号d140-1b、第1(1)符号化部142-1
aに設定された拡散符号a、第1(2)符号化部142-1bに設定された拡散符号b、第1(1)符号化
送信信号c142-1a、第1(2)符号化送信信号c142-1b、クロック信号159-1、及びπ位相シフ
トクロック信号159-2、第1(1)相関信号163-1、第1(2)相関信号165-1、第1(1)受信信号169
、及び第1(2)受信信号173にそれぞれ対応する。
【０１６０】
　しかしながら、図7-1及び図7-2を参照した以下の説明においては、使われる符号が異な
るだけであり、第1チャンネル以外のチャンネルについても同様に成立することは明らか
である。従って、以後の説明では第1チャンネルを例にとって説明するが、第1チャンネル
以外のチャンネルにおいても同様である。
【０１６１】
　図7-1の最上段及び第2段目に示す時間波形は、第1チャンネルの送信信号を生成する信
号生成部140-1で生成され出力される送信信号のうち、それぞれ第1(1)送信信号d140-1a及
び第1(2)送信信号d140-1bの時間波形の一部を示している。第1(1)送信信号d140-1a及び第
1(2)送信信号d140-1bは「1」及び「0」の2値デジタル信号であり、図7-1ではその2ビット
分が示されている。また、第1(1)送信信号d140-1a及び第1(2)送信信号d140-1bの1ビット
分は、時間軸上で、図7-1に示すように、データ周期の1周期の長さ分を占めている。
【０１６２】
　この第1(1)送信信号d140-1a及び第1(2)送信信号d140-1bの時間波形は、符号化される都
合上、第1(1)送信信号d140-1a及び第1(2)送信信号d140-1bのバイアス電圧がそれぞれ調整
されて、この信号の振幅の中心が0 Vの水準に変更されることによって、共に「1」と「-1
」の2値信号に変換される。「1」と「-1」の2値信号に変換された送信信号が第1(1)送信
信号d140-1a及び第1(2)送信信号d140-1bとして第1符号化部142-1に入力される。
【０１６３】
　第1(1)送信信号d140-1a及び第1(2)送信信号d140-1bは、送信信号生成ステップ(ステッ
プAまたはステップA')で生成される。
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【０１６４】
　図7-1の最上段から3段目及び4段目には、それぞれ第1(1)符号化部142-1a及び第1(2)符
号化部142-1bに設定されている、第1チャンネルに割り当てられた拡散符号aの時間波形の
一般的な形式(Ca1-1, Ca1-2,...,Ca1-M）、及び第1チャンネルに割り当てられた拡散符号
bの時間波形の一般的な形式(Cb1-1, Cb1-2,...,Cb1-M)で示してある。ここで、Mは2以上
の整数を示し、拡散符号の符号長である。従って、図7-1において最上段から3段目及び4
段目に示す符号は、その符号長がMである符号を示している。
【０１６５】
　図7-1の最上段から5段目及び6段目には、それぞれ第1(1)符号化部142-1a及び第1(2)符
号化部142-1bから出力される、第1(1)符号化送信信号c142-1a及び第1(2)送信信号d142-1b
の時間波形を一般的な形式で示してある。上述したように、符号化するとは、送信信号を
構成する一つ一つのビットにそれぞれ符号(Ca1-1, Ca1-2,..., Ca1-M)あるいは(Cb1-1, C

b1-2,...,Cb1-M)が乗算されることに相当する。
【０１６６】
　図7-1の最上段に示す第1(1)送信信号d140-1aは、「1」と「-1」の2値信号に変換すれば
、最初のビットが1であるから、この最初のビットに対応する、図7-1の最上段から5段目
に示す、第1(1)符号化送信信号c142-1aの第1ビットから第Mビットは、1×(Ca1-1, Ca1-2,
...,C a1-M)＝(Ca1-1, Ca1-2,...,Ca1-M)となっている。また、第2番目のビットが-1であ
るから、このビットに対応する、第(M+1)から第(M+M)ビットは、(-1)×(Ca1-1, Ca1-2,..
