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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化されたＭＰＥＧパケットデータのうち、予め設定された蓄積領域に対する一時的
な書き込み、読み出しを行うインタリーブ単位のデータからなる主データ部と、前記主デ
ータ部に対応するパリティ部とを時差送信する送信装置と、前記送信装置から伝送される
前記主データ部及び前記パリティ部のうち、何れかのパケットを所定数毎に構成した伝送
パケットを受信する受信装置とからなるＢＳデジタル伝送方式におけるパリティ時差送信
伝送システムであって、
　前記送信装置は、入力されたＭＰＥＧパケットデータを一時的に書き込み、書き込み方
向とは異なる方向で読み出すために、予め設定された縦方向又は横方向に書き込み又は読
み出しを行える蓄積領域を有するデータ蓄積手段と、前記データ蓄積手段から読み出され
たデータを符号化する符号化手段と、前記符号化手段により得られる符号化データから、
バイトクロックカウンタにより所定のバイト部分からなるパリティ部を抽出するパリティ
抽出手段と、前記パリティ抽出手段により得られるパリティ部と、前記パリティ部に対応
する主データ部とを時差送信するため、前記パリティ部のデータを、対応する主データ部
のデータよりも所定の時間分遅延させ、遅延させた時間を示す調整時間情報を、前記主デ
ータ部のデータ及び前記パリティ部のデータとは別に伝送される伝送パケットのヘッダー
部に付加する第１の時間調整手段と、前記主データ部に含まれる複数のパケットのうち、
所定数のパケットからなる伝送パケットと、前記第１の時間調整手段により得られる前記
主データ部のデータに対応していない前記パリティ部に含まれる複数のパケットのうち、
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所定数のパケットからなる伝送パケットとを前記蓄積領域毎にＴＳ多重する多重化手段と
を有し、
　前記受信装置は、受信した前記ＴＳ多重された伝送パケットから主データ部とパリティ
部とを分離する分離手段と、前記主データ部のパケットデータの誤りを検出し、検出結果
に基づいてパケット単位で復号又は消失を行う第１の復号化手段と、前記パリティ部のパ
ケットデータの誤りを検出し、検出結果に基づいてパケット単位で復号又は消失を行う第
２の復号化手段と、前記第１の復号手段により得られる前記主データ部と前記第２の復号
手段により得られる前記パリティ部とについて、前記ヘッダー部から得られる調整時間情
報、及び伝送パケット速度に基づいて前記主データ部と該主データ部に対応したパリティ
部との時差を調整する第２の時間調整手段と、前記第２の時間調整手段により得られる主
データ部及び該主データ部のデータに対応したパリティ部のパケットデータを再多重化す
る再多重化手段と、前記再多重化手段により再多重化されたデータを一時的に書き込み、
書き込み方向とは異なる方向で読み出すために、予め設定された縦方向又は横方向に書き
込み又は読み出しを行える蓄積領域を有する蓄積手段と、前記蓄積手段により読み出され
るデータの誤り訂正を行う第３の復号化手段とを有し、前記蓄積手段は、前記第３の復号
化手段により得られるデータを書き込み、書き込み方向とは逆の方向で読み出しを行いＭ
ＰＥＧパケットデータを出力することを特徴とするパリティ時差送信伝送システム。
【請求項２】
　符号化されたＭＰＥＧパケットデータのうち、予め設定された蓄積領域に対する一時的
な書き込み、読み出しを行うインタリーブ単位のデータからなる主データ部と、前記主デ
ータ部に対応するパリティ部とを時差送信する送信装置であって、
　入力されたＭＰＥＧパケットデータを一時的に書き込み、書き込み方向とは異なる方向
で読み出すために、予め設定された縦方向又は横方向に書き込み又は読み出しを行える蓄
積領域を有するデータ蓄積手段と、
　前記データ蓄積手段から読み出されたデータを符号化する符号化手段と、
　前記符号化手段により得られる符号化データから、バイトクロックカウンタにより所定
のバイト部分からなるパリティ部を抽出するパリティ抽出手段と、
　前記パリティ抽出手段により得られるパリティ部と、前記パリティ部に対応する主デー
タ部とを時差送信するため、前記パリティ部のデータを、対応する主データ部のデータよ
りも所定の時間分遅延させ、遅延させた時間を示す調整時間情報を、前記主データ部のデ
ータ及び前記パリティ部のデータとは別に伝送される伝送パケットのヘッダー部に付加す
る第１の時間調整手段と、
　前記主データ部に含まれる複数のパケットのうち、所定数のパケットからなる伝送パケ
ットと、前記第１の時間調整手段により得られる前記主データ部のデータに対応していな
い前記パリティ部に含まれる複数のパケットのうち、所定数のパケットからなる伝送パケ
ットとを前記蓄積領域毎にＴＳ多重する多重化手段とを有することを特徴とする送信装置
。
【請求項３】
　符号化されたＭＰＥＧパケットデータのうち、予め設定された蓄積領域に対する一時的
な書き込み、読み出しを行うインタリーブ単位のデータからなる主データ部と、前記主デ
ータ部に対応していないパリティ部とがＢＳデジタル伝送方式により前記蓄積領域毎にＴ
Ｓ多重して時差送信された前記蓄積領域に対応するデータ量の伝送パケットを受信してＭ
ＰＥＧパケットデータとして出力する受信装置であって、
　受信した前記ＴＳ多重された伝送パケットから前記主データ部と前記パリティ部とを分
離する分離手段と、
　前記主データ部のパケットデータの誤りを検出し、検出結果に基づいてパケット単位で
復号又は消失を行う第１の復号化手段と、
　前記パリティ部のパケットデータの誤りを検出し、検出結果に基づいてパケット単位で
復号又は消失を行う第２の復号化手段と、
　前記第１の復号手段により得られる前記主データ部と前記第２の復号手段により得られ
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る前記パリティ部とについて、前記主データ部のデータ及び前記パリティ部のデータとは
別に伝送される伝送パケットのヘッダー部から得られる調整時間情報、及び伝送パケット
速度に基づいて前記主データ部と該主データ部に対応したパリティ部との時差を調整する
第２の時間調整手段と、
　前記第２の時間調整手段により得られる主データ部及び該主データ部のデータに対応し
たパリティ部のパケットデータを再多重化する再多重化手段と、
　前記再多重化手段により再多重化されたデータを一時的に書き込み、書き込み方向とは
異なる方向で読み出すために、予め設定された縦方向又は横方向に書き込み又は読み出し
を行える蓄積領域を有する蓄積手段と、
　前記蓄積手段により読み出されるデータの誤り訂正を行う第３の復号化手段とを有し、
　前記蓄積手段は、前記第３の復号化手段により得られるデータを書き込み、書き込み方
向とは逆の方向で読み出しを行いＭＰＥＧパケットデータを出力することを特徴とする受
信装置。
【請求項４】
　前記第１の復号化手段及び前記第２の復号化手段は、
　入力された前記伝送パケットの誤り検出を行い、誤り数が訂正できる数を超えている場
合、復号は行わずにパケット単位で消去することを特徴とする請求項３に記載の受信装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パリティ時差送信システム、送信装置、及び受信装置に係り、特に、所望の
データの正受信率を達成するのに必要な蓄積時間を短縮するためのパリティ時差送信シス
テム、送信装置、及び受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、衛星放送における降雨減衰補償技術として、蓄積受信を用いた非リアルタイ
ム伝送方式が検討されている（例えば、非特許文献１参照。）。
【０００３】
　非特許文献１は、激しい降雨は短時間で集中的に発生する傾向があるため、その降雨が
短時間に集中して発生することで生じる部分的な連続誤りを降雨の発生時間よりも十分に
長い時間に渡って拡散し、誤り訂正処理により元の信号に復元する長周期インターリーブ
伝送方式について記載されている。ここで、上述した長周期インターリーブ伝送方式のシ
ステム構成例について図を用いて説明する。
【０００４】
　図１は、従来における長周期インターリーブ伝送システムの概略構成を示す一例の図で
ある。図１に示す長周期インターリーブ伝送システム１０は、送信装置１１と、受信装置
１２とを有するよう構成されており、送信装置１１から出力される電波は、放送衛星１３
を介して衛星伝搬路により受信装置１２に送信される。
【０００５】
　送信装置１１は、長周期インターリーバ２１と、第１ＲＳ符号化部２２と、第２ＲＳ符
