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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別されて設定されてい
るスケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出する抽出手段、
　前記スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理”０”のレベル
範囲に対し、それらの中間の”無効”のレベル範囲を設定し、前記スケルチ用検波信号成
分の信号レベルが”無効”のレベル範囲にある無効ビット期間を検出し、無効ビット期間
であるか否かに基づき無効識別ビット列を生成する無効ビット期間検出手段、
　前記スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて一側及び他側の論理”１”及び論理
”０”の２個のレベル範囲を設定し、各ビット期間における前記スケルチ用検波信号成分
の信号レベルが論理”１”，”０”のどちらのレベル範囲にあるかに基づき判定用ビット
列を生成するビット列生成手段、及び
　判定手段、
を備え、
　前記判定手段は、
　前記判定用ビット列の各ビットが、待ち受けビット列の対応ビットの値と異なる値であ
るか、又は無効識別ビット列の対応ビットが無効ビットである場合、該ビットをエラービ
ットと認定するエラービット認定手段、及び
　エラービットの割合が第１の所定値未満である場合、所定スケルチ制御信号有りと判定
するエラービット型判定手段、
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を含むことを特徴とするスケルチ制御信号検出装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、無効ビット型判定手段を含み、
　前記無効ビット型判定手段は、無効識別ビット列における無効ビットの個数をカウント
して、カウント数が第２の所定値以上である場合には、所定スケルチ制御信号無しと判定
し、
　前記エラービット認定手段及び前記エラービット型判定手段は、前記無効ビット型判定
手段におけるカウント数が第２の所定値未満である場合に、それらの処理を行うことを特
徴とする請求項１記載のスケルチ制御信号検出装置。
【請求項３】
　前記無効ビット型判定手段は、
　無効識別ビット列を保持するシフトレジスタ、
　前記シフトレジスタにおける無効ビットに係るビット値の個数をカウント値とするカウ
ンタ、
　各ビット期間ごとに、該ビット期間の前記スケルチ用検波信号成分の振幅レベルが無効
又は有効のどちらのレベル範囲にあるかを検出して、前記シフトレジスタの各ビット値を
ＭＳＢ方向へ１ビットシフトさせ、かつＬＳＢには、検出した無効又は有効に対応するビ
ット値をセットするシフト制御手段、
　シフト制御手段が、前記シフトレジスタの各ビットの値をシフトさせるごとに、前記シ
フトレジスタのＭＳＢからオーバフローするビット値とＬＳＢにセットしたビット値とに
基づいて前記カウンタをインクリメント又はデクリメントとするカウンタ制御手段、
を含むことを特徴とする請求項２記載のスケルチ制御信号検出装置。
【請求項４】
　前記スケルチ制御信号とは、ＣＤＣＳＳに係るスケルチ制御信号であることを特徴とす
る請求項１～４のいずれかに記載のスケルチ制御信号検出装置。
【請求項５】
　請求項１～３のいずれかに記載のスケルチ制御信号検出装置を装備することを特徴とす
る無線機。
【請求項６】
　スケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別されて設定されてい
るスケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出する抽出ステップ、
　前記スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理”０”のレベル
範囲に対し、それらの中間の”無効”のレベル範囲を設定し、前記スケルチ用検波信号成
分の信号レベルが”無効”のレベル範囲にある無効ビット期間を検出し、無効ビット期間
であるか否かに基づき無効識別ビット列を生成する無効ビット期間検出ステップ、
　前記スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて一側及び他側の論理”１”及び論理
”０”の２個のレベル範囲を設定し、各ビット期間における前記スケルチ用検波信号成分
の信号レベルが論理”１”，”０”のどちらのレベル範囲にあるかに基づき判定用ビット
列を生成するビット列生成ステップ、及び
　判定ステップ、
を備え、
　前記判定ステップは、
　前記判定用ビット列の各ビットが、待ち受けビット列の対応ビットの値と異なる値であ
るか、又は無効識別ビット列の対応ビットが無効ビットである場合、該ビットをエラービ
ットと認定するエラービット認定ステップ、及び
　エラービットの割合が第１の所定値未満である場合、所定スケルチ制御信号有りと判定
するエラービット型判定ステップ、
を含むことを特徴とするスケルチ制御信号検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】



(3) JP 4742900 B2 2011.8.10

10

20

30

40

50

【０００１】
　本発明は、例えばＣＤＣＳＳ（Contiuous Digital-Controlled-Squelch-System）等の
スケルチ制御信号の有無を検出する装置及び方法に係り、詳しくはノイズからの影響を抑
