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(57)【要約】
　受信性能および等化性能の向上されたデジタル放送送
受信システムおよびその信号処理方法が開示される。
　本発明に係るデジタル放送送信機は、所定の位置にス
タッフバイトの挿入されたデータストリームが入力され
ランダム化するランダム化部と、前記スタッフバイトを
代置する特定シーケンスからなる既知データを生成する
シーケンス提供部と、ランダム化された前記データスト
リームのうち前記スタッフバイトの挿入された前記位置
に前記既知データを挿入するスタッフバイト交換部と、
前記スタッフバイト交換部で出力された前記データスト
リームをエラー訂正のためにエンコーディングするエン
コーディング部と、エンコードされた前記データストリ
ームを変調してＲＦ変換し伝送する伝送部と、を含む。
従って、デジタル放送受信機で受信された伝送信号から
既知データを検出し同期と等化のために用いることによ
って劣悪したマルチパスチャネルでのデジタル放送受信
性能を改善させることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の位置にスタッフバイトの挿入されたデータストリームが入力されランダム化する
ランダム化部と、
　前記スタッフバイトを代置する特定シーケンスからなる既知データを生成するシーケン
ス提供部と、
　ランダム化された前記データストリームのうち前記スタッフバイトの挿入された前記位
置に前記既知データを挿入するスタッフバイト交換部と、
　前記スタッフバイト交換部で出力された前記データストリームをエラー訂正のためにエ
ンコーディングするエンコーディング部と、
　エンコードされた前記データストリームを変調してＲＦ変換し伝送する伝送部と、を含
むことを特徴とするデジタル放送送信機。
【請求項２】
　前記データストリームは、前記スタッフバイトの挿入された前記所定の位置に対する情
報を含むことを特徴とする請求項１に記載のデジタル放送送信機。
【請求項３】
　前記情報は、前記スタッフバイトの挿入された前記位置より先行して挿入され、前記ス
タッフデータの長さに対する情報を含むことを特徴とする請求項２に記載のデジタル放送
送信機。
【請求項４】
　前記情報に応じて、前記スタッフバイト交換部が前記位置で前記既知データを挿入する
ように制御するための制御信号を発生する制御信号生成部を更に含むことを特徴とする請
求項３に記載のデジタル放送送信機。
【請求項５】
　前記エンコーディング部は、
　チャネルによって発生するエラーを訂正するために所定バイトのパリティーを付け加え
るリードソロモンエンコーダと、
　パリティーの付加された前記データに対して所定のパターンでデータインターリービン
グを行なうインターリーバと、
　インターリービングされた前記データに対してトレリスエンコーディングを行うトレリ
スエンコーダと、を含むことを特徴とする請求項１に記載のデジタル放送送信機。
【請求項６】
　前記トレリスエンコーダは、トレリス符号化動作のためのメモリ素子を有し、前記既知
データの挿入された前記位置から前記メモリ素子を初期化してトレリス符号化を行なうこ
とを特徴とする請求項５に記載のデジタル放送送信機。
【請求項７】
　前記リードソロモンエンコーダから前記データストリームが入力されて一時保存するパ
ケットバッファーを更に含むことを特徴とする請求項６に記載のデジタル放送送信機。
【請求項８】
　前記パケットバッファーは、前記トレリスエンコーダから前記メモリ素子初期化に応じ
て変更された前記データを入力して保存された前記データを更新することを特徴とする請
求項７に記載のデジタル放送送信機。
【請求項９】
　前記パケットバッファーから入力される、更新された前記データに対するリードソロモ
ンエンコーディングを行って変更されたパリティーを生成し、前記トレリスエンコーダに
出力して前記リードソロモンエンコーダにより付加された前記パリティーを代置するパリ
ティー再構成部を更に含むことを特徴とする請求項８に記載のデジタル放送送信機。
【請求項１０】
　前記インターリーバは、前記リードソロモンエンコーダから出力された複数の相異なる
データストリームの同一位置に挿入された既知データを、連続するデータストリームとし
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て出力することを特徴とする請求項１に記載のデジタル放送送信機。
【請求項１１】
　前記伝送部は、残留側波帯変調方式に基づいて前記データ変調を行なうことを特徴とす
る請求項１に記載のデジタル放送送信機。
【請求項１２】
　所定の位置にスタッフバイトの挿入されたデータストリームが入力されランダム化する
ステップと、
　既に定義された特定シーケンスを既知データとして生成するステップと、
　ランダム化された前記データストリームのうち前記スタッフバイトの挿入された前記位
置に前記既知データを挿入するステップと、
　前記既知データの挿入された前記データストリームをエラー訂正のためにエンコーディ
ングするステップと、
　エンコーディングされた前記データストリームを変調しＲＦ変換して伝送するステップ
と、を含むことを特徴とするデジタル放送送信のための信号処理方法。
【請求項１３】
　前記エンコーディングステップが、
　チャネルにより発生するエラーを訂正するために所定バイトのパリティーを付け加える