.,Ca1-M)＝(-Ca1-1, -Ca1-2,...,-Ca1-M)となっている。
【０１６７】
　同様に、図7-1の最上段から2段目に示す第1(2)送信信号d140-1bは、「1」と「-1」の2
値信号に変換すれば、最初のビットが-1であるから、この最初のビットに対応する、図7-
1の最上段から6段目に示す、第1(2)符号化送信信号c142-1bの第1ビットから第Mビットは
、(-1)×(Cb1-1, Cb1-2,...,Cb1-M)＝(-Cb1-1, -Cb1-2,..., -Cb1-M）となっている。ま
た、第2番目のビットが1であるから、このビットに対応する、最初の第(M+1)から第(M+M)
ビットは、1×(Cb1-1, Cb1-2,...,Cb1-M)＝(Cb1-1, Cb1-2,..., Cb1-M)となっている。
【０１６８】
　図7-1に示すように、第1(1)符号化送信信号c142-1a及び第1(2)符号化送信信号c142-1b
の1ビットは、符号化部142-1a及び符号化部142-1bのそれぞれに設定された、符号長がMで
ある拡散符号によって符号化されることによって、チップ数がMのチップパルス列に変換
される。従って、チップパルス1つ分は、時間軸上で符号周期分の長さを占めている。
【０１６９】
　第1(1)符号化送信信号c142-1a及び第1(2)符号化送信信号c142-1bは、符号化ステップ(
ステップB)で生成される。
【０１７０】
　第1(1)符号化送信信号c142-1a及び第1(2)符号化送信信号c142-1bは、パラレル/シリア
ル変換部144-1に入力されて、パラレル/シリアル変換されて、第1シリアル符号化送信信
号PC145-1が生成されて出力される。
【０１７１】
　図7-1の最上段から7段目に示す第1シリアル符号化送信信号PC145-1の時間波形は、最初
のデータ周期内が、(Ca1-1, -Cb1-1, Ca1-2, -Cb1-2, ...,Ca1-M, -Cb1-M)となっている
。すなわち、第1(1)符号化送信信号c142-1aのチップパルス列と、第1(2)符号化送信信号c
142-1bのチップパルス列の、それぞれのチップを交互に並べて形成されるチップパルス列
となっている。言い換えると、第1(1)符号化送信信号c142-1aのチップパルス列(Ca1-1, C

a1-2,...,Ca1-M)に対して、第1(2)符号化送信信号c142-1bのチップパルス列(-Cb1-1, -Cb
1-2,...,-Cb1-M)をビットインターリーブされて生成されている。
【０１７２】
　従って、第1シリアル符号化送信信号PC145-1は、データ周期1つ分に、第1(1)符号化送
信信号c142-1aあるいは第1(2)符号化送信信号c142-1bのチップパルス数M個の2倍のチップ
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パルス数である2M個のチップパルスが収まってなるチップパルス列として与えられる。こ
れは、パラレル/シリアル変換部144-1において、並列入力信号である第1(1)符号化送信信
号c142-1aと第1(2)符号化送信信号c142-1bとがパラレル/シリアル変換されて、シリアル
信号である第1シリアル符号化送信信号PC145-1として生成されたことによる。
【０１７３】
　従って、パラレル/シリアル変換部144-1におけるパラレル/シリアル変換とは、具体的
には、第1(1)符号化送信信号c142-1aのチップパルス列(Ca1-1, Ca1-2,...,Ca1-M）に対し
て、第1(2)符号化送信信号c142-1bのチップパルス列(-Cb1-1, -Cb1-2,..., -Cb1-M)をビ
ットインターリーブする演算を意味する。すなわち、パラレル/シリアル変換部144-1にお
けるパラレル/シリアル変換によって、符号拡散レートが2倍の符号化送信信号が生成され
る。
【０１７４】
　このことによって、多重部146において第1シリアル符号化送信信号PC145-1、第2シリア
ル符号化送信信号PC145-2、...、及び第Nシリアル符号化送信信号PC145-Nが多重されて生
成されるCDM信号147のビットレートも、パラレル/シリアル変換を行わない従来のCDM送受