制してスケルチ制御信号を正確に検出するスケルチ制御信号検出装置、無線機及びスケル
チ制御信号検出方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　無線機で使用されるシグナリングの一つにＣＤＣＳＳがある。ＣＤＣＳＳは、送信機で
は、音声信号に１３４．４ｂｐｓ、Ｇｏｌａｙ（２３，１２）符号を重畳して、送信し、
受信機は、受信した検出符号を所定の待ち受け符号と対比して、スケルチを制御するシス
テムである。
【０００３】
　特許文献１は、送信側においてＰＴＴ（Push To Talk）が操作されている期間、送信側
から受信側へＣＤＣＳＳに係るスケルチ制御信号（以下、「ＣＤＣＳＳ信号」と適宜、略
称する。）をＦＳＫ変調で送信し、受信側では、該ＣＤＣＳＳ信号の受信期間中は、スケ
ルチ回路を開いて、送信側からの音声を出力することを開示する。
【０００４】
　図１５は従来の無線受信機におけるＣＤＣＳＳデコード処理装置１５０のブロック図で
ある。ＣＤＣＳＳデコード処理装置１５０において、後述の本発明の最良の形態で説明す
るＣＤＣＳＳデコード処理装置１０（図１）の要素と同一の要素については、ＣＤＣＳＳ
デコード処理装置１０のものと同符号で指示して、説明は省略し、ＣＤＣＳＳデコード処
理装置１５０の主要点について説明する。
【０００５】
　ＣＤＣＳＳ検査部１５１はＣＤＣＳＳビット判定部１５２及びＣＤＣＳＳコード判定部
１５３を備えている。ＣＤＣＳＳ検査部１５１では、直流追従部１４からの入力信号（以
下、適宜、「ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分」という。）に対してＣＤＣＳＳビット判定
部１５２がＣＤＣＳＳビット判定を行い、次に、ＣＤＣＳＳコード判定部１５３がＣＤＣ
ＳＳビット判定部１５２からの入力に対してＣＤＣＳＳコード判定を行うようになってい
る。ＣＤＣＳＳビット判定とは、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベルを所定のしきい
値と対比して、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分の各ビット期間の値が”１”か”０”かを
判定する処理である。
【０００６】
　図１６はＣＤＣＳＳデコード処理装置１５０におけるＣＤＣＳＳビット判定の説明図で
ある。図１６において上段はＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分（ＣＤＣＳＳビット判定部１
５２の入力）、下段はビット判定結果としてのＣＤＣＳＳ判定データ信号（ＣＤＣＳＳビ
ット判定部１５２の出力）を示している。ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベルが基準
の０に対して＋であるならば、二値論理値の”１”と判定し、－であるならば、”０”と
判定している。こうして、ＣＤＣＳＳビット判定部１５２の出力として、レベルが判定結
果の”１”，”０”に対応付けられているＣＤＣＳＳ判定データ信号が生成される。
【０００７】
　ＣＤＣＳＳコード判定部１５３では、ＣＤＣＳＳ判定データ信号の２３ビットを１個の
ＣＤＣＳＳ判定データとし、該ＣＤＣＳＳ判定データの各ビットの値について２３ビット
の所定の待ち受けＣＤＣＳＳデータの対応ビットの値に一致するか否かを判定し、エラー
ビット数（値が不一致のビットの数）が所定のしきい値以下であるならば、ＣＤＣＳＳコ
ード一致と、すなわち該無線受信機に割り当てられたＣＤＣＳＳ信号を受信したと、判定
する。
【特許文献１】特開２０００－３４１０４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　このようなＣＤＣＳＳデコード処理装置１５０を装備する無線機に、オーディオ周波数
帯域の断続的なシグナリング（例えばＤＴＭＦ（Dial Tone Multi Frequency）信号やＭ
ＳＫ（Minimum Shift Keying）信号）が入力すると、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分中に
それらのシグナリングに起因するノイズが混入することになる。そして、該ノイズの断続
的な周期がたまたまＣＤＣＳＳコードに類似している場合には、ＣＤＣＳＳコード一致と
誤判定される虞がある。
【０００９】
　図１７はＣＤＣＳＳデコード処理装置１５０のＣＤＣＳＳコード判定部１５３における
ＣＤＣＳＳコード判定にエラーを引き起こす可能性のあるＤＴＭＦ信号の一例を示してい
る。図１８は図１７のような断続的なＤＴＭＦ信号がＣＤＣＳＳデコード処理装置１５０
に入力したときのＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分及びそれについてＣＤＣＳＳビット判定
を行って生成されたＣＤＣＳＳ判定データ信号を示している。従来のＣＤＣＳＳデコード
処理装置１５０では、ＣＤＣＳＳビット判定部１５２は、その入力信号のレベルが基準の
０に対して＋，－であるかにより”１”，”０”と判定するので、ＤＴＭＦ信号に起因す
るノイズがＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分となり、かつ基準レベルに対する該ＣＤＣＳＳ
抽出用検波信号成分の上下変動が真正のＣＤＣＳＳ信号に係るＣＤＣＳＳ抽出用検波信号
成分と周期的に類似していると、ＣＤＣＳＳコード判定部１５３が、ノイズに係るＣＤＣ
ＳＳ抽出用検波信号成分に対して、誤ってＣＤＣＳＳコード一致判定を下してしまう虞が
ある。
【００１０】
　特許文献１は、受信側におけるスケルチ制御信号のデコード処理には言及するものの、