リードソロモンエンコーディングステップと、
　パリティーの付加された前記データに対して所定のパターンでデータインターリービン
グを行なうインターリービングステップと、
　インターリービングされた前記データに対してトレリスエンコーディングを行なうステ
ップと、を含むことを特徴とする請求項１２に記載のデジタル放送送信のための信号処理
方法。
【請求項１４】
　前記トレリスエンコーディングステップは、トレリス符号化動作のために利用される所
定のメモリ素子に対して、前記既知データの挿入された前記位置で前記メモリ素子の初期
化を行い、前記トレリス符号化を行なうことを特徴とする請求項１３に記載のデジタル放
送送信のための信号処理方法。
【請求項１５】
　前記リードソロモンエンコーディングステップにおいて生成された前記データストリー
ムを入力して一時保存し、前記トレリスエンコーディングステップから前記メモリ素子初
期化によって変更された前記データを入力し更新するステップを更に含むことを特徴とす
る請求項１４に記載のデジタル放送送信のための信号処理方法。
【請求項１６】
　符号化の行なわれた前記データに対してリードソロモンエンコーディングを行って変更
されたパリティーを生成し、前記トレリスエンコーディングステップに回帰して前記リー
ドソロモンエンコーディングステップで付加された前記パリティーを代置して付加し、ト
レリス符号化を行なうパリティー再構成ステップを更に含むことを特徴とする請求項１５
に記載のデジタル放送送信のための信号処理方法。
【請求項１７】
　前記送信ステップは、残留側波帯変調方式に基づいて前記データの変調を行なうことを
特徴とする請求項１２に記載のデジタル放送送信のための信号処理方法。
【請求項１８】
　所定の位置にスタッフバイトの挿入されたデータストリームに対して、前記位置に既に
定義された特定シーケンスからなる既知データを挿入しエンコーディングが行なわれた信
号をデジタル放送送信機から受信して基底帯域の信号に復調する復調部と、
　復調された前記信号から前記既知データを検出する既知データ検出部と、
　検出された前記既知データを利用して復調された前記信号を等化する等化部と、
を含むことを特徴とするデジタル放送受信機。
【請求項１９】
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　前記既知データ検出部が、
　受信された信号から前記既知データの挿入された前記所定の位置に対する情報を検出す
るシンボル個数検出部と、
　前記位置を所定の識別標識で表示した少なくとも１つのセグメントを含むデータフレー
ムを生成するセグメントフラッグ生成部と、
　前記データフレームに対して前記デジタル放送送信機で行なわれるエラー訂正符号化動
作を行なうトレリスインターリーバと、
　符号化動作が行なわれた前記データフレームのうち前記識別標識が表示された前記位置
に前記既知データを挿入し出力する既知データ抽出部と、
を含むことを特徴とする請求項１８に記載のデジタル放送受信機。
【請求項２０】
　前記既知データ検出部は、検出された前記既知データを前記復調部に出力し、前記復調
部は前記既知データを利用して前記復調を行なうことを特徴とする請求項１８に記載のデ
ジタル放送受信機。
【請求項２１】
　所定の位置にスタッフバイトの挿入されたデータストリームに対して、前記位置に既に
定義された特定シーケンスからなる既知データを挿入してエンコーディングを行なった信
号をデジタル放送送信機から受信し基底帯域の信号に復調するステップと、
　復調された前記信号から前記既知データを検出するステップと、
　検出された前記既知データを利用して復調された前記信号を等化するステップと、を含
むことを特徴とするデジタル放送受信のための信号処理方法。
【請求項２２】
　前記既知データ検出ステップが、
　受信された信号から前記既知データの挿入された前記所定の位置に対する情報を検出す
るステップと、
　前記位置を所定の識別標識で示した少なくとも１つのセグメントを含むデータフレーム
を生成するステップと、
　前記データフレームに対して前記デジタル放送送信機で行なわれるエラー訂正符号化動
作を行なうステップと、
　符号化動作が行なわれた前記データフレームのうち前記識別標識が表示された前記位置
に前記既知データを挿入して出力するステップと、
を含むことを特徴とする請求項２１に記載のデジタル放送受信のための信号処理方法。
【請求項２３】
　前記既知データの検出ステップは、検出された前記既知データを前記復調ステップに出
力し、前記復調ステップは、前記既知データを利用して前記復調を行なうことを特徴とす
る請求項２１に記載のデジタル放送受信のための信号処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタル放送送受信システムに関し、詳細にはＭＰＥＧ－２ＴＳストリーム
にスタッフバイト（Ｓｔｕｆｆ　ｂｙｔｅ）を生成し、それを利用した既知データを、そ
のパターンを操作して送信することにより、受信システムの受信性能と等化性能の向上さ
れたデジタル放送送受信システム及びその信号処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国向け地上波デジタル放送システムであるＡＴＳＣ　ＶＳＢ方式はシングルキャリア
方式であり、３１２セグメント単位でフィールド同期信号を使用している。これにより劣