信装置の場合に比べて2倍となる。
【０１７５】
　第1シリアル符号化送信信号PC145-1、第2シリアル符号化送信信号PC145-2、...、及び
第Nシリアル符号化送信信号PC145-Nのそれぞれは、パラレル/シリアル変換ステップ(ステ
ップC)で生成される。
【０１７６】
　図面を見やすくするために、図7-1の上段から第8及び第9段目及び図7-2の上段から第1
及び第2段目に、それぞれ、クロック信号159-1及びπ位相シフトクロック信号159-2の時
間波形を重複して示してある。これらのクロック信号159-1及びπ位相シフトクロック信
号159-2の時間波形において、上向きの矢印で示す立ち上がり時刻において、それぞれ第1
(1)CDM信号151-1及び第1(2)CDM信号151-2が、第1(1)マッチドフィルタ154及び第1(2)マッ
チドフィルタ156によってラッチされて相関処理が行われる。
【０１７７】
　すなわち、クロック信号159-1の立ち上がり時刻において、第1(1)マッチドフィルタ154
に入力されているCDM信号147に含まれている第1シリアル符号化送信信号PC145-1を構成す
るチップパルス列(Ca1-1, -Cb1-1, Ca1-2, -Cb1-2, ...,Ca1-M, -Cb1-M....)が、クロッ
ク信号159-1に同期する形で順次取り込まれ、符号(Ca1-1, Ca1-2,...,C a1-M)との相関処
理が行われる。また、π位相シフトクロック信号159-2の立ち上がり時刻において、第1(2
)マッチドフィルタ156に入力されているCDM信号147に含まれている第1シリアル符号化送
信信号PC145-1を構成するチップパルス列(Ca1-1, -Cb1-1, Ca1-2, -Cb1-2, ..., Ca1-M, 
-Cb1-M....)が、π位相シフトクロック信号159-2に同期する形で順次取り込まれ、符号(C

b1-1, Cb1-2,...,Cb1-M)との相関処理が行われる。
【０１７８】
　このように、クロック信号159-1の立ち上がり時刻においては拡散符号(Ca1-1, Ca1-2,.
.., Ca1-M)との相関処理が行われ、π位相シフトクロック信号159-2の立ち上がり時刻に
おいては拡散符号(Cb1-1, Cb1-2,...,Cb1-M)との相関処理が行われる理由は、クロック信
号159-1に対して、π位相シフトクロック信号159-2の位相がちょうど半周期ずれているこ
とに起因する。すなわち、クロック信号159-1の立ち上がり時刻とπ位相シフトクロック
信号159-2の立ち上がり時刻は交互に訪れ、それぞれの立ち上がり時刻には、チップパル
ス列(Ca1-1, Ca1-2, ..., Ca1-M,....)及び(-Cb1-1, -Cb1-2,.... -Cb1-M....)のチップ
が時間軸上で交互に並んでいることに起因する。その結果、クロック信号159-1によって
チップCa1-1がラッチされた後は、π位相シフトクロック信号159-2によってチップ-Cb1-1
がラッチされる。そして、再びクロック信号159-1によってチップCa1-2がラッチされた後
は、π位相シフトクロック信号159-2によってチップ-Cb1-2がラッチされるということが
繰り返される。
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【０１７９】
　クロック信号159-1及びπ位相シフトクロック信号159-2は、クロック信号抽出ステップ
（ステップE）で抽出される。
【０１８０】
　このように、第1(1)マッチドフィルタ154及び第1(2)マッチドフィルタ156において、相
関処理が行われるためには、次に示すように、クロック信号159-1と第1シリアル符号化送
信信号PC145-1との同期が取られており、またπ位相シフトクロック信号159-2と第1シリ
アル符号化送信信号PC145-1との同期が取られている必要がある。
【０１８１】
　すなわち、まず、第1シリアル符号化送信信号PC145-1の、チップパルス列(Ca1-1, -Cb1
-1, Ca1-2, -Cb1-2, ..., Ca1-M, -Cb1-M....)のうち、(Ca1-1, Ca1-2, ..., Ca1-M,....