号化部２３と、変調部２４と、送信アンテナ２５とを有するよう構成されている。また、
受信装置１２は、受信アンテナ２６と、復調部２７と、第１ＲＳ復号化部２８と、長周期
デインターリーバ２９と、第２ＲＳ復号化部３０とを有するよう構成されている。
【０００６】
　なお、図１に示す長周期インターリーバ２１及び長周期デインターリーバ２９において
、データの書き込み、読み出しを行うためのデータ蓄積手段として、メモリやハードディ
スク等を有する。
【０００７】
　まず、送信装置１１において、パケットデータが長周期インターリーバ２１に入力され
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ると、長周期インターリーバ２１は、予め設定された時間分のデータの書き込みを行う。
また、長周期インターリーバ２１は、蓄積したデータを書き込み方向とは異なる方向で読
み出し、第１ＲＳ符号化部２２に出力する。第１ＲＳ符号化部２２は、伝送中に降雨減衰
等によって生じるデータの欠落部分を受信側において訂正させるためのパリティを付加し
てＲＳ（Ｒｅｅｄ　Ｓｏｌｏｍｏｎ）符号化を行う。
【０００８】
　次に、第１ＲＳ符号化部２２は、ＲＳ符号化した伝送パケットを長周期インターリーバ
２１に出力する。長周期インターリーバ２１は、第１ＲＳ符号化部２２から入力した伝送
パケットに対して予め設定されるインターリーブ時間分の書き込みを行う。また、長周期
インターリーバ２１は、蓄積したデータを書き込み方向と異なる方向に読み出し、第２Ｒ
Ｓ符号化部２３に出力する。
【０００９】
　第２ＲＳ符号化部２３は、伝送中の降雨減衰等によって生じた欠落部分を受信側におい
て消失化させるためのＲＳ符号化を行う。また、第２ＲＳ符号化部２３は、符号化した伝
送パケットを変調部２４に出力する。変調部２４は、入力した伝送パケットの変調を行う
アプリケーションや衛星伝送路等に適した方式で変調し、例えば所定の搬送波周波数の電
波として送信アンテナ２５により送信させる。
【００１０】
　ここで、放送衛星１３を中継したデータは、伝送路の途中で強い降雨等がある場合、電
波減衰の影響を受けて受信装置１２に送信される。受信装置１２では、降雨減衰の影響を
受けた電波を受信アンテナ２６で受信し、受信したデータを復調部２７に出力する。復調
部２７は、入力した伝送パケットの変調方式に対応した方式で復調を行う。また、復調部
の入力周波数まで周波数変換を行う。更に、復調部２７は、復調後のデータを第１ＲＳ復
号化部２８に出力する。
【００１１】
　第１ＲＳ復号化部２８は、入力したデータの誤り検出を行い、検出された結果に基づい
てＲＳ復号化又は消失化を行う。具体的には、入力したデータの誤り検出を行い、誤り数
が訂正できる数を超えている場合、ＲＳ復号化は行わずにパケット単位で消失化を行う。
【００１２】
　また、第１ＲＳ復号化部２８において消失されないデータは復号化されて長周期デイン
ターリーバ２９に出力される。長周期デインターリーバ２９は、入力したデータを予め設
定されるインターリーブ時間分書き込み、送信側と同様のフレーム構成で再配置する。ま
た、長周期デインターリーバ２９は、蓄積したデータを書き込み方向とは異なる方向に読
み出し、第２ＲＳ復号化部３０に出力する。
【００１３】
　第２ＲＳ復号化部３０は、入力したデータの誤り訂正（消失訂正）を行う。また、第２
ＲＳ復号化部３０は、復号後のデータを長周期デインターリーバ２９に出力する。
【００１４】
　長周期デインターリーバ２９は、第２ＲＳ復号化部３０より入力したデータを所定時間
分書き込む。また、長周期デインターリーバ２９は、蓄積したデータを書き込み方向と異
なる方向に読み出しパケットデータとして出力（再生）される。
【００１５】
　次に、図１に示す送信装置１１にて生成される蓄積フレームについて図を用いて説明す
る。図２は、図１における送信装置にて構成される蓄積フレームの一例を示す図である。
なお、図２は、第２ＲＳ符号化部２３にて符号化後の蓄積フレームである。
【００１６】
　図２に示すように、Ｘ軸方向にＲＳ符号長ｋバイト×Ｆｎ個の伝送パケットと、Ｙ軸方
向にＲＳ符号長Ｋバイトの伝送パケットが配置された構成となっている。この蓄積フレー
ムは、ｋ×Ｋバイトの小さな蓄積フレームをＦｎ個多重しているということもでき、ＲＳ
符号長ｋバイトとＲＳ符号長Ｋとは共に積符号の関係になっている。受信装置側では、こ
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のフレームデータに基づいて、ｎバイトでデータ消失化を行いＮバイトで消失訂正を行う
ことができる。なお、Ｍ，ｍはＲＳ符号における情報ブロック長を示している。
【００１７】
　図１に示すシステム構成により、第１ＲＳ符号化部２２及び第２ＲＳ符号化部２３を用
いて、複数の符号の合成である積符号の関係にして伝送し、第１ＲＳ復号化部２８及び第
２ＲＳ復号化部３０を用いて誤り訂正能力を向上させ、長周期インターリーバ２１及び長
周期デインターリーバ２９で分散された誤りデータを元の信号に復元することができる。
【非特許文献１】山▲崎▼雷太、橋本明記、亀井雅、村田孝雄、野本俊裕「降雨減衰補償
のための伝送方式　長周期インターリーブ伝送方式」、ＮＨＫ技研Ｒ＆Ｄ、Ｎｏ．８５（
２００４年５月）、ｐｐ４２－４９．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　ところで、従来の長周期インターリーブ伝送方式では、図２に示す蓄積フレームの主デ
ータ部（図２において、Ｍ×Ｌの領域）と主データ部に対応するパリティ部（図２におい
て、Ｎ×Ｌの領域）を同じフレームで伝送している。
【００１９】
　しかしながら、激しい降雨が集中して発生した場合には、主データ部及びパリティ部の
両方が降雨減衰等の影響を受けて誤り訂正の能力を十分に発揮できない恐れがある。
【００２０】
　このような場合には、受信率が悪くならないようデータの欠落バイト数に対応させてパ
リティ長を増やすか、データ蓄積時間を更に長時間にする必要が生じてしまう。
【００２１】
　本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、長周期インターリーブ伝送方式
において必要となるパリティ量の増加や蓄積時間の長時間化を行うことなく、所望のデー
タの正受信率を達成するのに必要な蓄積時間を短縮するためのパリティ時差送信システム
、送信装置、及び受信装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記課題を解決するために、本件発明は、以下の特徴を有する課題を解決するための手
段を採用している。
【００２３】
　請求項１に記載された発明は、符号化されたＭＰＥＧパケットデータのうち、予め設定
された蓄積領域に対する一時的な書き込み、読み出しを行うインタリーブ単位のデータか
らなる主データ部と、前記主データ部に対応するパリティ部とを時差送信する送信装置と
、前記送信装置から伝送される前記主データ部及び前記パリティ部のうち、何れかのパケ
ットを所定数毎に構成した伝送パケットを受信する受信装置とからなるＢＳデジタル伝送
方式におけるパリティ時差送信伝送システムであって、前記送信装置は、入力されたＭＰ
ＥＧパケットデータを一時的に書き込み、書き込み方向とは異なる方向で読み出すために
、予め設定された縦方向又は横方向に書き込み又は読み出しを行える蓄積領域を有するデ
ータ蓄積手段と、前記データ蓄積手段から読み出されたデータを符号化する符号化手段と
、前記符号化手段により得られる符号化データから、バイトクロックカウンタにより所定
のバイト部分からなるパリティ部を抽出するパリティ抽出手段と、前記パリティ抽出手段
により得られるパリティ部と、前記パリティ部に対応する主データ部とを時差送信するた
め、前記パリティ部のデータを、対応する主データ部のデータよりも所定の時間分遅延さ
せ、遅延させた時間を示す調整時間情報を、前記主データ部のデータ及び前記パリティ部
のデータとは別に伝送される伝送パケットのヘッダー部に付加する第１の時間調整手段と
、前記主データ部に含まれる複数のパケットのうち、所定数のパケットからなる伝送パケ
ットと、前記第１の時間調整手段により得られる前記主データ部のデータに対応していな
い前記パリティ部に含まれる複数のパケットのうち、所定数のパケットからなる伝送パケ
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ットとを前記蓄積領域毎にＴＳ多重する多重化手段とを有し、前記受信装置は、受信した
前記ＴＳ多重された伝送パケットから主データ部とパリティ部とを分離する分離手段と、
前記主データ部のパケットデータの誤りを検出し、検出結果に基づいてパケット単位で復
号又は消失を行う第１の復号化手段と、前記パリティ部のパケットデータの誤りを検出し