ったチャネル、特にドップラーフェ－ディングチャネルにおける受信性能は良好でなかっ
た。
【０００３】



(5) JP 2008-503915 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

　図１は一般の米国向け地上波デジタル放送システムであって、ＡＴＳＣ　ＤＴＶ規格に
よる送受信機を示したブロック図である。図１におけるデジタル放送送信機は、ＭＰＥＧ
－２ＴＳストリームをランダム化させるランダム化部１１０、チャネルにより生じるエラ
ー訂正を行なうために連結符号化器（Ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｅｄ　ｃｏｄｅｒ）形態であ
るＲＳ（リードソロモン）エンコーダ１２０、インターリーバ１３０、及びトレリスエン
コーダ（２／３ｒａｔｅ　ｔｒｅｌｌｉｓ　ｅｎｃｏｄｅｒ）１４０を含む。エンコーデ
ィングされたデータは、８レベルシンボルでマッピングを行なってから、図２のデータフ
ォーマットのようにフィールドシンクとセグメントシンクを挿入する。その後、パイロッ
トを挿入しＶＳＢ変調を行なってからＲＦに変換し伝送するようになる。
【０００４】
　一方、図１のデジタル放送受信機はこの逆過程であって、ＲＦ信号をベースバンドに低
くし、これを復調及び等化してからチャネルデコーディングを行なうことで元の信号を復
元する。図２は、米国向け地上波ＤＴＶシステムのＶＳＢデータフレームを示している。
図２において、１つのフレームは２つのフィールドからなり、１つのフィールドは３１２
個のデータセグメントとフィールドシンクセグメントからなる。１つのセグメントは４シ
ンボルのセグメントシンクと８２８個のデータシンボルからなる。
【０００５】
　図１に図示されたように、デジタル放送送信機は、ＭＰＥＧ－２ＴＳストリームをラン
ダム化部１１０を通じてデータランダム化を行い、ランダム化されたデータは、外符号化
器であるＲＳエンコーダ１２０を通じて外符号化し、符号化されたデータはインターリー
バ１３０を通じてデータ分散される。インターリービングされたデータは１２シンボル単
位でトレリスエンコーダ１４０を介して内符号化される。この内符号化されたデータは、
８レベルシンボルでマッピングが行なわれてから、図２のデータフォーマットのようにフ
ィールドシンクとセグメントシンクを挿入する。その後、パイロット生成のためにＤＣオ
フセットを与え、ＶＳＢ変調を行ってからＲＦで変換して伝送するようになる。
【０００６】
　一方、図１のデジタル放送受信機は、チャネルを通じて受信された信号をチューナ／Ｉ
Ｆ（図示せず）を介してＲＦ信号をベースバンド信号に切替える。この基底信号は、同期
検出及び復調部２１０を通じて復調が行なわれ、等化器２２０を通じてチャネルのマルチ
パスによるチャネル歪曲を補償する。等化された信号はトレリスデコーダー２３０を通じ
てエラー訂正を行いシンボルデータに復号する。復号されたデータはデインターリーバ２
４０を通じてデジタル放送送信機のインターリーバ１３０によって分散したデータを再整
列する。デインターリービングされたデータは、ＲＳデコーダー２５０を通じてエラー訂
正を行なう。ＲＳデコーダー２５０を通じて訂正されたデータは、逆ランダム化部２６０
を介して逆ランダム化が行なわれ、ＭＰＥＧ－２ＴＳストリームを出力する。
【０００７】
　図２の米国向け地上波ＤＴＶシステムのＶＳＢデータフレームにおいて、１つのセグメ
ントはＭＰＥＧ－２パケット１つに対応される。図２において、シンク信号であるセグメ
ントシンクとフィールドシンクは同期及び等化のために使用される。フィールドシンク及
びセグメントシンクは既知シーケンスであって、等化器にてトレーニングデータとして使
用される。
【０００８】
　図１の米国向け地上波ＤＴＶシステムのＶＳＢ方式は、単一搬送波方式であって、これ
はドップラーを持つマルチパスフェ－ディングチャネルでマルチパスを取除く能力が劣っ
ている。しかし、フィールドシンクのように既知シーケンスが大いに使用されれば、該既
知シーケンスを用いてチャネル推定及び等化器にてマルチパスにより歪曲された信号の補
償が容易になる。
【０００９】
　しかしながら、図２の米国向け地上波ＤＴＶシステムのＶＳＢデータフレームから分か
るように、既知シーケンスであるフィールドシンクは３１３セグメントごとに一回ずつ現
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われる。これは極めて少ない量であり、これを用いてマルチパスをとり除き、且つ受信さ
れた信号を等化するには限界がある。
【特許文献１】韓国公開特許第２００２－０６２０７６号公報
【特許文献２】日本公開特許平５－１４５４５２号公報
【特許文献３】米国特許第２００３－０６５９９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、送信システムにて既に定義された既知シーケンスを与えてパターンを
操作し信号を送信することにより、受信システムの受信性能および等化性能の向上を図る
ことのできるデジタル放送送信システム及びその信号処理方法、それに対応するデジタル
放送受信システム及びその信号処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係るデジタル放送送信機は、所定の位置にスタッフバイトの挿入されたデータ