)となるチップが時間軸上で存在する時間スロットに、クロック信号159-1の立ち上がり時
刻が含まれていることである。かつ第1シリアル符号化送信信号PC145-1の、(Ca1-1, -Cb1
-1, Ca1-2, -Cb1-2, ..., Ca1-M, -Cb1-M....)のうち(-Cb1-1, -Cb1-2,.... -Cb1-M....)
となるチップが時間軸上で存在する時間スロットに、π位相シフトクロック信号159-2の
立ち上がり時刻が含まれていることである。
【０１８２】
　上述の同期条件が満たされるように、クロック信号159-1及びπ位相シフトクロック信
号159-2は、クロック信号抽出部158においてその位相が調整される。この位相調整作業は
、CDM信号150-2から再生されるクロック信号の時間位相を調整すればよく、この調整方法
は周知の方法で実現できる。
【０１８３】
　この発明の第1及び第2のCDM送受信装置は、上述の同期の条件が満たされている、CDM送
受信装置が同期型CDM送受信装置である。
【０１８４】
　図7-2の最上段から3段目及び4段目には、それぞれ第1(1)マッチドフィルタ154及び第1(
2)マッチドフィルタ156から出力される第1(1)相関信号155及び第1(2)相関信号157の時間
波形を示している。
【０１８５】
　第1(1)マッチドフィルタ154には、第1シリアル符号化送信信号PC145-1が強度分割され
た、第1(1)CDM信号151-1が入力される。第1(1)マッチドフィルタ154に、第1シリアル符号
化送信信号PC145-1（第1(1)CDM信号151-1）を構成するチップパルス列(Ca1-1, -Cb1-1, C

a1-2, -Cb1-2, ..., Ca1-M, -Cb1-M....)が順次入力され、チップCa1-1, Ca1-2, ..., Ca
1-M,....が時間軸上で存在する時間スロットに、クロック信号159-1の立ち上がり時刻が
含まれていることによって、チップパルス列(Ca1-1, Ca1-2, ..., Ca1-M,....)としてラ
ッチされる。第1(1)CDM信号151-1のチップパルス列（Ca1-1, -Cb1-1, Ca1-2, -Cb1-2, ..
., Ca1-M, -Cb1-M）と、拡散符号(Ca1-1, Ca1-2, ..., Ca1-M,....)が正負の符号を除き
合致すると、自己相関信号として図7-2の最上段から3段目の時間波形において下向きの矢
印（P1）で示すようにピークが現れる。
【０１８６】
　また、第1(1)マッチドフィルタ154に、第1シリアル符号化送信信号PC145-1(第1(1)CDM
信号151-1)を構成するチップパルス列(-Ca1-1, Cb1-1, -Ca1-2, Cb1-2, ..., -Ca1-M, Cb
1-M....)が順次入力され、チップ-Ca1-1, -Ca1-2, ..., -Ca1-M,....が時間軸上で存在す
る時間スロットに、クロック信号159-1の立ち上がり時刻が含まれていることによって、
チップパルス列(-Ca1-1, -Ca1-2, ..., -Ca1-M,....)としてラッチされる。第1(1)CDM信
号151-1のチップパルス列（-Ca1-1, Cb1-1, -Ca1-2, Cb1-2, ..., -Ca1-M, Cb1-M）と拡
散符号(Ca1-1, Ca1-2, ..., Ca1-M,....)が正負の符号を除き合致すると、自己相関信号
として図7-2の最上段から3段目の時間波形において上向きの矢印（Q1）で示すようにピー
クが現れる。
【０１８７】
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　同様に、第1(2)マッチドフィルタ156には、第1シリアル符号化送信信号PC145-1が強度
分割された、第1(2)CDM信号151-2が入力される。第1(2)マッチドフィルタ156に、第1シリ
アル符号化送信信号PC145-1（第1(2)CDM信号151-2）を構成するチップパルス列(Ca1-1, -
Cb1-1, Ca1-2, -Cb1-2, ..., Ca1-M, -Cb1-M....)が順次入力され、チップ-Cb1-1, -Cb1-
2, ..., -Cb1-M,....が時間軸上で存在する時間スロットに、π位相シフトクロック信号1
59-2の立ち上がり時刻が含まれていることによって、チップパルス列(-Cb1-1, -Cb1-2, .