、検出結果に基づいてパケット単位で復号又は消失を行う第２の復号化手段と、前記第１
の復号手段により得られる前記主データ部と前記第２の復号手段により得られる前記パリ
ティ部とについて、前記ヘッダー部から得られる調整時間情報、及び伝送パケット速度に
基づいて前記主データ部と該主データ部に対応したパリティ部との時差を調整する第２の
時間調整手段と、前記第２の時間調整手段により得られる主データ部及び該主データ部の
データに対応したパリティ部のパケットデータを再多重化する再多重化手段と、前記再多
重化手段により再多重化されたデータを一時的に書き込み、書き込み方向とは異なる方向
で読み出すために、予め設定された縦方向又は横方向に書き込み又は読み出しを行える蓄
積領域を有する蓄積手段と、前記蓄積手段により読み出されるデータの誤り訂正を行う第
３の復号化手段とを有し、前記蓄積手段は、前記第３の復号化手段により得られるデータ
を書き込み、書き込み方向とは逆の方向で読み出しを行いＭＰＥＧパケットデータを出力
することを特徴とする。
【００２４】
　請求項１記載の発明によれば、長周期インターリーブ伝送方式において必要となるパリ
ティ量の増加や蓄積時間の長時間化を行うことなく、所望のデータの正受信率を達成する
のに必要な蓄積時間を短縮することができる。また、ヘッダー部を用いて調整時間情報を
効率的に受信側に送信することができる。また、受信側では、調整時間情報を取得するこ
とで主データ部とパリティ部との時差の調整を正確に行うことができる。更に、第１の復
号化手段及び第２の復号化手段により誤り位置検出を行い、その検出結果に基づいて対応
するパケット単位に消去することで、第３の復号化手段は誤り検出位置を容易に特定でき
消失訂正のみを行うだけでよいため、誤り訂正能力を向上することができる。
【００２５】
　請求項２に記載された発明は、符号化されたＭＰＥＧパケットデータのうち、予め設定
された蓄積領域に対する一時的な書き込み、読み出しを行うインタリーブ単位のデータか
らなる主データ部と、前記主データ部に対応するパリティ部とを時差送信する送信装置で
あって、入力されたＭＰＥＧパケットデータを一時的に書き込み、書き込み方向とは異な
る方向で読み出すために、予め設定された縦方向又は横方向に書き込み又は読み出しを行
える蓄積領域を有するデータ蓄積手段と、前記データ蓄積手段から読み出されたデータを
符号化する符号化手段と、前記符号化手段により得られる符号化データから、バイトクロ
ックカウンタにより所定のバイト部分からなるパリティ部を抽出するパリティ抽出手段と
、前記パリティ抽出手段により得られるパリティ部と、前記パリティ部に対応する主デー
タ部とを時差送信するため、前記パリティ部のデータを、対応する主データ部のデータよ
りも所定の時間分遅延させ、遅延させた時間を示す調整時間情報を、前記主データ部のデ
ータ及び前記パリティ部のデータとは別に伝送される伝送パケットのヘッダー部に付加す
る第１の時間調整手段と、前記主データ部に含まれる複数のパケットのうち、所定数のパ
ケットからなる伝送パケットと、前記第１の時間調整手段により得られる前記主データ部
のデータに対応していない前記パリティ部に含まれる複数のパケットのうち、所定数のパ
ケットからなる伝送パケットとを前記蓄積領域毎にＴＳ多重する多重化手段とを有するこ
とを特徴とする。
【００２６】
　請求項２記載の発明によれば、長周期インターリーブ伝送方式において必要となるパリ
ティ量の増加や蓄積時間の長時間化を行うことなく、所望のデータの正受信率を達成する
のに必要な蓄積時間を短縮することができる。また、ヘッダー部を用いて調整時間情報を
効率的に受信側に送信することができる。また、受信側では、調整時間情報を取得するこ
とで主データ部とパリティ部との時差の調整を正確に行うことができる。
【００２９】
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　請求項３に記載された発明は、符号化されたＭＰＥＧパケットデータのうち、予め設定
された蓄積領域に対する一時的な書き込み、読み出しを行うインタリーブ単位のデータか
らなる主データ部と、前記主データ部に対応していないパリティ部とがＢＳデジタル伝送
方式により前記蓄積領域毎にＴＳ多重して時差送信された前記蓄積領域に対応するデータ
量の伝送パケットを受信してＭＰＥＧパケットデータとして出力する受信装置であって、
受信した前記ＴＳ多重された伝送パケットから前記主データ部と前記パリティ部とを分離
する分離手段と、前記主データ部のパケットデータの誤りを検出し、検出結果に基づいて
パケット単位で復号又は消失を行う第１の復号化手段と、前記パリティ部のパケットデー
タの誤りを検出し、検出結果に基づいてパケット単位で復号又は消失を行う第２の復号化
手段と、前記第１の復号手段により得られる前記主データ部と前記第２の復号手段により
得られる前記パリティ部とについて、前記主データ部のデータ及び前記パリティ部のデー
タとは別に伝送される伝送パケットのヘッダー部から得られる調整時間情報、及び伝送パ
ケット速度に基づいて前記主データ部と該主データ部に対応したパリティ部との時差を調
整する第２の時間調整手段と、前記第２の時間調整手段により得られる主データ部及び該
主データ部のデータに対応したパリティ部のパケットデータを再多重化する再多重化手段
と、前記再多重化手段により再多重化されたデータを一時的に書き込み、書き込み方向と
は異なる方向で読み出すために、予め設定された縦方向又は横方向に書き込み又は読み出
しを行える蓄積領域を有する蓄積手段と、前記蓄積手段により読み出されるデータの誤り
訂正を行う第３の復号化手段とを有し、前記蓄積手段は、前記第３の復号化手段により得
られるデータを書き込み、書き込み方向とは逆の方向で読み出しを行いＭＰＥＧパケット
データを出力することを特徴とする。
【００３０】
　請求項３記載の発明によれば、長周期インターリーブ伝送方式において必要となるパリ
ティ量の増加や蓄積時間の長時間化を行うことなく、所望のデータの正受信率を達成する
のに必要な蓄積時間を短縮することができる。また、ヘッダー部から調整時間情報を取得
することで主データ部とパリティ部との時差の調整を正確に行うことができる。更に、第
１の復号化手段及び第２の復号化手段により誤り位置検出を行い、その検出結果に基づい
て対応するパケット単位に消去することで、第３の復号化手段は誤り検出位置を容易に特
定でき消失訂正のみを行うだけでよいため、誤り訂正能力を向上することができる。
【００３３】
　請求項４に記載された発明は、前記第１の復号化手段及び前記第２の復号化手段は、入
力された前記伝送パケットの誤り検出を行い、誤り数が訂正できる数を超えている場合、
復号は行わずにパケット単位で消去することを特徴とする。
【００３４】
　請求項４記載の発明によれば、検出処理に有する時間を省略することで、復号時間を短
縮することができる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、所望のデータの正受信率を達成するのに必要な蓄積時間を短縮するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　＜本発明の概要＞
　本発明は、送信側に主データ部とその主データ部に対応するパリティ部とを時差送信す
るためのパリティ送信間隔制御用バッファ手段を設けてパリティ時差送信（ＰＴＤ：Ｐａ
ｒｉｔｙ－Ｓｙｍｂｏｌｓ　Ｔｉｍｅ　Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ）を行う。また、受信
側に送信側で生じた上述の時差を調整する時間調整バッファ手段を設け、更に主データ部
とその主データ部に対応するパリティ部とを再多重化することにより、既存の構成に大幅
な変更を行うことなく蓄積時間を短縮することができる。
【００３７】
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　＜実施形態＞
　以下に、上記のような特徴を有する本発明におけるパリティ時差送信システム、送信装
置、及び受信装置を好適に実施した形態について、図面を用いて詳細に説明する。なお、
以下に示す実施形態にて伝送されるデータの一例としてＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃ
ｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）パケットデータを送信する例を示すが、本発明
において適用可能なパケットデータはこの限りではない。
【００３８】
　＜システム構成＞
　図３は、本発明におけるパリティ時差送信システムの概略構成を示す一例の図である。