オーディオ周波数帯域のシグナリング信号に起因するノイズがＣＤＣＳＳコード一致判定
に与える影響を抑制する対策をについては言及していない。
【００１１】
　本発明の目的は、変動が真正のスケルチ制御信号の変動と紛らわしいノイズがスケルチ
用検波信号成分となっても、スケルチ制御信号の有無を正確に検出するスケルチ制御信号
検出装置、無線機及びスケルチ制御信号検出方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のスケルチ制御信号検出装置は次のものを有している。
　スケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別されて設定されてい
るスケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出する抽出手段、
　スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理”０”のレベル範囲
に対し、それらの中間の”無効”のレベル範囲を設定し、スケルチ用検波信号成分の信号
レベルが”無効”のレベル範囲にある無効ビット期間を検出する無効ビット期間検出手段
、及び
　無効ビット期間の検出に基づき所定スケルチ制御信号の有無を判定する判定手段。
【００１３】
　本発明の別のスケルチ制御信号検出装置は次のものを備えている。
　スケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別されて設定されてい
るスケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出する抽出手段、
　スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理”０”のレベル範囲
と、それらの中間の無効とのレベル範囲を設定し、各ビット期間のスケルチ用検波信号成
分の信号レベルがどのレベル範囲にあるかを検出して、各ビット期間を”１”，”０”，
”無効”のビット期間に識別する識別手段、及び
　”１”，”０”と識別したビット期間について、識別した論理値が待ち受けビット列の
対応ビットの論理値と一致しているか否かを調べ、一致しているビット期間の検出に基づ
きスケルチ制御信号の有無を判定する判定手段。
【００１４】
　本発明の無線機は、前述のスケルチ制御信号検出装置又は別のスケルチ制御信号検出装
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置を装備する。
【００１５】
　本発明のスケルチ制御信号検出方法は次のステップを備えている。
　スケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別されて設定されてい
るスケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出するステップ、
　スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理”０”のレベル範囲
に対し、それらの中間の”無効”のレベル範囲を設定し、スケルチ用検波信号成分の信号
レベルが”無効”のレベル範囲にある無効ビット期間を検出するステップ、及び
　無効ビット期間の検出に基づき所定スケルチ制御信号の有無を判定するステップ。
【００１６】
　本発明の別のスケルチ制御信号検出方法は次のステップを備えている。
　スケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別されて設定されてい
るスケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出するステップ、
　スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理”０”のレベル範囲
と、それらの中間の無効とのレベル範囲を設定し、各ビット期間のスケルチ用検波信号成
分の信号レベルがどのレベル範囲にあるかを検出して、各ビット期間を”１”，”０”，
”無効”のビット期間に識別するステップ、及び
　”１”，”０”と識別したビット期間について、識別した論理値が待ち受けビット列の
対応ビットの論理値と一致しているか否かを調べ、一致しているビット期間の検出に基づ
きスケルチ制御信号の有無を判定する判定手段。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、スケルチ周波数帯域の検波信号成分のレベル判定において、”無効”
のレベル範囲を設定し、該検波信号成分が”無効”のレベル範囲にある場合には、レベル
判定を無効として、該検波信号成分からの抽出コードを評価するので、該抽出コードにつ
いての誤った評価を抑制することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１はＣＤＣＳＳデコード処理装置１０のブロック図である。該ＣＤＣＳＳデコード処
理装置１０は無線通信機（図示せず）に装備される。検波信号は、無線通信機の検波回路
（図示せず）から出力され、ローパスフィルタ１１へ入力される。ローパスフィルタ１１
は、カットオフ周波数を３００Ｈｚに設定され、３００Ｈｚ以下の検波信号成分のみを間
引き部１２へ出力する。該無線通信機では、ベースバンド信号の３００Ｈｚを境に、それ
より上のオーディオ周波数帯域と、それより下のスケルチ周波数帯域とに区分されている
。ローパスフィルタ１１から間引き部１２へ送られる検波信号成分は、スケルチ周波数帯
域の信号成分となっている。
【００１９】