ストリームが入力されランダム化するランダム化部と、前記スタッフバイトを代置する特
定シーケンスからなる既知データを生成するシーケンス提供部と、ランダム化された前記
データストリームのうち前記スタッフバイトの挿入された前記位置に前記既知データを挿
入するスタッフバイト交換部と、前記スタッフバイト交換部で出力された前記データスト
リームをエラー訂正のためにエンコーディングするエンコーディング部と、エンコードさ
れた前記データストリームを変調してＲＦ変換し伝送する伝送部と、を含む。
【００１２】
　好ましくは、前記データストリームは、前記スタッフバイトの挿入された前記所定の位
置に対する情報を含む。
【００１３】
　また、前記情報は、前記スタッフバイトの挿入された前記位置より先行して挿入され、
前記スタッフデータの長さに対する情報を含むことがより好ましい。
【００１４】
　さらに、前記情報に応じて、前記スタッフバイト交換部が前記位置で前記既知データを
挿入するように制御するための制御信号を発生する制御信号生成部を更に含むことが好ま
しい。
【００１５】
　なお、前記エンコーディング部は、チャネルによって発生するエラーを訂正するために
所定バイトのパリティーを付け加えるＲＳエンコーダと、パリティーの付加された前記デ
ータに対して所定のパターンでデータインターリービングを行なうインターリーバと、イ
ンターリービングされた前記データに対してトレリスエンコーディングを行なうトレリス
エンコーダと、を含むことを特徴とする。
【００１６】
　また、前記トレリスエンコーダは、トレリス符号化動作のためのメモリ素子を有し、前
記既知データの挿入された前記位置から前記メモリ素子を初期化してトレリス符号化を行
なうことが好ましい。
【００１７】
　より好ましくは、前記ＲＳエンコーダから前記データストリームが入力されて一時保存
するパケットバッファーを更に含む。
【００１８】
　また、前記パケットバッファーは、前記トレリスエンコーダから前記メモリ素子初期化
に応じて変更された前記データを入力して保存された前記データを更新することができる
。
【００１９】
　そして、前記パケットバッファーから入力される、更新された前記データに対するＲＳ
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エンコーディングを行って変更されたパリティーを生成し、前記トレリスエンコーダに出
力して前記ＲＳエンコーダにより付加された前記パリティーを代置するパリティー再構成
部を更に含むことが好ましい。
【００２０】
　好ましくは、前記インターリーバは、前記ＲＳエンコーダから出力された複数の相異な
るデータストリームの同一位置に挿入された既知データを、連続するデータストリームと
して出力する。
【００２１】
　また、前記伝送部は、ＶＳＢ（残留側波帯）変調方式に基づいて前記データ変調を行な
うことが好ましい。
【００２２】
　一方、本発明に係るデジタル放送送信のための信号処理方法は、所定の位置にスタッフ
バイトの挿入されたデータストリームが入力されランダム化するステップと、既に定義さ
れた特定シーケンスを既知データとして生成するステップと、ランダム化された前記デー
タストリームのうち前記スタッフバイトの挿入された前記位置に前記既知データを挿入す
るステップと、前記既知データの挿入された前記データストリームをエラー訂正のために
エンコーディングするステップと、エンコーディングされた前記データストリームを変調
しＲＦ変換して伝送するステップと、を含む。
【００２３】
　さらに、本発明に係るデジタル放送送信機に対応するデジタル放送受信機は、所定の位
置にスタッフバイトの挿入されたデータストリームに対して、前記位置に既に定義された
特定シーケンスからなる既知データを挿入しエンコーディングが行なわれた信号をデジタ
ル放送送信機から受信して基底帯域の信号に復調する復調部と、復調された前記信号から
前記既知データを検出する既知データ検出部と、検出された前記既知データを利用して復
調された前記信号を等化する等化部と、を含む。
【００２４】
　好ましくは、前記既知データ検出部が、受信された信号から前記既知データの挿入され
た前記所定の位置に対する情報を検出するシンボル個数検出部と、前記位置を所定の識別
標識で表示した少なくとも１つのセグメントを含むデータフレームを生成するセグメント
フラッグ生成部と、前記データフレームに対して前記デジタル放送送信機で行なわれるエ
ラー訂正符号化動作を行なうトレリスインターリーバと、符号化動作が行なわれた前記デ
ータフレームのうち前記識別標識が表示された前記位置に前記既知データを挿入し出力す
る既知データ抽出部と、を含む。
【００２５】
　より好ましくは、前記既知データ検出部は、検出された前記既知データを前記復調部に
出力し、前記復調部は前記既知データを利用して前記復調を行なう。
【００２６】
　一方、本発明に係るデジタル放送受信のための信号処理方法は、所定の位置にスタッフ
バイトの挿入されたデータストリームに対して、前記位置に既に定義された特定シーケン
スからなる既知データを挿入してエンコーディングを行なった信号をデジタル放送送信機
から受信し基底帯域の信号に復調するステップと、復調された前記信号から前記既知デー
タを検出するステップと、検出された前記既知データを利用して復調された前記信号を等