図３に示すパリティ時差送信システム４０は、送信装置４１と、受信装置４２とを有する
よう構成されており、送信装置４１から出力される電波は、放送衛星４３を介して衛星伝
搬路により受信装置４２に送信される。
【００３９】
　送信装置４１は、主データ処理部５１と、パリティ処理部５２と、多重化部５３と、変
調部５４と、送信アンテナ５５とを有するよう構成されている。また、受信装置４２は、
受信アンテナ５６と、復調部５７と、多重分離部５８と、主データ処理部５９と、パリテ
ィ処理部６０と、再多重化部６１と、蓄積部６２と、第３ＲＳ復号化部６３とを有するよ
う構成されている。
【００４０】
　更に、送信装置４１における主データ処理部５１は、第１ＲＳ符号化手段７１と、時間
調整用バッファ手段７２とを有するよう構成されている。また、送信装置４１におけるパ
リティ処理部５２は、データ蓄積手段７３と、第２ＲＳ符号化手段７４と、パリティ抽出
手段７５と、パリティ蓄積手段７６と、第３ＲＳ符号化手段７７と、パリティ送信間隔制
御用バッファ手段（第１の時間調整手段）７８とを有するよう構成されている。
【００４１】
　また、受信装置４２における主データ処理部５９は、時間調整用バッファ手段（第２の
時間調整手段）７９と、第１ＲＳ復号化手段８０とを有するよう構成されている。また、
受信装置４２におけるパリティ処理部６０は、第２ＲＳ復号化手段８１を有するよう構成
されている。
【００４２】
　まず、ＭＰＥＧパケットは、主データ処理部５１及びパリティ処理部５２に入力される
。主データ処理部５１において、第１ＲＳ符号化手段７１は、伝送中に降雨減衰等によっ
て生じるデータの欠落部分を受信側において訂正又は消失化させるため、入力されたＭＰ
ＥＧパケットのＲＳ符号化を行う。また、第１ＲＳ符号化手段７１は、ＲＳ符号化された
データを時間調整用バッファ手段７２に出力する。
【００４３】
　時間調整用バッファ手段７２は、主データ処理部５１と、パリティ処理部５２との間で
生じる処理上の時間差の調整を行う。具体的には、パリティ処理部５２における処理の方
が処理時間を要するため、ＦＩＦＯ（Ｆｉｒｓｔ　Ｉｎ　Ｆｉｒｓｔ　Ｏｕｔ）からなる
バッファ部により出力を遅延させる。時間調整用バッファ手段７２は、遅延させたデータ
を多重化部５３に出力する。
【００４４】
　一方、パリティ処理部５２において、データ蓄積部７３は、入力されたＭＰＥＧパケッ
トデータを一時的に書き込み、次に書き込み方向とは異なる方向で読み出して、第２ＲＳ
符号化手段７４に出力する。第２ＲＳ符号化手段７４は、伝送中に降雨減衰等によって生
じるデータの欠落部分を受信側において訂正又は消失化させるため、データ蓄積部７３か
ら読み出されたデータのＲＳ符号化を行う。第２ＲＳ符号化手段７４は、ＲＳ符号化され
たデータをパリティ抽出手段７５に出力する。
【００４５】
　パリティ抽出手段７５は、ＲＳ符号のパリティ符号部分のみを抽出する。また、パリテ
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ィ抽出手段７５は、抽出したパリティデータをパリティ蓄積手段７６に入力し、蓄積フレ
ーム内のパリティ部分だけの書き込みを行う。
【００４６】
　パリティ蓄積手段７６は、蓄積されたデータを書き込み方向とは異なる方向に読み出し
第３ＲＳ符号化手段７７に出力する。第３ＲＳ符号化手段７７は、伝送中に降雨減衰等に
よって生じるデータの欠落部分を受信側において訂正又は消失化させるためＲＳ符号化を
行う。また、第３ＲＳ符号化手段７７は、ＲＳ符号化されたデータをパリティ送信間隔制
御用バッファ手段７８に出力する。
【００４７】
　パリティ送信間隔制御用バッファ手段７８は、主データ部とパリティ部との時差送信を
行うため、パリティ部のデータを対応する主データ部のデータよりも所定の時間分（例え
ば、３０分又は１時間等）遅延させる。パリティ送信間隔制御用バッファ手段７８は、所
定の時間遅延させた後、符号化されたパリティ部のデータを多重化部５３に出力する。な
お、パリティ送信間隔制御用バッファ手段７８は、遅延させた時間情報（調整時間情報）
を伝送パケットのヘッダー部等に付加する。ここで、上述した遅延させた時間情報を付加
した伝送パケットは、主データ部やパリティ部の伝送パケットとは別に伝送してもよく、
例えば遅延させた時間情報をＴＭＣＣ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　＆　Ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅｘｉｎｇ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｏｒｏｌ）等に付加して伝送するこ
ともできる。
【００４８】
　これにより、調整時間情報を効率的に受信側に送信することができる。また、受信側で
は、調整時間情報を取得することで主データ部とパリティ部との時差の調整を正確に行う
ことができる。
【００４９】
　多重化部５３は、主データ処理部５１から入力した伝送パケットと、パリティ処理部５
２から入力した伝送パケットとのＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ）多重を行う
。また、多重化部５３は、ＴＳ多重化されたデータを変調部５４に出力する。
【００５０】
　変調部５４は、入力されたデータをアプリケーションや衛星伝送路に適した方式で変調
を行う。なお、変調部５４における変調方式としては、例えば位相変調等があるが、これ
に限られるものではない。また、変調部５４は、変調されたデータを送信アンテナ５５に
出力する。送信アンテナ部５５では、所定の搬送波周波数の電波としてデータの送信を行
う。
【００５１】
　ここで、放送衛星４３を中継したデータは、伝送路の途中で強い降雨等がある場合、電
波減衰の影響を受けて受信装置４２に送信される。
【００５２】
　受信装置４２では、降雨減衰の影響を受けた電波を受信アンテナ５６で受信し、受信し
たデータを復調部５７に出力する。復調部５７は、入力した伝送パケットの変調方式に対
応した方式で復調を行い、入力周波数まで周波数変換を行う。また、復調部５７は、復調
されたデータを多重分離部５８に出力する。多重分離部５８は、主データ部のパケットデ
ータとパリティ部のパケットデータに分離を行い、主データ部のパケットデータを主デー
タ処理部５９に出力し、パリティ部のパケットデータをパケット処理部６０に出力する。
【００５３】
　主データ処理部５９における時間調整用バッファ手段７９は、送信装置４１で時差送信
された時間の調整を行う。つまり、パリティ送信間隔制御用バッファ手段７８と同時間分
、主データ部の出力を遅延する。なお、調整する時間は、伝送パケットから得られる調整
時間情報又は予め設定される時間情報に基づいて時間を調整する。時間調整用バッファ手
段７９は、遅延された主データを第１ＲＳ復号化手段８０に出力される。
【００５４】
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　第１ＲＳ復号化手段８０は、入力される主データの誤り検出を行い、検出された結果に
基づいてＲＳ復号化又はパケット単位でのデータの消失化を行う。具体的には、入力した
主データの誤り検出を行い、誤り数が所定数を超えている場合にＲＳ復号化は行わずにパ
ケット単位でデータを消失化する。なお、消失化したパケット部分は、ＮＵＬＬ等の初期
値等がセットされる。また、第１ＲＳ復号化手段８０は、誤り数が所定数以下の場合はＲ
Ｓ復号化を行い、復号化されたデータを再多重化部６１に出力する。
【００５５】
　一方、パリティ処理部６０における第２ＲＳ復号化手段８１は、パリティ部のデータに
ついて誤り検出を行い、検出された結果に基づいてＲＳ復号化又はパケット単位でのデー
タの消失化を行う。具体的には、上述の第１ＲＳ符号化手段８０と同様に入力したパリテ
ィデータの誤り検出を行い、誤り数が所定数を超えている場合にＲＳ復号化は行わずにパ
ケット単位でデータを消失化する。なお、消失化したパケット部分は、ＮＵＬＬ等の初期
値等がセットされる。また、第２ＲＳ復号化手段８１は、誤り数が所定数以下のデータに
ついてＲＳ復号化を行い、復号化されたデータを再多重化部６１に出力する。
【００５６】
　再多重化部６１は、主データ処理部５９からの主データ部とパリティ処理部６０からの
パリティ部との多重化を行う。つまり、再多重化部６１において、多重化されたデータは
、主データ部とパリティ部とが対応した蓄積フレームとして構成されることになる。
【００５７】
　再多重化部６１は、再多重化されたデータを蓄積部６２に出力する。蓄積部６２は、入
力された蓄積フレーム内の全データ部分の書き込みを行う。また、蓄積部６２は、書き込
まれたデータを書き込み方向とは異なる方向に読み出され、第３ＲＳ復号化部６３に出力