　間引き部１２は、ローパスフィルタ１１からの入力信号に対して、間引きを行って、サ
ンプリング周波数を下げる。ローパスフィルタ１３は、オーディオ信号からのブロッキン
グを防止するために、カットオフ周波数を、ローパスフィルタ１１のカットオフ周波数３
００Ｈｚより適当に低い所定値に設定される。該所定値は、ＣＤＣＳＳ信号と共に、ター
ンオフ信号がローパスフィルタ１３を通過できるものでなければならない。
【００２０】
　ＣＤＣＳＳ検査部１７は、ＣＤＣＳＳビット判定部１８、ＶＩ（Valid/Invalid：有効
・無効）判定部１９及びＣＤＣＳＳコード判定部２０を備えている。ＣＤＣＳＳビット判
定部１８、ＶＩ判定部１９及びＣＤＣＳＳコード判定部２０の処理内容は、それぞれ図５
、図６及び図７に関連して後述する。
【００２１】
　図２はＣＤＣＳＳデコード処理装置１０における処理内容のフローチャートである。Ｓ
３５，Ｓ３６，Ｓ３７，Ｓ３８の各ステップは図１のローパスフィルタ１１、間引き部１
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２、ローパスフィルタ１３及び直流追従部１４の処理に対応している。また、Ｓ４１，Ｓ
４２，Ｓ４３の各ステップは図１のＣＤＣＳＳビット判定部１８、ＶＩ判定部１９及びＣ
ＤＣＳＳコード判定部２０の処理に対応している。Ｓ４１，Ｓ４２，Ｓ４３の具体的処理
内容は、図５、図６及び図７に関連して後述する。
【００２２】
　図３はＣＤＣＳＳ検査部１７の処理についての基本概念を説明する図である。図３にお
いて、上側のアナログ信号はＣＤＣＳＳ検査部１７の入力信号（以下、「ＣＤＣＳＳ抽出
用検波信号成分」という。）であり、下側は該ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分についての
ビット判定信号である。従来のＣＤＣＳＳ検査部１５１（図１５）におけるＣＤＣＳＳ抽
出用検波信号成分のビット判定では、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベルが基準の０
より＋側か－側かに応じて”１”，”０”と判定していただけであったのに対し、ＣＤＣ
ＳＳ検査部１７では、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベルについて、－Ｆth～＋Ｆth

（ただし、Ｆthは正の所定値。）の無効レベル範囲を設定し、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号
成分のレベルが該無効レベル範囲にある場合には、”無効”（invalid）の判定を行うよ
うになっている。
【００２３】
　図４はＤＴＭＦ信号からのノイズにより形成されるＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分と該
ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分についてのビット判定信号との関係を示している。図４の
ＤＴＭＦ信号は、図１６のＤＴＭＦと同一である。－Ｆth～＋Ｆthの無効レベル範囲を導
入したことにより、ビット判定信号には”１”，”０”のどちらにも属さない信号部分が
現れ、該信号部分では、判定結果信号に係るＣＤＣＳＳデータは、ＣＤＣＳＳリファレン
スデータ（待ち受けＣＤＣＳＳデータ）と不一致となるので、図１６のように、ＤＴＭＦ
信号に係るＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分がＣＤＣＳＳ信号と誤って判断される事態を回
避できる。
【００２４】
　なお、図３及び図４のビット判定信号は、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベル＜－
Ｆthの場合、”０”のレベルとなり、－Ｆth≦ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベル≦
＋Ｆthの場合、”無効”のレベルとなり、＋Ｆth＜ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベ
ルの場合、”１”のレベルとなっている。このような”０”，”１”，”無効”の３論理
値のビット判定信号を利用して、ＣＤＣＳＳの一致判定を行うこともできるが、該ＣＤＣ
ＳＳ検査部１７は、後の図５～図９の説明から明らかとなるように、”無効”の判定を利
用してはいるものの、図３及び図４の３論理値のビット判定信号は使用していない。
【００２５】
　図５はＣＤＣＳＳビット判定処理ルーチン（図２のＳ４１）の詳細なフローチャートで
ある。なお、該ＣＤＣＳＳビット判定処理ルーチンはＣＤＣＳＳビット判定部１８の処理
内容に対応している。該ＣＤＣＳＳビット判定処理ルーチンの内容は、各ビット期間のビ
ット値を、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベル＜０であれば、”０”と判定し、ＣＤ
ＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベル≧０であれば、”１”と判定するものである。該ＣＤ
ＣＳＳビット判定処理ルーチンは、ＣＤＣＳＳ信号の各ビット期間に１回のビット判定が
行われるように、例えば、ビット期間に同期して起動する。
【００２６】
　Ｓ４８では、ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベルと０とを対比する。そして、ＣＤ
ＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベル≧０であれば、Ｓ４９へ進み、ＣＤＣＳＳ抽出用検波