.., -Cb1-M,....)としてラッチされる。第1(2)CDM信号151-2のチップパルス列(Ca1-1, -C

b1-1, Ca1-2, -Cb1-2, ..., Ca1-M, -Cb1-M)と、拡散符号(Cb1-1, Cb1-2, ..., Cb1-M,..
..)が正負の符号を除き合致すると、自己相関信号として図7-2の最上段から4段目の時間
波形において上向きの矢印（P2）で示すようにピークが現れる。
【０１８８】
　また、第1(2)マッチドフィルタ156に、第1シリアル符号化送信信号PC145-1（第1(2)CDM
信号151-2）を構成するチップパルス列(-Ca1-1, Cb1-1, -Ca1-2, Cb1-2, ..., -Ca1-M, C

b1-M....)が順次入力され、(Cb1-1, Cb1-2, ..., Cb1-M,....)となるチップが時間軸上で
存在する時間スロットに、π位相シフトクロック信号159-2の立ち上がり時刻が含まれて
いることによって、チップパルス列(-Ca1-1, -Ca1-2, ..., -Ca1-M,....)としてラッチさ
れる。第1(2)CDM信号151-2のチップパルス列（-Ca1-1, Cb1-1, -Ca1-2, Cb1-2, ..., -Ca
1-M, Cb1-M)と、拡散符号(Cb1-1, Cb1-2, ..., Cb1-M,....)が正負の符号を除き合致する
と、自己相関信号として図7-2の最上段から4段目の時間波形において下向きの矢印（Q2）
で示すようにピークが現れる。
【０１８９】
　図7-1及び図7-2では、第1チャンネルの第1(1)及び第1(2)符号化送信信号が、それぞれ
第1(1)及び第1(2)マッチドフィルタによって相関処理されて自己相関信号が生成される様
子を示しているので、復号化に使われる拡散符号は、第1チャンネルの第1(1)及び第1(2)
送信信号をそれぞれ符号化する時に利用した拡散符号a及び拡散符号bと同一の拡散符号で
ある。そのために、チップパルス列（Ca1-1, Ca1-2, ..., Ca1-M)あるいは（-Ca1-1, -Ca
1-2, ...,- Ca1-M)と、拡散符号(Ca1-1, Ca1-2, ..., Ca1-M）とが正負の符号を除き合致
する、又は、チップパルス列（Cb1-1, Cb1-2, ..., Cb1-M)あるいは（-Cb1-1, -Cb1-2, .