する。
【００５８】
　第３ＲＳ復号化部６３は、入力したデータの誤り訂正（消失パケットの場合は、消失訂
正）を行う。また、第３ＲＳ復号化部６３は、復号化されたデータを蓄積部６２に出力す
る。蓄積部６２は、第３ＲＳ復号化部６３から入力したデータを書き込み、書き込み方向
とは逆の方向で読み出しを行いパケットデータを出力する。
【００５９】
　上述したように主データ部とパリティ部とを時差送信することにより、降雨減衰等によ
る主データ部と主データに対応するパリティ部とが両方欠落してしまうことを回避するこ
とができる。これにより、長周期インターリーブ伝送方式において必要となるパリティ量
の増加や蓄積時間の長時間化を行うことなく、所望のデータの正受信率を達成するのに必
要な蓄積時間を短縮することができる。
【００６０】
　＜送信装置機能構成＞
　次に、本実施形態における送信装置４１の具体的な機能構成例について、図を用いて説
明する。図４は、本実施形態における送信装置の機能構成の一例を示す図である。なお、
図４では、特に本発明に係る主データ処理部とパリティ処理部における機能構成を示して
いる。
【００６１】
　図４に示す送信装置４１は、主データ処理部５１として、第１ｍ－ＦＩＦＯ手段１０１
と、第１ＲＳ符号化手段１０２と、時間調整ＦＩＦＯ手段１０３とを有するよう構成され
ている。また、パリティ処理部５２として、第１主データ切替手段１０４と、第１主デー
タ蓄積手段１０５と、第２主データ蓄積手段１０６と、主データ制御手段１０７と、第２
主データ切替手段１０８と、Ｍ－ＦＩＦＯ手段１０９と、第２ＲＳ符号化手段１１０と、
パリティ抽出手段１１１と、バイトクロックカウンタ１１２と、第１パリティ切替手段１
１３と、第１パリティ蓄積手段１１４と、第２パリティ蓄積手段１１５と、パリティ制御
手段１１６と、第２パリティ切替手段１１７と、第２ｍ－ＦＩＦＯ手段１１８と、第３Ｒ
Ｓ符号化手段１１９と、パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０とを有するよう構成
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されている。また、送信装置４１は、多重化手段１２１を有するよう構成されている。
【００６２】
　図４において、まずＭＰＥＧパケットが主データ処理部５１とパリティ処理部５２に入
力される。主データ処理部５１では、第１ｍ－ＦＩＦＯ手段１０１において、ｍバイト単
位でデータの入力及び出力を行う。なお、ｍは、送信するデータの情報ブロック長である
。また、第１ＲＳ符号化手段１０２は、ｍバイト単位でＲＳ符号化を行い、伝送パケット
として時間調整ＦＩＦＯ手段１０３に出力する。時間調整ＦＩＦＯ手段１０３は、パリテ
ィ処理部５２における処理時間の調整を図るため所定時間分の遅延を行う。
【００６３】
　なお、時間調整ＦＩＦＯ手段１０３は、パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０か
らの制御信号である電圧Ｈｉｇｈを受信することにより正確に主データ部とパリティ部と
の時間間隔の調整を行うことができる。また、時間調整ＦＩＦＯ手段１０３は、時間調整
後の伝送パケットを多重化手段１２１に出力する。
【００６４】
　次に、パリティ処理部５２について説明する。図４において、第１主データ切替手段１
０４と、第１主データ蓄積手段１０５と、第２主データ蓄積手段１０６と、主データ制御
手段１０７と、第２主データ切替手段１０８とは、図３に示すデータ蓄積手段７３に設け
られる機能である。また、第１パリティ切替手段１１３と、第１パリティ蓄積手段１１４
と、第２パリティ蓄積手段１１５と、パリティ制御手段１１６と、第２パリティ切替手段
１１７とは、図３に示すパリティ蓄積手段７６に設けられる機能である。
【００６５】
　また、第１主データ蓄積手段１０５と、第２主データ蓄積手段１０６とは、データの書
き込み速度、読み出し速度、蓄積容量が全て同一であり、第１パリティ蓄積手段１１４と
、第２パリティ蓄積手段１１５とは、書き込み速度、読み出し速度、蓄積容量が全て同一
であるものとする。
【００６６】
　また、第１主データ蓄積手段１０５及び第２主データ蓄積手段１０６は、所定時間分の
書き込みが終了した時点で制御信号である電圧Ｈｉｇｈを主データ制御手段１０７に出力
する。また、第１パリティ蓄積手段１１４及び第２パリティ蓄積手段１１５は、パリティ
データの書き込みが終了した時点で制御信号である電圧Ｈｉｇｈをパリティ制御手段１１
６に出力する。
【００６７】
　このように、第１主データ蓄積手段１０５及び第２主データ蓄積手段１０６と、第１パ
リティ蓄積手段１１４及び第２パリティ蓄積手段１１５とがそれぞれ対になっている理由
は、ダブルバッファ構成にしてお互いの書き込みと読み出しのタイミングを逆にして交互
に繰り返すことで、データの停滞を防止するためである。なお、主データ蓄積手段やパリ
ティ蓄積手段は、２つに限らず複数あればよい。
【００６８】
　また、第１主データ切替手段１０４及び第１パリティ切替手段１１３は、それぞれ主デ
ータ制御手段１０７からの制御信号の電圧Ｈｉｇｈを受信したとき、入力されるデータを
図４に示すＳｉｄｅ１に出力し、制御信号の電圧Ｌｏｗを受信したとき、入力されるデー
タを図４に示すＳｉｄｅ２に出力するスイッチの役割を果たす。
【００６９】
　一方、第２主データ切替手段１０８及び第２パリティ切替手段１１７は、それぞれ主デ
ータ制御手段１０７及びパリティ制御手段１１６からの制御信号の電圧Ｈｉｇｈを受信し
たとき、図４に示すＳｉｄｅ２からのデータに切り替えて出力し、制御信号の電圧Ｌｏｗ
を受信したとき、図４に示すＳｉｄｅ１からのデータに切り替えて出力するスイッチの役
割を果たす。
【００７０】
　更に、主データ制御手段１０７は、第１主データ蓄積手段１０５と、第２主データ蓄積
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手段１０６と、第１主データ切替手段１０４と、第２主データ切替手段１０８とにおける
動作を制御する。具体的には、第１主データ蓄積手段１０５又は第２主データ蓄積手段１
０６からの制御信号の電圧Ｈｉｇｈを受け付ける度に、各部へ同一の制御信号の電圧Ｈｉ
ｇｈもしくはＬｏｗを切り替えて出力する。
【００７１】
　同様に、パリティ制御手段１１６は、第１パリティ蓄積手段１１４と、第２パリティ蓄
積手段１１５と、第１パリティ切替手段１１３と、第２パリティ切替手段１１７とにおけ
る動作を制御する。具体的には、第１パリティ蓄積手段１１４又は第２パリティ蓄積手段
１１５からの制御信号の電圧Ｈｉｇｈを受け付ける度に、各部へ同一の制御信号の電圧Ｈ
ｉｇｈもしくはＬｏｗを切り替えて出力する。
【００７２】
　Ｍ－ＦＩＦＯ手段１０９は、Ｍバイト単位でデータの入力及び出力を行う。また、パリ
ティ抽出手段１１１は、バイトクロックカウンタ手段１１２からの制御信号に基づいて、
所定のバイト部分を抽出するものである。
【００７３】
　また、第２ｍ－ＦＩＦＯ手段１１８は、ｍバイト単位でデータの入力及び出力を行う。
また、パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０は、主データ処理部５１とパリティ処
理部５２とにおいて処理上の時間差を調整するための制御信号を時間調整ＦＩＦＯ手段１
０３に出力する。多重化部５３は、上述したように主データと時間差が生じたパリティと
のＴＳ多重が行われ変調部に出力される。
【００７４】
　なお、上述の第１ｍ－ＦＩＦＯ手段１０１、Ｍ－ＦＩＦＯ手段１０９、及び第２ｍ－Ｆ
ＩＦＯ手段１１８は、数百バイト程度のＦＩＦＯ部を想定しており、それぞれ情報ブロッ
ク長に対応している。
【００７５】
　＜送信側の具体的なデータ処理内容＞
　次に、図４における送信側の具体的なデータ処理内容について説明する。主データ処理
部５１において、ＭＰＥＧパケットが第１ｍ―ＦＩＦＯ手段１０１に入力され、ｍバイト
単位でデータの入力及び出力を行い、ｍバイト単位でＭＰＥＧパケットを第１ＲＳ符号化
手段１０２に出力する。第１ＲＳ符号化手段１０２は、情報ブロック長ｍ、検査ブロック
長ｎ、符号ブロック長ｋのＲＳ符号を生成する。その後、第１ＲＳ符号化手段１０２は、
符号化された伝送パケットデータを時間調整ＦＩＦＯ手段１０３に出力する。
【００７６】
　時間調整ＦＩＦＯ手段１０３は、パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０からの制
御信号である電圧Ｈｉｇｈを受信するまでデータを蓄積しておく。なお、図４においては
、便宜上電圧Ｈｉｇｈを使用したが、本発明においてはこの限りではなく例えば電圧Ｌｏ
ｗを使用してもよく、他の制御信号を設定してもよい。