信号成分のレベル＜０であれば、Ｓ５０へ進む。Ｓ４９では、ビット判定結果を”１”と
し、Ｓ５０では、ビット判定結果を”０”とする。Ｓ５１では、今回のビット判定結果を
反映する。「反映」の具体的内容は、例えば、２３ビットのビット判定データを保持する
２３ビットのシフトレジスタを用意し、判定が行われるごとに、該シフトレジスタをＭＳ
Ｂ（Most Significant Bit）の方へ１ビット、シフトしつつ、今回の判定結果を該シフト
レジスタのＬＳＢ（Least Significant Bit）にセットすることである。
【００２７】
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　図６はＶＩ（Valid/Invalid：有効・無効）判定処理ルーチン（図２のＳ４２）の詳細
なフローチャートである。なお、該ＶＩ判定処理ルーチンはＶＩ判定部１９の処理内容に
対応している。該ＶＩ判定処理ルーチンの内容は、｜ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレ
ベル｜はＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベルの絶対値を意味するものとして、各ビッ
ト期間のビット判定に関して、｜ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベル｜と所定のしき
い値とを対比し、該絶対値が該しきい値以上であれば、”０”（＝”有効”）と判定し、
該絶対値が該しきい値未満であれば、”１”（＝”無効”）と判定するものである。
【００２８】
　Ｓ５６では、｜ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベル｜を検出する。Ｓ５７では、｜
ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分のレベル｜としきい値とを対比し、前者≧後者であれば、
Ｓ５８へ進み、前者＜後者であれば、Ｓ５９へ進む。Ｓ５８では、図５のＳ４９，Ｓ５０
のビット判定は”０”（＝”有効”）とし、Ｓ５９では、”１”（＝”無効”）とする。
【００２９】
　Ｓ６０では、Ｓ５８，Ｓ５９の判定結果をＶＩ判定データに反映する。「反映」の具体
的内容は、例えば、２３ビットのＶＩ判定データを保持する２３ビットのシフトレジスタ
を用意し、判定が行われるごとに、該シフトレジスタをＭＳＢ（Most Significant Bit）
の方へ１ビット、シフトしつつ、該判定結果を該シフトレジスタのＬＳＢ（Least Signif
icant Bit）にセットすることである。
【００３０】
　該ＶＩ判定処理ルーチンのＳ５７で採用されるしきい値は、例えば、Ｆth（図３）であ
る。なお、図面において、しきい値は、Ｓ５７の外、Ｓ６７，Ｓ７２でも使用されている
が、それらしきい値は独立に設定できる。また、前述の図３において、－Ｆth及び＋Ｆth

に代えて、それぞれ－Ｆthl及び＋Ｆthu（Ｆthl≠Ｆthu。Ｆthl，Ｆthu＞０）とすること
もできる。
【００３１】
　図７はＣＤＣＳＳコードチェックルーチン（図２のＳ４３）の詳細なフローチャートで
ある。なお、該ＣＤＣＳＳコードチェックルーチン（後述の図８のＣＤＣＳＳコードチェ
ックルーチンも含む）はＣＤＣＳＳコード判定部２０の処理内容に対応している。該ＣＤ
ＣＳＳコードチェックルーチンの内容は、Ｓ５１（図５）で反映した２３ビットのビット
判定データと、Ｓ６０で反映した２３ビットのＶＩ判定データとの対応ビット同士を対比
して、２３ビット中のエラービット数を計算し、エラービット数が所定のしきい値未満で
あるならば、ＣＤＣＳＳコード一致（受信機に対応付けられたＣＤＣＳＳ信号有り）と判
定し、所定のしきい値以上であるならば、ＣＤＣＳＳコード不一致（受信機に対応付けら
れたＣＤＣＳＳ信号無し）と判定することである。
【００３２】
　Ｓ６４では、２３ビットのＣＤＣＳＳ判定データ（Ｓ５１で生成）と２３ビットのＣＤ
ＣＳＳリファレンスデータとの対応ビット同士の排他的論理和（ＸＯＲ）を計算する。排
他的論理和の計算結果は、２３ビットの排他的論理和データとして保持する。２３ビット
のＣＤＣＳＳ判定データと２３ビットのＣＤＣＳＳリファレンスデータとの対応ビット同
士を対比して、ビット値が一致している場合には、２３ビットの排他的論理和データの対
応ビットの値は”０”となり、不一致である場合には、２３ビットの排他的論理和データ
の対応ビットの値は”１”となる。
【００３３】
　Ｓ６５では、２３ビットの排他的論理和データと２３ビットのＶＩ判定データとの対応
ビット同士の論理和（ＯＲ）を計算する。論理和の計算結果は、２３ビットのエラー判定
論理和データとして保持する。２３ビットのエラー判定論理和データの各ビットの値は、
２３ビットの排他的論理和データの対応ビットが”１”であるか（＝ＣＤＣＳＳ判定デー
タにおいてＣＤＣＳＳリファレンスデータと不一致であるビット）又は２３ビットのＶＩ
判定データの対応ビットが”１”であるか（＝”無効”のビット）であれば、”１”とな
る。
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【００３４】
　Ｓ６６では、２３ビットのエラー判定論理和データのビット値が”１”のビット数をエ
ラービット数としてカウントする。Ｓ６７では、エラービット数≦所定のしきい値である
か否かを判定し、判定が正であれば、Ｓ６８へ進み、否であれば、Ｓ６９へ進む。Ｓ６８
では、ＣＤＣＳＳコード一致と判定し、Ｓ６９では、ＣＤＣＳＳコード不一致と判定する
。
【００３５】