化するステップと、を含む。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によると、デジタル放送送信機においてＭＰＥＧ－２ＴＳパケットにスタッフバ
イトを生成して挿入し、挿入されたスタッフバイトを既知データとして伝送しデジタル放
送受信機で既知データの検出を行なって使用することにより、劣悪したマルチパスチャネ
ルでデジタル放送受信性能を向上させることができる。
【００２８】
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　また、既知データのシーケンスが、等化器の動作性能を向上させることのできるパター
ンで操作されることにより、等化器性能が改善され、且つ受信機の受信性能も改善される
効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　以下、添付の図面に基づいて本発明の好適な実施形態を詳述する。
（実施形態）
　以下、図面に基づいて本発明について詳細に説明する。
【００３０】
　図３はＴＳ（トランスポートストリーム）パケットのフレーム構造図であり、図４はス
タッフバイトを含んだＴＳパケットのフレーム構造図である。図３のＴＳパケットは、Ｍ
ＰＥＧ－２ヘッダーと変形フィールドまたはＥＳデータから構成される。本発明によると
、図４のパケットに図３のようにスタッフバイトを挿入することで、全てのＴＳストリー
ムが変形フィールドの含まれた形態に構成される。
【００３１】
　すなわち、図４のＭＰＥＧ－２ＴＳストリームパケットは、１８８バイトのＭＰＥＧ－
２パケットとして、ＭＰＥＧシンクの含まれた４バイトの情報信号（ＭＰＥＧ－２ヘッダ
ー）と、１バイトの変形フィールドの長さを示す変形フィールド長さ区間と、１バイトそ
の他の情報とｎ個のスタッフバイトを有する変形フィールドデータ区間、及び１８８－（
４＋２＋ｎ）個のＥＳデータからなる。
【００３２】
　図５は本発明の一実施の形態に係るデジタル放送送受信システムを示すブロック図であ
る。図５において、デジタル放送送信機は、図４に示されたようなパケット構造を有する
ＭＰＥＧ－２パケットＴＳストリームがＴＳマルチプレクサ（図示せず）を介して入力さ
れる。
【００３３】
　図５に示すように、デジタル放送送信機は、入力されたＴＳストリームに対してデータ
をランダム化させるランダム化部３１０、ランダム化されたデータのうちスタッフバイト
に対して特定シーケンスでこれを代置するスタッフバイト交換部３１５、スタッフバイト
交換部３１５で出力されたデータに対してチャネルにより発生したエラー訂正を行なうた
めに連結コード形態で構成されるＲＳエンコーダ３２０、データインターリーブを行なう
データインターリーバ３３０、スタッフバイトに対してトレリスエンコーダ３４０のメモ
リを初期化するためＲＳエンコードされた基準データを保存し初期化値で代置するパケッ
トバッファー３２５、この変形された値を利用してＲＳエンコードを行いパリティーを生
成し再度トレリスエンコーダ３４０に入力するパリティー再構成部３３５、インターリー
バ３３０の出力をシンボルに変換し２／３ｒａｔｅトレリスエンコーディング及び８レベ
ルシンボルマッピングを行なうトレリスエンコーダ３４０、図２のデータフォーマットの
ようにフィールドシンクとセグメントシンクを挿入するマルチプレクサ３５０、その後パ
イロットを挿入しＶＳＢ変調を行ってＲＦに変換して伝送する伝送部３６０、からなる。
また、データ処理を制御し、信号生成を行なう制御信号生成部３７０が含まれる。
【００３４】
　図５に示すように、デジタル放送受信機は、送信機の逆過程であって、ＲＦ信号をベー
スバンドに低め、これを復調する復調部４１０、シンボルの相互干渉を取除く等化部４２
０、エラー訂正及び復号を行なうビタビデコーダー４３０、デインターリーバ４４０、Ｒ
Ｓデコーダー４５０、逆ランダム化部４６０を含む。また、復調されたデータから既知シ
ンボルの位置検出及び出力する既知データ検出部４７０を更に含む。
【００３５】
　また、図１２は、既知データ検出部（Ｋｎｏｗｎ　ｓｙｍｂｏｌ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　
ｄｅｔｅｃｔｏｒ／Ｋｎｏｗｎ　ｓｙｍｂｏｌ　ｏｕｔｐｕｔ）４７０を詳細に示すブロ
ック図であって、既知データ検出部４７０は、既知シンボル個数検出部４７１、セグメン
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トフラッグ生成部４７３、トレリスインターリーバ４７５、及び既知データ抽出部４７７
を含む。
【００３６】
　デジタル放送送信機でスタッフバイトの量（個数）情報をフィールドシンクデータセグ
メント区間の約束された部分に挿入すると、デジタル放送受信機の既知データ検出部４７
０の既知シンボル個数検出部４７１は既知データの量（個数）情報を検出し、この検出さ
れた量（個数）情報によってセグメントフラッグ生成部４７３及びトレリスインターリー
バ４７５により既知シンボルの位置情報を探索する。この獲得された位置情報から既知デ
ータ抽出部４７７で既知データを出力することでデジタル放送受信機の受信性能が向上さ
れるようになる。スタッフバイト量を認知すればスタッフバイトの位置は常に固定される
ことから、セグメントフラッグ生成部４７３とトレリスインターリーバ４７５はカウンタ