【００７７】
　時間調整ＦＩＦＯ手段１０３は、パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０からの制
御信号の電圧Ｈｉｇｈを受信後は、蓄積データが先頭から順に多重化手段１２１に出力す
る。
【００７８】
　一方、パリティ処理部５２において、主データ制御手段１０７からの制御信号を受信し
た第１主データ切替手段１０４は、入力したＭＰＥＧデータのデータ送信先としてＳｉｄ
ｅ１が選択され、第１主データ蓄積手段１０５にＭＰＥＧパケットを出力する。
【００７９】
　ここで、第１主データ蓄積手段１０５及び第２主データ蓄積手段１０６におけるデータ
の書き込み順序、読み出し順序について図を用いて説明する。図５は、ＭＰＥＧパケット
の書き込み順序、読み出し順序について説明するための一例の図である。
【００８０】
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　第１主データ蓄積手段１０５及び第２主データ蓄積手段１０６に入力されるＭＰＥＧパ
ケットは、図５に示す矢印１３１の順で蓄積フレーム内の主データ部分（Ｍ×Ｌ（バイト
））が書き込まれる。なお、Ｌはパケット列を示す。また、図５では、Ｘ軸方向にパケッ
ト長（情報ブロック長）ｍバイト×Ｆｎ個（＝Ｌ）の伝送パケットを有するよう構成され
ている。
【００８１】
　第１主データ蓄積手段１０５及び第２主データ蓄積手段１０６は、Ｍ×Ｌバイトの書き
込みが終了した後、主データ制御手段１０７に制御信号の電圧Ｈｉｇｈを出力して、主デ
ータ制御手段１０７からの制御信号である電圧Ｌｏｗを受信するまで待機する。次に、第
１主データ蓄積手段１０５及び第２主データ蓄積手段１０６は、主データ制御手段１０７
からの制御信号である電圧Ｌｏｗを受信後、矢印１３２の順でＭＰＥＧパケットを読み出
す。
【００８２】
　第１主データ蓄積手段１０５は、主データ制御手段１０７からの制御信号である電圧Ｌ
ｏｗを受信した後、ＭＰＥＧパケットを第２主データ切替手段１０８に出力する。第２主
データ切替手段１０８は、入力されたＭＰＥＧパケットをＭ－ＦＩＦＯ手段１０９に出力
する。Ｍ－ＦＩＦＯ手段１０９は、入力されたデータをＭバイト単位で入力及び出力を行
い、ＭバイトのＭＰＥＧパケットを第２ＲＳ符号化手段１１０に出力する。
【００８３】
　第２ＲＳ符号化手段１１０は、情報ブロック長Ｍから検査ブロック長Ｎを算出し、符号
ブロック長Ｋを求めて符号化を行う。第２ＲＳ符号化手段１１０は、ＲＳ符号化後の伝送
パケットをパリティ抽出手段１１１に出力する。
【００８４】
　パリティ抽出手段１１１は、バイトクロックカウンタ１１２からの制御信号である電圧
Ｈｉｇｈを受信している期間のみのデータを出力する。具体的には、バイトクロックカウ
ンタ１１２では、Ｍ＋１バイトからＫバイト分までのバイトカウント期間中、制御信号の
電圧Ｈｉｇｈを出力するもので、カウンタはＫバイトまでカウントアップしたら１にリセ
ットさせる。これにより、入力された伝送パケットから主データ部を除いたパリティ部の
みを抽出することができる。
【００８５】
　パリティ抽出手段１１１は、出力されたデータを第１パリティ切替手段１１３に出力す
る。第１パリティ切替手段１１３は、パリティ制御手段１１６からの制御信号の電圧Ｈｉ
ｇｈを受信した後、Ｓｉｄｅ１の第１パリティ蓄積手段１１４に伝送パケットが出力され
る。ここで、第１パリティ蓄積手段１１４及び第２パリティ蓄積手段１１５におけるデー
タの書き込み順序、読み出し順序について図を用いて説明する。
【００８６】
　図６は、第１パリティ蓄積手段及び第２パリティ蓄積手段におけるデータの書き込み順
序、読み出し順序について説明するための一例の図である。また、図６は第１パリティ蓄
積手段１１４及び第２パリティ蓄積手段１１５に蓄積される伝送パケットのフレーム構成
例を示している。図６に示すように、第１パリティ蓄積手段１１４及び第２パリティ蓄積
手段１１５において、図６の蓄積フレームのパリティ部分（Ｎ×Ｌバイト分）の書き込み
が矢印１３３の順にしたがって行われる。
【００８７】
　第１パリティ蓄積手段１１４及び第２パリティ蓄積手段１１５は、図６に示すＮ×Ｌバ
イト分の書き込みが終了した後、パリティ制御手段１１６に制御信号の電圧Ｈｉｇｈを出
力する。また、第１パリティ蓄積手段１１４及び第２パリティ蓄積手段１１５は、パリテ
ィ制御手段１１６からの制御信号の電圧Ｌｏｗを受信後、図６に示す矢印１３４の順にし
たがってデータを読み出し、第２パリティ切替手段１１７に出力する。第２パリティ切替
手段１１７は、入力したパリティ部の伝送パケットを第２ｍ－ＦＩＦＯ手段１１８に出力
する。
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【００８８】
　第２ｍ－ＦＩＦＯ手段１１８は、ｍバイト単位での伝送パケットデータの入力及び出力
を行い、第３ＲＳ符号化手段１１９に出力する。第３ＲＳ符号化手段１１９は、情報ブロ
ック長ｍ、検査ブロックｎ、符号ブロック長ｋのＲＳ符号を生成する。その後、第３ＲＳ
符号化手段１１９は、ＲＳ符号化されたデータをパリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１
２０に出力する。
【００８９】
　パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０は、主データ部とパリティ部とを時差送信
するための時間調整を行う。具体的には、パリティ部の伝送パケットを所定時間分蓄積す
る。
【００９０】
　なお、パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０は、第３ＲＳ符号化手段１１９から
の入力がある限り、制御信号である電圧Ｈｉｇｈを主データ処理部５１にある時間調整Ｆ
ＩＦＯ手段１０３に出力する。これにより、主データ処理部５１とパリティ処理部５２と
におけるデータ処理上の時間差をなくすことができる。
【００９１】
　また、パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０は、所定時間分蓄積した調整時間情
報（蓄積時間（Ｔ））を伝送パケットのヘッダー部に付加する。例えば、ＢＳデジタル伝
送方式を使用した場合、ＴＭＣＣ等のヘッダー部に記述して付加して付加情報として送信
する。パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段１２０は、時差送信のため時間調整されたパ
リティ部の伝送パケットを多重化手段１２１に出力する。
【００９２】
　多重化手段１２１は、上述に示す機能により生成された主データ部の伝送パケットと、
パリティ部の伝送パケットとを多重化する。このように多重化手段１２１への入力時点で
、主データ部とパリティ部の伝送パケットデータに時差を有することで、従来の多重化、
変調、送信の各機能を用いることができる。
【００９３】
　これにより、主データ部とパリティ部とを時差送信することにより、降雨減衰等による
主データ部と主データに対応するパリティ部とが両方欠落してしまうことを回避すること
ができる。したがって、長周期インターリーブ伝送方式において必要となるパリティ量の
増加や蓄積時間の長時間化を行うことなく、所望のデータの正受信率を達成するのに必要
な蓄積時間を短縮することができる。
【００９４】
　なお、上述した送信装置４１は、パリティ部を主データ部よりも遅く送信する場合につ
いて説明したが、本発明についてはこの限りではなく、主データ部よりも早くパリティ部
を送信するよう時差設定してもよい。
【００９５】
　＜受信装置機能構成＞
　次に、本実施形態における受信装置４２の具体的な機能構成例について、図を用いて説
明する。図７は、本実施形態における受信装置の機能構成の一例を示す図である。なお、
受信装置４２における復調部までの機能は、ＢＳデジタル放送等に代表される従来技術で
用いられている機能と同様であるため、図７は主に本発明に係る復調後の各構成部の機能
について説明する。
【００９６】
　図７に示す受信装置４２は、主データ処理部５９として、時間調整ＦＩＦＯ手段１４２
と、第１ｋ－ＦＩＦＯ手段１４３と、第１データ消失手段１４４とを有するよう構成され
ている。また、パリティ処理部６０として、第２ｋ－ＦＩＦＯ手段１４５と、第２データ
消失手段１４６とを有するよう構成されている。また、受信装置４２は、多重分離手段１
４１と、再多重化手段１４７と、第１切替手段１４８と、第１制御手段１４９と、第１蓄
積手段１５０と、第２蓄積手段１５１と、第２切替手段１５２と、Ｋ－ＦＩＦＯ手段１５
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３と、データ消失訂正手段１５４と、第３切替手段１５５と、第２制御手段１５６と、第