　図８は別のＣＤＣＳＳコードチェックルーチンの詳細なフローチャートである。図８の
フローチャートにおいて、図７のフローチャートのステップと同一の処理内容のステップ
は図７のステップと同一のステップ番号を付け、説明は省略する。図７のフローチャート
に対する図８のフローチャートの相違点は、Ｓ６５が削除され、代わりに、Ｓ６４の前に
、Ｓ７１，Ｓ７２が追加されたことである。
【００３６】
　Ｓ７１では、２３ビットのＶＩ判定データ中の”１”となっているビット、すなわち無
効ビットの数をカウントする。Ｓ７２では、カウントした無効ビット数がしきい値未満で
あるか否かを判定する。該判定の結果が正であればＳ６４へ進み、否であれば、Ｓ６９へ
進む。
【００３７】
　図８の別のＣＤＣＳＳコードチェックルーチンでは、無効ビットの多いＣＤＣＳＳ抽出
用検波信号成分は、Ｓ７２の否の判定により、Ｓ６４，Ｓ６５の処理対象から除外される
ので、処理の迅速化及び処理負荷の低減が図られる。
【００３８】
　図９はＳ７１，Ｓ７２（図８）で使用した無効ビット数についてそれをカウントするル
ーチンのフローチャートである。図１０は図９のルーチンで使用する２３ビットのＶＩ判
定データ保持用のシフトレジスタ８０を示している。図８において、上段、中段及び下段
のシフトレジスタ８０の各内容は、それぞれＳ８１の処理前のもの、Ｓ８１の処理後でＳ
８２の処理前のもの、及びＳ８２の処理後のものである。
【００３９】
　Ｓ８１では、シフトレジスタ８０をＭＳＢの方へ１ビットシフトする。これにより、シ
フト前におけるシフトレジスタ８０のＭＳＢのデータはオーバフローによりシフトレジス
タ８０から失われる。また、シフト後のシフトレジスタ８０のＬＳＢには、Ｓ８２におい
て、今回のＶＩ判定の結果を挿入する。Ｓ８３では、ＶＩカウンタのカウント数を更新す
る。この更新では、Ｓ８２においてＬＳＢにセットされた論理値－Ｓ８１においてシフト
レジスタ８０のＭＳＢからオーバフローした論理値がＶＩカウンタに加算される。
【００４０】
　図１０のものでは、ＶＩカウンタのカウント数はＳ８１前において４であり、「Ｓ８２
においてＬＳＢに挿入された論理値」－「Ｓ８１においてシフトレジスタ８０のＭＳＢか
らオーバフローした論理値」は－１（＝０－１）であるので、Ｓ８４の後では、ＶＩカウ
ンタのカウント数は３となる。
【００４１】
　図１１はスケルチ制御信号検出装置１００のブロック図である。スケルチ制御信号検出
装置１００は、抽出手段１０１、無効ビット期間検出手段１０２及び判定手段１０３を備
えている。スケルチ制御信号検出装置１００の具体例はＣＤＣＳＳデコード処理装置１０
（図１）である。スケルチ制御信号検出装置１００は、無線通信機、特に無線通信機の受
信機部分に装備される。
【００４２】
　抽出手段１０１は、スケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別
されて設定されているスケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出する。無効
ビット期間検出手段１０２は、スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”
及び論理”０”のレベル範囲に対し、それらの中間の”無効”のレベル範囲を設定し、ス
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ケルチ用検波信号成分の信号レベルが”無効”のレベル範囲にある無効ビット期間を検出
する。判定手段１０３は、無効ビット期間の検出に基づき所定スケルチ制御信号の有無を
判定する。
【００４３】
　スケルチ制御信号とは例えばＣＤＣＳＳに係るスケルチ制御信号である。論理”１”及
び論理”０”のレベル範囲は、前述の図３では、”無効”のレベル範囲に対してそれぞれ
上側及び下側となっているが、逆であってもよいとする。
【００４４】
　判定手段１０３が、判定の基礎としている無効ビット期間の検出には、無効ビット期間
の個数又は無効ビット期間の比率の検出を含むものとする。さらに、無効ビット期間の個
数の検出には、所定時間における無効ビット期間の個数又は所定数（例：スケルチ制御信
号に設定されているビット数。ＣＤＣＳＳ信号では２３。）のビット期間における無効ビ
ット期間の個数の検出を含むものとする。無効ビット期間の比率の検出には、連続するビ
ット期間の所定数に対する無効ビット期間の個数の比率又は単位時間における無効ビット
期間の出現確率の検出を含むものとする。図６のＳ６６では、２３ビットのＶＩ判定デー
タを生成しており、ＶＩ判定データ中の無効ビットの数とは、２３に対する無効ビット期
間の個数に対応している。
【００４５】
　こうして、スケルチ制御信号に似通った変動をもつノイズ信号がスケルチ周波数帯域に
現れても、該ノイズ信号をスケルチ制御信号と誤って判断する事態を回避できる。
【００４６】
　スケルチ制御信号検出装置１００は、さらに、ビット列生成手段１０７を備えることが
できる。ビット列生成手段１０７は、スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて一側
及び他側の論理”１”及び論理”０”の２個のレベル範囲を設定し、各ビット期間におけ
るスケルチ用検波信号成分の信号レベルが論理”１”，”０”のどちらのレベル範囲にあ
るかに基づき判定用ビット列を生成する。判定手段１０３は、無効ビット期間の検出に加
えて、さらに、判定用ビット列と待ち受けビット列との対比に基づき所定スケルチ制御信
号の有無を判定する。
【００４７】
　ビット列生成手段１０７の具体例はＣＤＣＳＳビット判定部１８（図１）及び図５のＣ
ＤＣＳＳビット判定処理ルーチンである。