ー及び制御ロジックを使って具現することもできる。
【００３７】
　一方、図４に示されたようなパケット構造を有するＭＰＥＧ－２パケットＴＳストリー
ムは、ＴＳマルチプレクサ（図示せず）を通じてランダム化部３１０に入力されデータラ
ンダム化される。それからスタッフバイト交換部３１５によってスタッフバイト部分につ
いて特定シーケンスに代置することで出力される。スタッフバイト交換部３１５の出力は
チャネルにより発生され得るエラー訂正を行なうために、ＲＳエンコーダ３２０を通じて
外符号化され、外符号化されたデータはインターリーバ３３０を通じてデータ分散される
。
【００３８】
　尚、インタリーブされたデータは１２シンボル単位でトレリスエンコーダ３４０を通じ
て内符号化される。内符号化されたデータは８レベルシンボルでマッピングされてからマ
ルチプレクサ３５０によって、図１０に示すデータフォーマットのようにフィールド同期
信号とセグメント同期信号が挿入される。そして、パイロット生成のためにＤＣオフセッ
トを与えることでＶＳＢ変調を行なうと共にＲＦで変換して送信される。
【００３９】
　一方、制御信号生成部３７０は、図４に示す変形フィールド長さを検出し、これによっ
てスタッフバイトまたは既知シンボルシーケンスデータの位置を表示するフラッグ信号を
生成且つ出力する。
【００４０】
　また、図５におけるトレリスエンコーダ３４０は、既知シンボルシーケンスの開始点で
１２トレリスエンコーダ初期化を行なうことになるが、例えばエンコーダのメモリ素子で
の値を「００」状態にするためである。初期化によって変更されたシーケンスは、パケッ
トバッファー３２５に保存された値を代置し、パリティー再構成部２５０によって生成さ
れた新しいパリティーでトレリスエンコーダ３４０に入力される元のパリティー位置値を
代置することで初期化を行なう。
【００４１】
　図６ないし図１０には、スタッフバイトを加えたＭＰＥＧ－２パケットデータフォーマ
ットがデジタル放送送信機のチャネルエンコーダブロックを通過する間のデータフォーマ
ットについて示されている。
【００４２】
　図６はランダム化部３１０に入力されるデータのフォーマットを示し、図７にはランダ
ム化部３１０の出力からｎ個のスタッフバイト部分を特定シーケンスデータに代置した後
のデータフォーマットについて示されている。図８はＲＳエンコーダ３２０の出力でＲＳ
パリティーの付加されたデータフォーマットを図示し、図９にはインターリーバ３３０で
出力されたデータフォーマットが図示されている。
【００４３】
　また、図１０には１２シンボルインターリーバされたトレリスエンコーダ３４０から出
力されたデータフォーマットが図示されている。図１１は図３のパリティー再構成部３３
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５によってパリティーの再構成されたデータフォーマットである。図１０に基づくと、１
フィールドは６個のコンボリュ－ションインターリーバを含むことから、スタッフバイト
の含まれたシーケンスは６個である。すなわち、ＴＳストリームで１０バイトのスタッフ
バイトを含むと１フィールドには１０×６＝６０個の既知シーケンスが現われる。ここで
、既知シーケンスが開始される時点でトレリスエンコーダ３４０を初期化すれば、初期化
値によりＲＳエンコーダ３２０の出力パリティーが変更される。変更されたパリティーに
更新してトレリスエンコードが行なわれるのである。
【００４４】
　図６のＭＰＥＧ－２パケットは、図９に示すようにインターリーバ３３０によって５２
単位で分散される。なお、ＭＰＥＧ－２パケットの同一バイトの位置データはデータイン
ターリーブ後には、図９に示すように同一列を構成する。また、インターリーバ３３０の
出力に対して１２シンボルインターリーバされたトレリスエンコーダ２３０の出力につい
ては図１０に示すとおりである。すなわち、ＭＰＥＧ－２パケットで同一位置にあるデー
タはトレリスエンコーディングの後、図１０に示すように、大体１つのデータセグメント
を構成していることが分かる。従って、ＭＰＥＧ－２パケットの一定部分にスタッフバイ
トを連続的に追加しランダム化してから、この部分を特定シーケンスに代置してトレリス
エンコードが行なわれると、スタッフバイトが１つのデータセグメントを形成するように
なり、これが既知信号としてデジタル放送受信機でこれを検出し受信性能の改善のために
使用されることができる。
【００４５】
　図１１は図５のパリティー再構成部３３５によってＲＳリエンコーディング及びパリテ
ィー再構成が行なわれてからのデータフォーマットを示す。すなわち、既知シンボルのシ
ーケンスが開始される時点でトレリスエンコーダ３４０を初期化させれば初期化値によっ
てＲＳエンコード３２０の出力パリティーが変更される。この変更されたパリティーに更
新しトレリスエンコードが行なわれることにより、後述するデジタル放送受信機のＲＳデ
コーダーでデコーディング時における問題が解消される。すなわち、既知シンボルシーケ
ンス区間の間にトレリスエンコードされたデータが一定のシーケンスを形成させるために
は、トレリスエンコーダ３４０の初期化が行なわれ、かつ初期化位置のデータを代置する
ためにはＲＳエンコーディングされパリティーが変更され、この変更されたパリティーは
元のパリティーを代置するようになる。図１１は係るデータフォーマットについて図示さ
れている。