３蓄積手段１５７と、第４蓄積手段１５８と、第４切替手段１５９とを有するよう構成さ
れている。
【００９７】
　ここで、図７において、第１切替手段１４８と、第１制御手段１４９と、第１蓄積手段
１５０と、第２蓄積手段１５１と、第２切替手段１５２と、第３切替手段１５５と、第２
制御手段１５６と、第３蓄積手段１５７と、第４蓄積手段１５８と、第４切替手段１５９
とは、蓄積部６２に設けられる機能である。
【００９８】
　更に、第１蓄積手段１５０と、第２蓄積手段１５１と、第３蓄積手段１５７と、第４蓄
積手段１５８とは、データの書き込み速度、読み出し速度、蓄積容量が全て同一であるも
のとする。また、第１蓄積手段１５０及び第２蓄積手段１５１は、蓄積するフレーム内の
全データ部分の書き込みが終了した時点で制御信号である電圧Ｈｉｇｈを第１制御手段１
４９に出力する。また、第３蓄積手段１５７及び第４蓄積手段１５８は、蓄積フレーム内
のＭＰＥＧパケットデータの書き込みが終了した時点で制御信号である電圧Ｈｉｇｈを第
２制御手段１５６に出力する。
【００９９】
　また、図７に示すように、第１蓄積手段１５０及び第２蓄積手段１５１と、第３蓄積手
段１５７及び第４蓄積手段１５８とがそれぞれ対になっている理由は、上述した送信装置
と同様にダブルバッファ構成にしてデータの停滞を防止するためである。なお、データ蓄
積手段は、２つに限らず複数であればよい。
【０１００】
　また、第１切替手段１４８及び第３切替手段１５５は、それぞれ第１制御手段１４９及
び第２制御手段１５６からの制御信号である電圧Ｈｉｇｈを受信したとき、入力されるデ
ータを図７に示すＳｉｄｅ１に出力し、制御信号の電圧Ｌｏｗを受信したとき、入力され
るデータを図７に示すＳｉｄｅ２に出力するスイッチの役割を果たす。
【０１０１】
　一方、第２切替手段１５２及び第４切替手段１５９は、それぞれ第１制御手段１４９及
び第２制御手段１５６からの制御信号である電圧Ｈｉｇｈを受信したとき、図７に示すＳ
ｉｄｅ２からのデータに切り替えて出力し、制御信号の電圧Ｌｏｗを受信したとき、図７
に示すＳｉｄｅ１からのデータに切り替えて出力するスイッチの役割を果たす。
【０１０２】
　更に、第１制御手段１４９は、第１切替手段１４８と、第１蓄積手段１５０と、第２蓄
積手段１５１と、第２切替手段１５２とにおける動作を制御する。具体的には、第１蓄積
手段１５０又は第２蓄積手段１５１からの制御信号の電圧Ｈｉｇｈを受け付ける度に、各
部へ同一の制御信号の電圧ＨｉｇｈもしくはＬｏｗを切り替えて出力する。
【０１０３】
　同様に、第２制御手段１５６は、第３切替手段１５５と、第３蓄積手段１５７と、第４
蓄積手段１５８と、第４切替手段１５９とにおける動作を制御する。具体的には、第３蓄
積手段１５７又は第４蓄積手段１５８からの制御信号の電圧Ｈｉｇｈを受け付ける度に、
各部へ同一の制御信号の電圧ＨｉｇｈもしくはＬｏｗを切り替えて出力する。
【０１０４】
　また、第１ｋ－ＦＩＦＯ手段１４３、第２ｋ―ＦＩＦＯ手段１４５、及びＫ－ＦＩＦＯ
手段１５３は、数百バイト程度のＦＩＦＯ部を想定しており、それぞれＲＳ符号の符号長
に対応している。また、時間調整ＦＩＦＯ手段１４２は、送信側で遅延させたパリティ送
信時差分の調整を行う。
【０１０５】
　＜受信側の具体的なデータ処理内容＞
　次に、受信側の具体的なデータ処理内容について説明する。復調後のデータは、多重分
離手段１４１に入力され主データ部の伝送パケットとパリティ部の伝送パケットに分離さ
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れる。多重分離手段１４１は、分離した主データ部の伝送パケットを主データ処理部５９
に出力し、パリティ部の伝送パケットをパリティ処理部６０に出力する。
【０１０６】
　主データ処理部５９において、時間調整ＦＩＦＯ手段１４２は送信側で生成したパリテ
ィ送信時差を基に戻すため主データ部の伝送パケットの遅延を行う。つまり、時間調整Ｆ
ＩＦＯ手段１４２は、入力した主データ部の伝送パケットの出力を時差分遅延させる。な
お、この時間差を吸収するためのＦＩＦＯの容量については、送信装置側で上述したＴＭ
ＣＣ等に付加された蓄積時間（Ｔ）や予め設定された蓄積時間、及び伝送パケット速度（
Ｒ）等から算出することができる。
【０１０７】
　時間調整ＦＩＦＯ手段１４２は、遅延させた後の出力データを第１ｋ－ＦＩＦＯ手段１
４３に出力する。第１ｋ－ＦＩＦＯ手段１４３は、ｋバイト単位のデータの入力及び出力
を行い、ｋバイト単位のデータを第１データ消失手段１４４に出力する。第１データ消失
手段１４４は、入力された主データ部の伝送パケット（ＲＳ（ｋ，ｍ）符号、ｎ＝ｋ－ｍ
）に対して誤り位置を検出する。
【０１０８】
　例えば、誤り数がｎ／２バイトを超える場合には、ＲＳ復号は行わず符号長分のデータ
を消失させて、そのパケットのデータを出力しないようにする。ただし、このときの蓄積
手段への書き込み位置はカウントされており、消失したパケット部分には、ＮＵＬＬ等の
初期値等がセットされる。また、誤り数がｎ／２バイト以下の場合には誤り検出及び訂正
を行う。
【０１０９】
　通常、ＲＳ符号では、誤りの検出を行ってから誤りの訂正を行うため、検査ブロックｎ
に対してｎ／２バイトで誤りの検出、残りのｎ／２バイトで誤りの訂正を行う。しかしな
がら、消失位置がわかっていればｎバイトの全データを復元する消失訂正が可能である。
消失訂正ができれば、単に誤り位置の検出と訂正を行う通常のＲＳ復号方式に比べて２倍
のデータ数を訂正できることになる。また、第１データ消失手段１４４は、復号化された
伝送パケットを再多重化手段１４７に出力する。
【０１１０】
　一方、パリティ処理部６０において、第２ｋ－ＦＩＦＯ手段１４５は第１ｋ－ＦＩＦＯ
手段１４３と同様にｋバイト単位のデータの入力及び出力を行い、ｋバイト単位のパリテ
ィ部の伝送パケットデータを第２データ消失手段１４６に出力する。第２データ消失手段
１４６は、入力されたパリティ部の伝送パケットに対して誤り位置を検出する。
【０１１１】
　ここでは、第１データ消失手段１４４と同様に、誤り数がｎ／２バイトを超える場合に
は、ＲＳ復号は行わず符号長分のデータを消失させて、そのパケットのデータを出力しな
いようにする。ただし、このときの蓄積手段への書き込み位置はカウントされており、消
失したパケット部分には、ＮＵＬＬ等の初期値等がセットされる。また、誤り数がｎ／２
バイト以下の場合には誤り検出及び訂正を行う。第２データ消失手段１４６は、復号化さ
れたパリティデータを再多重化手段１４７に出力する。
【０１１２】
　再多重化手段１４７は、主データ処理部５９と、パリティ処理部６０とから得られる伝
送パケットを多重化する。また、再多重化手段１４７は、再多重化後のデータを第１切替
手段１４８に出力する。第１切替手段１４８は、例えば第１制御手段１４９からの制御信
号である電圧Ｈｉｇｈを受けＳｉｄｅ１の第１蓄積手段１５０に伝送パケットを出力する
。
【０１１３】
　ここで、第１蓄積手段１５０及び第２蓄積手段１５１におけるデータの書き込み順序、
読み出し順序について図を用いて説明する。図８は、第１蓄積手段及び第２蓄積手段にお
けるデータの書き込み順序、読み出し順序を説明するための一例の図である。また、図８
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は第１蓄積手段１５０及び第２蓄積手段１５１に蓄積される伝送パケットのフレーム構成
例を示している。第１蓄積手段１５０は、入力された伝送パケットを図８に示す矢印１３
５の順にしたがってＫ×Ｌバイト分のデータを書き込む。
【０１１４】
　なお、伝送途中で降雨減衰等によって生じたデータ欠落は消失パケット（消失ｐａｃｋ
ｅｔ）として、図８に示すようにＸ軸方向に連続して発生していることになる。しかしな
がら、これをＹ軸方向、つまり矢印１３６の順に読み出すことにより、パケットの消失に
対するデータ欠落は１／Ｌバイトにすぎず、更にデータがパケット単位で消失化している
ので、誤り位置を容易に特定することができ、従来方式と比べて効果的に誤り訂正を行う
ことができる。
【０１１５】
　次に、第１蓄積手段１５０は、伝送フレーム分の書き込みが終了した後、第１制御手段
１４９に制御信号である電圧Ｈｉｇｈを送信して第１制御手段１４９からの制御信号であ
る電圧Ｌｏｗを受信するまで待機する。
【０１１６】
　また、第１蓄積手段１５０は、第１制御手段１４９からの制御電圧Ｌｏｗを受信後、図
８に示す矢印１３６の順にしたがってＫ×Ｌバイト分の伝送パケットを読み出し、第２切
替手段１５２に出力する。
【０１１７】
　その後、第２切替手段１５２は、第１蓄積手段１５０により出力されたデータをＫ－Ｆ