【００４８】
　好ましくは、無効ビット期間検出手段１０２は、無効ビット期間であるか否かに基づき
無効識別ビット列を生成するものであり、判定手段１０３は、エラービット認定手段１１
０及びエラービット型判定手段１１１を含む。エラービット認定手段１１０は、判定用ビ
ット列の各ビットが、待ち受けビット列の対応ビットの値と異なる値であるか、又は無効
識別ビット列の対応ビットが無効ビットであるかする場合、該ビットをエラービットと認
定する。エラービット型判定手段１１１は、エラービットの割合が第１の所定値未満であ
る場合、所定スケルチ制御信号有りと判定する。
【００４９】
　無効ビット期間検出手段１０２の処理内容は、Ｓ４１（図２）に対応し、エラービット
認定手段１１０の処理内容はＳ６４～Ｓ６６（図７）に対応し、エラービット型判定手段
１１１の処理内容は、Ｓ６７，Ｓ６８（図７）に対応している。
【００５０】
　判定手段１０３は、無効ビット型判定手段１１２を含むことができる。無効ビット型判
定手段１１２は、無効識別ビット列における無効ビットの個数をカウントして、カウント
数が第２の所定値以上である場合には、所定スケルチ制御信号無しと判定する。エラービ
ット認定手段１１０及びエラービット型判定手段１１１は、無効ビット型判定手段１１２
におけるカウント数が第２の所定値未満である場合に限り、それらの処理を行う。
【００５１】
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　無効ビット型判定手段１１２の処理内容はＳ７１，Ｓ７２（図８）に対応する。エラー
ビット認定手段１１０及びエラービット型判定手段１１１は、無効ビット型判定手段１１
２において、所定スケルチ制御信号が無しと判定できなかった場合に、処理を行うので、
判定手段１０３の負荷は軽減される。
【００５２】
　好ましくは、無効ビット型判定手段１１２は、シフトレジスタ１１３、カウンタ１１４
、シフト制御手段１１５及びカウンタ制御手段１１６を含む。シフトレジスタ１１３は無
効識別ビット列を保持する。カウンタ１１４は、シフトレジスタにおける無効ビットに係
るビット値の個数をカウント値とする。
【００５３】
　シフト制御手段１１５は、各ビット期間ごとに、該ビット期間のスケルチ用検波信号成
分の振幅レベルが無効又は有効のどちらのレベル範囲にあるかを検出して、シフトレジス
タの各ビット値をＭＳＢ方向へ１ビットシフトさせ、かつＬＳＢには、検出した無効又は
有効に対応するビット値をセットする。
【００５４】
　カウンタ制御手段１１６は、シフト制御手段１１５が、シフトレジスタ１１３の各ビッ
トの値をシフトさせるごとに、シフトレジスタ１１３のＭＳＢからオーバフローするビッ
ト値とＬＳＢにセットしたビット値とに基づいてカウンタ１１４をインクリメント又はデ
クリメントとする。
【００５５】
　シフト制御手段１１５の処理内容はＳ８１，Ｓ８２（図９）に対応している。カウンタ
制御手段１１６の処理内容はＳ８３，Ｓ８４（図９）に対応している。カウンタ１１４の
カウント値は、各ビット期間ごとに差分だけインクリメント又はデクリメントとすること
になるので、カウント値の要求ごとにシフトレジスタ１１３の”無効”の個数を一からカ
ウントするより、カウント処理が能率的となる。
【００５６】
　図１２は別のスケルチ制御信号検出装置１２５のブロック図である。スケルチ制御信号
検出装置１２５は、抽出手段１２６、識別手段１２７及び判定手段１２８を備えている。
スケルチ制御信号検出装置１２５は、スケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周
波数帯域と区別されて設定されているスケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を
抽出する。
【００５７】
　識別手段１２７は、スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理
”０”のレベル範囲と、それらの中間の無効とのレベル範囲を設定し、各ビット期間のス
ケルチ用検波信号成分の信号レベルがどのレベル範囲にあるかを検出して、各ビット期間
を”１”，”０”及び”無効”のビット期間に識別する。
【００５８】
　判定手段１２８は、”１”，”０”と識別したビット期間について、識別した論理値が
待ち受けビット列の対応ビットの論理値と一致しているか否かを調べ、一致しているビッ
ト期間の検出に基づきスケルチ制御信号の有無を判定する。
【００５９】
　スケルチ制御信号検出装置１２５も、スケルチ制御信号検出装置１００と同様に、典型
的には、無線通信機、特に無線通信機の受信機部分に装備される。スケルチ制御信号とは
例えばＣＤＣＳＳに係るスケルチ制御信号である。論理”１”及び論理”無効”のレベル
範囲は、前述の図３では、”無効”のレベル範囲に対してそれぞれ上側及び下側となって
いるが、逆に設定してよいとする。
【００６０】
　判定手段１２８における判定の基礎となっている「一致しているビット期間の個数」は
、例えば、連続する所定個数（例：スケルチ制御信号に設定されているビット数。ＣＤＣ
ＳＳ信号では２３。）のビット期間の内で、「一致しているビット期間の個数」である。
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【００６１】
　図１３はスケルチ制御信号検出方法１３３のフローチャートである。Ｓ１３４では、ス
ケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別されて設定されているス
ケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出する。