..,- Cb1-M)と、拡散符号(Cb1-1, Cb1-2, ..., Cb1-M）とが正負の符号を除き合致すると
いう現象が起こっている。
【０１９０】
　しかしながら、復号化に使われる拡散符号が、第1チャンネルの第1(1)及び第1(2)送信
信号を符号化する時に利用した拡散符号と同一の拡散符号でない場合は、上述のようにチ
ップパルス列と拡散符号とが正負の符号を除き合致するという現象は起こらない。そのた
め、第1(1)及び第1(2)相関信号にはピークは現れない。
【０１９１】
　図7-2の最上段から5段目及び6段目には、それぞれ第1(1)閾値判定部168及び第1(2)閾値
判定部172から出力される、第1(1)受信信号169及び第1(2)受信信号173の時間波形を示し
ている。第1(1)閾値判定部168及び第1(2)閾値判定部172でそれぞれ閾値判定がされた直後
においては、第1(1)受信信号169及び第1(2)受信信号173の時間波形は、「1」と「-1」と
の2値デジタル信号の形式であるが、この信号の振幅の最小値（すなわち-1の値）を0 Vの
水準に変更することによって、「1」と「0」の2値信号に変換される。
【０１９２】
　ちなみに、第1(1)マッチドフィルタ154及び第1(2)マッチドフィルタ156にデジタル方式
のマッチドフィルタを利用する場合は、第1(1)閾値判定部168及び第1(2)閾値判定部172、
また後述する第1(1,2)閾値判定部170を設ける必要がない。
【０１９３】
　「1」と「0」の2値信号に変換されて、それぞれ第1(1)閾値判定部168及び第1(2)閾値判
定部172から出力される第1(1)受信信号169及び第1(2)受信信号173が、第1チャンネルの受
信信号となる。
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【０１９４】
　第1(1)マッチドフィルタ154及び第1(2)マッチドフィルタ156の後段に、分岐器162及び1
64、第1相関信号加算器166、第1(1)閾値判定部168、第1(2)閾値判定部172、及び第1(1,2)
閾値判定部170を具えている受信信号処理部160を設けることによって、次のステップを実
行できる。
【０１９５】
　すなわち、ステップK、ステップI、ステップJ、ステップL、及びステップMである。ス
テップKは、第1(1)相関信号155を第1(1)受信信号169として生成し、第1(2)相関信号157を
第1(2)受信信号173として生成して、第1(1)受信信号169と第1(2)受信信号173とを受信信
号として出力する受信信号再生ステップである。
【０１９６】
　受信信号処理部160を設けることによってステップKを実行できる。例えば、ステップK
によって、第1チャンネルの伝送量が非常に多い場合に、送信信号を、第1(1)送信信号d14
0-1a及び第1(2)送信信号d140-1bに2分割して送信し、第1(1)受信信号169と第1(2)受信信
号173とを受信信号として受信するように、この発明のCDM送受信装置を動作させることに
よって、大容量モードによる動作を実現できる。
【０１９７】
　また、受信信号処理部160を設けることによってステップIを実行できる。例えば、ステ
ップIによって、中央局と端末装置との距離が長い場合、信号が伝送される間に減衰され
、端末装置においてその信号強度が非常に弱くなるが、送信信号である第1(1)送信信号d1
40-1aと第1(2)送信信号d140-1bとを同一の信号として送信することによって、長距離モー
ドによる動作を実現できる。ステップIは、第1相関信号加算器166によって、第1(1)相関
信号163-2と第1(2)相関信号165-2とを加算して第1(1,2)相関信号167を生成して出力し、
第1(1,2)受信信号171を受信信号とするステップである。
【０１９８】
　このように、第1(1)送信信号d140-1aと第1(2)送信信号d140-1bとを同一の信号として送
信し、第1(1,2)受信信号171を受信信号とするようにこの発明のCDM送受信装置を動作させ
ることによって、実質的に2倍の強度の信号を送信したことに相当する。中央局と端末装
置との距離が長く、信号強度の減衰が大きい場合に、ステップIを実行することによって
、良好な符号分割多重送受信が実現される。
【０１９９】
　第1(1)マッチドフィルタ154及び第1(2)マッチドフィルタ156にアナログ式のマッチドフ
ィルタを採用した場合は、第1(1)相関信号155及び第1(2)相関信号157は、自己相関成分と