【００４６】
　一方、デジタル放送受信機の復調部４１０は、チャネルを通じて受信されたＲＦ信号を
チューナ部／ＩＦ（図示せず）を通じてベースバンド信号に変換し、この変換されたベー
スバンド信号に対して同期検出及び復調を行なう。等化部４２０は復調された信号からチ
ャネルのマルチパスによるチャネル歪曲を補償する。
【００４７】
　一方、既知データ検出部４７０は、フィールドシンクデータセグメント区間の予備区間
に挿入されたスタッフバイトの量情報を検出して既知シンボルの位置情報を獲得する。こ
の獲得された位置情報から既知データを出力する。
【００４８】
　デジタル放送送信機においてスタッフバイトの量（個数）情報をフィールドシンクデー
タセグメント区間の予備区間に挿入をすれば、デジタル放送受信機の既知データ検出部４
７０の既知シンボル個数検出部４７１は既知データの量（個数）情報を検出し、この検出
された量情報に基づいてセグメントフラッグ生成部４７３及びトレリスインターリーバ４
７５により既知シンボルの位置情報を探索する。獲得された位置情報から既知データ抽出
部４７９で既知データを出力し、デジタル放送受信機の受信性能の向上のために使用され
るようになる。スタッフバイトの量が確認されればスタッフバイトの位置は常に固定され
ているため、ここでセグメントフラッグ生成部４７３とトレリスインタリーブ４７５がカ
ウンター及び制御ロジックを使用して具現されることもできる。
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【００４９】
　一方、等化部４２０によって等化された信号はビタビデコーダー４３０を通じてエラー
訂正を行いシンボルデータに復号される。復号されたデータはデインターリーバ４４０を
通じてデジタル放送送信機のインターリーバ３３０によって分散したデータを再整列する
。デインタリーブされたデータはＲＳデコーダー４５０を通じてエラー訂正される。ＲＳ
デコーダー４５０を通じて訂正されたデータは逆ランダム化部４６０を通じて逆ランダム
化される。
【００５０】
　図１３は本発明の更なる実施形態に係るデジタル放送送受信システムを示したブロック
図である。図１３において、デジタル放送送信機は入力されたＴＳストリームに対し、デ
ータをランダム化させるランダム化部５１０、ランダム化されたデータのうちスタッフバ
イトに対してシーケンス提供部５１３で生成された特定シーケンスにこれを代置するスタ
ッフバイト交換部５１５、スタッフバイト交換部５１５で出力されたデータに対しチャネ
ルにより発生するエラー訂正を行なうために連結符号化器形態で構成されたＲＳエンコー
ダ３２０、データインターリーブを行なうデータインターリーバ３３０、スタッフバイト
に対してトレリスエンコーダ３４０のメモリを初期化するためにＲＳエンコードされた基
準データを保存し初期化値に代置するパケットバッファー３２５、この変形された値を利
用してＲＳエンコードを行なってパリティーを生成し、再度トレリスエンコーダ３４０に
入力するパリティー再構成部３３５、インターリーバ３３０の出力をシンボルで変換して
２／３レートトレリスエンコード及び８レベルシンボルマッピングを行なうトレリスエン
コーダ３４０、図２におけるデータフォーマットのようにフィールドシンクとセグメント
シンクを挿入するマルチプレクサ３５０、その後パイロットを挿入しＶＳＢ変調してＲＦ
で変換し伝送を行なう伝送部３６０、から構成される。また、データ処理を制御する信号
を生成する制御信号生成部３７０が含まれる。
【００５１】
　図１３におけるデジタル放送受信機は送信機の逆過程であって、ＲＦ信号をベースバン
ドに低くしてこれを復調する復調部４１０、シンボル相互干渉を取除く等化部４２０、エ
ラー訂正及び復号を行なうビタビデコーダー４３０、デインターリーバ４４０、ＲＳデコ
ーダー４５０、逆ランダム化部４６０を含む。また、復調されたデータから既知シンボル
の位置検出及び出力する既知データ検出部４７０を更に含む。
【００５２】
　図１３のデジタル放送送受信システムの各構成要素の機能及び動作については図５のデ
ジタル放送送受信システムの各構成要素の機能及び動作と類似しているため、その機能と
動作が同一な場合における詳細な説明は省略し、その差異に対してのみ説明する。
【００５３】
　スタッフバイト交換部５１５では、ランダム化部３１０によってランダム化されたデー
タのうちスタッフバイト部分に対して特定シーケンスに代置して出力する。この場合、ト
レリスエンコーダ５４０を通じてマッピングされたシンボル同士がデジタル放送受信機の
等化部６２０が円滑に動作できる形態のシーケンスになるよう、前記特定シーケンスのパ
ターンを調節することが好ましい。
【００５４】
　したがって、本発明の更なる実施形態によると、スタッフバイトを代置することで生成
した既知シーケンスのパターンが、等化部６２０が円滑に動作することのできるパターン
にするためには、スタッフバイトを代置する特定シーケンスを生成してスタッフバイト交
換部５１５に提供するシーケンス提供部５１３を含むことが好ましい。
【００５５】
　本発明の更なる実施形態によると、図１１に図示されたように、図５のブロック図にシ
ーケンス提供部５１３が加えられており、送信機にてのパリティー再構成部５３５と受信
機にての既知データ検出部６７０とが図５のデジタル放送送受信システムと相違に動作す
る。



(12) JP 2008-503915 A 2008.2.7