ＩＦＯ手段１５３に出力する。Ｋ－ＦＩＦＯ手段１５３は、Ｋバイト単位でデータの入力
及び出力を行う。なお、Ｋバイトは、図８におけるＹ軸方向、つまり、ＲＳ符号における
符号長に対応する。
【０１１８】
　Ｋ－ＦＩＦＯ手段１５３は、Ｋバイトのデータをデータ消失訂正手段１５４に出力する
。データ消失訂正手段１５４は、入力されたデータの消失訂正を行う。つまり、符号内の
消失位置がわかっているデータに対しての訂正処理のみを行う。なお、第１蓄積手段１５
０に蓄積されていないパケットは、消失化されていることになる。つまり、この消失位置
が誤り位置となるため誤り位置を容易に特定することができ、効率的に誤り訂正を行うこ
とができる。
【０１１９】
　データ消失訂正手段１５４は、消失訂正後のＭＰＥＧパケットを、第３切替手段１５５
に出力する。第３切替手段１５５は、第２制御手段１５６からの制御信号である電圧Ｈｉ
ｇｈを受けＳｉｄｅ１の第３蓄積手段１５７にＭＰＥＧパケットを出力する。
【０１２０】
　ここで、第３蓄積手段１５７及び第４蓄積手段１５８にて蓄積されるデータの書き込み
順序、読み出し順序について図を用いて説明する。図９は、第３蓄積手段及び第４蓄積手
段におけるデータの書き込み順序、読み出し順序について説明するための一例の図である
。第３蓄積手段１５７及び第４蓄積手段１５８は、図９に示すフレーム分（Ｍ×Ｌバイト
分）の書き込みが矢印１３７の順にしたがって行われる。
【０１２１】
　第３蓄積手段１５７は、Ｍ×Ｌバイト分の書き込みが終了後、第２制御手段１５６に制
御信号である電圧Ｈｉｇｈを出力する。また、第３蓄積手段１５７は、第２制御手段１５
６からの制御信号である電圧Ｌｏｗを受信後、図９に示す矢印１３８の順にしたがってデ
ータの読み出しを行い、ＭＰＥＧデータを第４切替手段１５９に出力する。第４切替手段
１５９は、第２制御手段１５６からの制御によりＭＰＥＧデータを出力（再生）する。
【０１２２】
　上述したように本構成を用いることにより、例えば長周期インターリーブ伝送方式で生
成される蓄積フレームを用いて、パリティ時差送信（ＰＴＤ）方式を行うことで、従来技
術と同等の伝送効率で比較したとき、所望の蓄積データの正受信率を得るのに必要な蓄積
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時間を短縮することができる。
【０１２３】
　なお、上述した受信装置４２は、パリティ部の送信時差が主データ部よりも遅い場合に
ついて説明したが、本発明についてはこの限りではなく、主データ部よりも早くパリティ
部の伝送パケットを送信される場合には、例えば図７において主データ処理部５９にある
時間調整ＦＩＦＯ手段１４２をパリティ処理部６０に設けて時差調整を行ったり、主デー
タ処理部５９とパリティ処理部の両方に時間調整ＦＩＦＯ手段を設けて時差調整を行う。
【０１２４】
　＜従来と本発明との比較＞
　ここで、従来方式と本発明を適用した伝送方式との比較を、伝送効率を同条件（５０％
）にした蓄積時間と蓄積データの正受信率との関係を示す測定結果に基づいて説明する。
【０１２５】
　ここで、降雨減衰データとして、２０００年５月～２００２年１２月の期間を使用し、
現行の１２ＧＨｚ帯ＢＳデジタル放送の伝送方式に長周期インターリーブ伝送方式と、パ
リティ時差送信方式とを適用した。
【０１２６】
　更に、ＢＳデジタル放送用伝送パラメータは、衛星ＥＩＲＰ（Ｅｑｕｉｖａｌｅｎｔ　
Ｉｓｏｔｒｏｐｉｃａｌｌｙ　Ｒａｄｉａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ）を５９ｄＢＷとし、変調
方式をＴＣ８ＰＳＫ（Ｔｒｅｌｌｉｓ　Ｃｏｄｅｄ　８　Ｐｈａｓｅ　Ｓｈｉｆｔ　Ｋｅ
ｙｉｎｇ）とし、降雨マージンを４．８ｄＢとし、変調速度を２８．８６Ｍｂａｕｄとし
、受信アンテナ径を４５ｃｍ（効率：７０％）とし、ＲＳ符号化における符号長も同条件
とした。
【０１２７】
　上述した条件に基づいて測定した蓄積時間と蓄積データの正受信率との関係を図１０に
示す。図１０に示すように、従来の長周期インターリーブ伝送方式と本発明のパリティ時
差送信方式とを比較すると、正受信率１００％を達成するのに長周期インターリーブ伝送
方式の場合は約４時間の蓄積時間を必要とするのに対し、本発明のパリティ時差送信方式
の場合は約３時間の蓄積時間だけでよく、蓄積時間を１時間程度短くすることができる。
【０１２８】
　上述したように本発明によれば、長周期インターリーブ伝送方式において必要となるパ
リティ量の増加や蓄積時間の長時間化を行うことなく、所望のデータの正受信率を達成す
るのに必要な蓄積時間を短縮することができる。
【０１２９】
　以上本発明の好ましい実施形態について詳述したが、本発明は係る特定の実施形態に限
定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、種
々の変形、変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】従来における長周期インターリーブ伝送システムの概略構成を示す一例の図であ
る。
【図２】図１における送信装置にて構成される蓄積フレームの一例を示す図である。
【図３】本発明におけるパリティ時差送信システムの概略構成を示す一例の図である。
【図４】本実施形態における送信装置の機能構成の一例を示す図である。
【図５】ＭＰＥＧパケットの書き込み順序、読み出し順序について説明するための一例の
図である。
【図６】第１パリティ蓄積手段及び第２パリティ蓄積手段におけるデータの書き込み順序
、読み出し順序について説明するための一例の図である。
【図７】本実施形態における受信装置の機能構成の一例を示す図である。
【図８】第１蓄積手段及び第２蓄積手段におけるデータの書き込み順序、読み出し順序を
説明するための一例の図である。
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【図９】第３蓄積手段及び第４蓄積手段におけるデータの書き込み順序、読み出し順序に
ついて説明するための一例の図である。
【図１０】蓄積時間と蓄積データの正受信率との関係を示す図である。
【符号の説明】
【０１３１】
　１０　　長周期インターリーブ伝送システム
　１１，４１　　送信装置
　１２，４２　　受信装置
　１３，４３　　放送衛星
　２１　　長周期インターリーバ
　２２　　第１ＲＳ符号化部
　２３　　第２ＲＳ符号化部
　２４，５４　　変調部
　２５，５５　　送信アンテナ
　２６，５６　　受信アンテナ
　２７，５７　　復調部
　２８　　第１ＲＳ復号化部
　２９　　長周期デインターリーバ
　３０　　第２ＲＳ復号化部
　４０　　パリティ時差送信システム
　５１，５９　　主データ処理部
　５２，６０　　パリティ処理部
　５３　　多重化部
　５８　　多重分離部
　５９　　主データ処理部
　６１　　再多重化部
　６２　　蓄積部
　６３　　第３ＲＳ復号化部
　７１，１０２　　第１ＲＳ符号化手段
　７２　　時間調整用バッファ手段
　７３　　データ蓄積手段
　７４，１１０　　第２ＲＳ符号化手段
　７５，１１１　　パリティ抽出手段
　７６　　パリティ蓄積手段
　７７　　第３ＲＳ符号化手段
　７８　　パリティ送信間隔制御用バッファ手段
　１０１　第１ｍ－ＦＩＦＯ手段
　１０３　時間調整ＦＩＦＯ手段
　１０４　第１主データ切替手段
　１０５　第１主データ蓄積手段
　１０６　第２主データ蓄積手段
　１０７　主データ制御手段
　１０８　第２主データ切替手段
　１０９　Ｍ－ＦＩＦＯ手段
　１１２　バイトクロックカウンタ
　１１３　第１パリティ切替手段
　１１４　第１パリティ蓄積手段
　１１５　第２パリティ蓄積手段
　１１６　パリティ制御手段
　１１７　第２パリティ切替手段
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　１１８　第２ｍ－ＦＩＦＯ手段
　１１９　第３ＲＳ符号化手段
　１２０　パリティ送信間隔制御用ＦＩＦＯ手段
　１３１～１３８　矢印
　１４１　多重分離手段
　１４２　時間調整ＦＩＦＯ手段
　１４３　第１ｋ－ＦＩＦＯ手段
　１４４　第１データ消失手段
　１４５　第２ｋ－ＦＩＦＯ手段
　１４６　第２データ消失手段
　１４７　再多重化手段
　１４８　第１切替手段
　１４９　第１制御手段
　１５０　第１蓄積手段
　１５１　第２蓄積手段
　１５２　第２切替手段
　１５３　Ｋ－ＦＩＦＯ手段
　１５４　データ消失訂正手段
　１５５　第３切替手段
　１５６　第２制御手段
　１５７　第３蓄積手段
　１５８　第４蓄積手段
　１５９　第４切替手段

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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