相互相関成分との和の形になっている。相互相関成分は、雑音成分であり、除去する必要
がある。また、図7-2に示した第1(1)及び第1(2)相関信号のピーク（P1, P2, Q1, Q2で示
してある。）が矩形となっていない。受信信号は、「1」及び「0」の2値デジタル信号で
あるので、パルス波形は、受信信号の1ビット分を占める時間スロットにおいて「1」ある
いは「0」のいずれかを示す電位に保たれている状態を示す矩形形状となることが理想で
ある。
【０２００】
　そのため、相互相関成分を除去し、かつ受信信号を受信信号の1ビット分を占める時間
スロットにおいて「1」あるいは「0」のいずれかを示す電位に保たれている矩形形状とな
るように、第1(1,2)相関信号167、第1(1)相関信号155及び第1(2)相関信号157を成形する
。
【０２０１】
　ステップJは、第1(1,2)判定ステップである。このステップは、第1(1,2)相関信号167を
第1(1,2)閾値判定部170に入力して、クロック信号159-4に同期して、閾値判定処理を行っ
て第1(1,2)相関信号167の強度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第1(1,2)
相関信号167の強度が閾値レベルを下回っている時間帯をレベル0とする第1(1,2)復号信号
(第1(1,2)受信信号)171を出力するステップである。ステップJは、分岐器162及び164、第
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【０２０２】
　ステップLは、第1(1)判定ステップである。このステップは、第1(1)相関信号163-1を入
力して、クロック信号159-5に同期して、閾値判定処理を行って第1(1)相関信号163-1の強
度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第1(1)相関信号163-1の強度が閾値レ
ベルを下回っている時間帯をレベル0とする第1(1)復号信号(第1(1)受信信号)169を出力す
る第1(1)判定ステップである。ステップLは、第1(1)閾値判定部168によって実行される。
【０２０３】
　ステップMは、第1(2)判定ステップである。このステップは、第1(2)相関信号165-1を入
力して、クロック信号159-3に同期して、閾値判定処理を行って第1(2)相関信号165-1の強
度が閾値レベルを超えている時間帯をレベル1とし、第1(2)相関信号165-1の強度が閾値レ
ベルを下回っている時間帯をレベル0とする第1(2)復号信号(第1(2)受信信号)173を出力す
る第1(2)判定ステップである。ステップMは、第1(2)閾値判定部172によって実行される。
【図面の簡単な説明】
【０２０４】
【図１】従来のCDM送受信装置の概略的ブロック構成図である。
【図２】従来のCDM送受信装置の送信装置の概略的ブロック構成図である。
【図３】従来のCDM送受信装置の端末装置の概略的ブロック構成図である。
【図４】従来のCDM送受信装置の動作の説明に供するタイミングチャートである。
【図５】この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の送信装置の構成及びその動作の説明に
供する概略的ブロック構成図である。
【図６】この発明の第1及び第2のCDM送受信装置の端末装置の構成及びその動作の説明に
供する概略的ブロック構成図である。
【図７－１】この発明の第1及び第2ののCDM送受信装置の動作の説明に供するタイミング
チャートである。
【図７－２】この発明の第1及び第2ののCDM送受信装置の動作の説明に供するタイミング
チャートである。
【符号の説明】
【０２０５】
10、100：送信装置
20：光合分岐器
30-1～30-N：端末装置
40-1～40-N、140：信号生成部
42-1～42-N、142：符号化部
46、146：多重部
50、150、152、162、164：分岐器
52：マッチドフィルタ
54：閾値判定部
56、158：クロック信号抽出部
130-1：第1端末装置
144：パラレル/シリアル変換部
154：第1(1)マッチドフィルタ
156：第1(2)マッチドフィルタ
160：受信信号処理部
166：第1相関信号加算器
168：第1(1)閾値判定部
170：第1(1,2)閾値判定部
172：第1(2)閾値判定部
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