10

20

30

40

50

【００５６】
　シーケンス提供部５１３は、スタッフバイト交換部５１５におけるスタッフバイト交換
のための特定シーケンスを保存しているメモリ（図示せず）とメモリアドレスを制御する
回路（図示せず）で構成されている。
【００５７】
　図９及び図１０における既知データのシーケンスパターンは、ＤＣオフセットが生じず
ランダムしたパターンを有すれば等化器の動作性能が向上される。従って、シーケンス提
供部５１３は、スタッフバイト交換部５１５においてトレリスエンコーダ５４０のトレリ
スエンコーディング後マッピングされた既知データのシーケンスパターンがＤＣオフセッ
トの発生することなくランダムしたパターンになるよう、スタッフバイトを代置すること
ができるよう特定シーケンスを生成することが好ましい。
【００５８】
　最初に、既知データのシーケンスを願望するパターンにするためには、トレリスエンコ
ーダ５４０のメモリ値を初期化しなければならない。
【００５９】
　図５に示すパケットバッファー３２５とパリティー再構成部３３５によると、既存の受
信機と互換性を維持しつつトレリスエンコーダ３４０のメモリ値を初期化する。本発明の
一実施の形態で提示している方法によると、既存受信機との互換性のためにスタッフバイ
トの個数に応じて全体スタッフバイトに対してはない一部のスタッフバイトに対して、制
限的にトレリスエンコーダ３４０のメモリ値を初期化する。従って、初期化を行なうスタ
ッフバイトに対しては制限的に願望のパターンで行なうことができる。
【００６０】
　従って、本発明の更なる実施形態では、既存の受信機との互換性を無視して全てのスタ
ッフバイトに対してトレリスエンコーダ５４０のメモリ値を初期化させる機能をパリティ
ー再構成部５４０に加える。すなわち、パリティー再構成部５４０は初期設定やユーザ選
択によって、本発明の一実施の形態に係る既存の受信機と互換性を維持しながらトレリス
エンコーダ３４０のメモリ値を初期化したり、本発明の更なる実施形態によって既存の受
信機との互換性を無視して全てのスタッフバイトに対してトレリスエンコーダ５４０のメ
モリ値を初期化することができる。
【００６１】
　また、受信機の既知データ検出部６７０は、送信機のパリティー再構成部５３５の付加
した機能に対応される機能が加えられる。
【００６２】
　シーケンス提供部５１３で生成されてスタッフバイト交換部５１５にてスタッフバイト
を代置する特定シーケンスのうちトレリスエンコーダのメモリ値を初期化する部分にあた
る値はいずれの値であっても構わず、シーケンス提供部５１３は、初期化以後に既知デー
タのシーケンスが願望のパターンを有するべくメモリ値に応じてトレリスエンコーディン
グされてからマッピングされるシンボル値を考慮してスタッフバイト対置のための特定シ
ーケンスを生成する。
【００６３】
　シーケンス提供部５１３は前述したような特定シーケンスをメモリ（図示せず）に保存
して制御信号生成部５７０によって同期が合わせられ制御される。よって、既知データの
シーケンスを等化器の動作性能の向上されたパターンで操作することで等化器の性能を改
善させ得ると共に、受信機の受信性能も改善させ得る。
【００６４】
　以上のように、ＭＰＥＧ－２ＴＳパケットにスタッフバイトを生成して挿入し、挿入さ
れたスタッフバイトをデジタル放送送信機から既知データに伝送し、デジタル放送受信機
では既知データを検出して使用することによりデジタル放送受信機の同期獲得及び等化性
能のような受信性能が向上される。
【００６５】
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　また、既知データのシーケンスを等化器の動作性能が向上されたパターンで操作するこ
とで等化器の性能が改善され、且つ受信機の受信性能も改善され得る。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】一般の米国向けデジタル放送（ＡＴＳＣ　ＶＳＢ）システムの送信機を示すブロ
ック図である。
【図２】ＡＴＳＣ　ＶＳＢデータフレームの構造図である。
【図３】ＴＳパケットのフレーム構造図である。
【図４】スタッフバイトを含むＴＳパケットのフレーム構造図である。
【図５】本発明の一実施の形態に係るデジタル放送送受信システムを示すブロック図であ
る。
【図６】図５のランダム化器（Ｒａｎｄｏｍｉｚｅｒ）に入力されるデータのフォーマッ
トを示す図である。
【図７】図５のランダム化器で出力されたデータのフォーマットを示す図である。
【図８】図５のＲＳエンコーダで出力されたデータのフォーマットを示す図である。
【図９】図５のデータインターリーブで出力されたデータのフォーマットを示す図である
。
【図１０】図５のトレリスエンコーダで出力されたデータのフォーマットを示す図である
。
【図１１】既知シーケンス区間トレリス初期化によるＲＳリエンコーダで出力されたデー
タのフォーマットを示す図である。
【図１２】図５の既知シンボル検出部を説明するための図である。
【図１３】本発明の更なる実施形態に係るデジタル放送送受信システムを示すブロック図
である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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