【００６２】
　Ｓ１３５では、スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理”０
”のレベル範囲に対し、それらの中間の”無効”のレベル範囲を設定し、スケルチ用検波
信号成分の信号レベルが”無効”のレベル範囲にある無効ビット期間を検出する。Ｓ１３
６では、無効ビット期間の検出に基づき所定スケルチ制御信号の有無を判定する。
【００６３】
　スケルチ制御信号検出方法１３３及び次のスケルチ制御信号検出方法１４０（図１４）
の場合においても、スケルチ制御信号検出装置１００，１２５の場合と同様に、スケルチ
制御信号とは例えばＣＤＣＳＳに係るスケルチ制御信号である。論理”１”及び論理”０
”のレベル範囲は、前述の図３では、”無効”のレベル範囲に対してそれぞれ上側及び下
側となっているが、逆であってもよいとする。
【００６４】
　スケルチ制御信号検出装置１００の抽出手段１０１、無効ビット期間検出手段１０２及
び判定手段１０３の具体的処理内容は、それぞれＳ１３４，Ｓ１３５，Ｓ１３６の具体的
手順内容として適用可能である。スケルチ制御信号検出方法１３３において、ビット列生
成手段１０７の処理内容に相当するステップを付加することも可能である。
【００６５】
　図１４はスケルチ制御信号検出方法１４０のフローチャートである。Ｓ１４１では、ス
ケルチ制御信号の周波数帯域としてオーディオ周波数帯域と区別されて設定されているス
ケルチ周波数帯域からスケルチ用検波信号成分を抽出する。
【００６６】
　Ｓ１４２では、スケルチ用検波信号成分の信号レベルについて論理”１”及び論理”０
”のレベル範囲と、それらの中間の無効とのレベル範囲を設定し、各ビット期間のスケル
チ用検波信号成分の信号レベルがどのレベル範囲にあるかを検出して、各ビット期間を”
１”，”０”，”無効”のビット期間に識別する。Ｓ１４３では、”１”，”０”と識別
したビット期間について、識別した論理値が待ち受けビット列の対応ビットの論理値と一
致しているか否かを調べ、一致しているビット期間の検出に基づきスケルチ制御信号の有
無を判定する。
【００６７】
　スケルチ制御信号検出装置１２５の抽出手段１２６、識別手段１２７及び判定手段１２
８の具体的内容は、それぞれＳ１４１，Ｓ１４２，Ｓ１４３の具体的手順内容として適用
可能である。
【００６８】
　本発明を最良の形態について説明したが、本発明は、これに限定されるものではなく、
発明の要旨を逸脱しない範囲で、最良の形態における各構成要素を変形して具体化できる
。また、発明の要旨を逸脱しない範囲で、最良の形態に開示されている複数の構成要素を
便宜、組み合わせて、追加したり、いくつかの構成要素を削除したりして、種々の発明を
形成することができる。さらに、開示した複数の実施形態間で、所定の構成要素を選択し
、それらを組み合わせても、種々の発明を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】ＣＤＣＳＳデコード処理装置のブロック図である。
【図２】ＣＤＣＳＳデコード処理装置における処理内容のフローチャートである。
【図３】ＣＤＣＳＳ検査部の処理についての基本概念を説明する図である。
【図４】ＤＴＭＦ信号からのノイズにより形成されるＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分と該
ＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分についてのビット判定信号との関係を示す図である。
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【図５】ＣＤＣＳＳビット判定処理ルーチンの詳細なフローチャートである。
【００７０】
【図６】ＶＩ判定処理ルーチンの詳細なフローチャートである。
【図７】ＣＤＣＳＳコードチェックルーチンの詳細なフローチャートである。
【図８】別のＣＤＣＳＳコードチェックルーチンの詳細なフローチャートである。
【図９】図８のＣＤＣＳＳコードチェックにおける無効ビット数についてそれをカウント
するルーチンのフローチャートである。
【図１０】図９のルーチンで使用する２３ビットのＶＩ判定データ保持用のシフトレジス
タを示す図である。
【００７１】
【図１１】スケルチ制御信号検出装置のブロック図である。
【図１２】別のスケルチ制御信号検出装置のブロック図である。
【図１３】スケルチ制御信号検出方法のフローチャートである。
【図１４】スケルチ制御信号検出方法のフローチャートである。
【図１５】従来の無線受信機におけるＣＤＣＳＳデコード処理装置のブロック図である。
【００７２】
【図１６】従来のＣＤＣＳＳデコード処理装置におけるＣＤＣＳＳビット判定の説明図で
ある。
【図１７】従来のＣＤＣＳＳデコード処理装置のＣＤＣＳＳコード判定部におけるＣＤＣ
ＳＳコード判定にエラーを引き起こす可能性のあるＤＴＭＦ信号の一例を示す図である。
【図１８】図１７のような断続的なＤＴＭＦ信号がＣＤＣＳＳデコード処理装置に入力し
たときのＣＤＣＳＳ抽出用検波信号成分及びそれについてＣＤＣＳＳビット判定を行って
生成されたＣＤＣＳＳ判定データ信号を示す図である。
【符号の説明】
【００７３】
１００：スケルチ制御信号検出装置、１０１：抽出手段、１０２：無効ビット期間検出手
段、１０３：判定手段、１０７：ビット列生成手段、１１０：エラービット認定手段、１
１１：エラービット型判定手段、１１２：無効ビット型判定手段、１１３：シフトレジス
タ、１１４：カウンタ、１１５：シフト制御手段、１１６：カウンタ制御手段、１２５：
スケルチ制御信号検出装置、１２６：抽出手段、１２７：識別手段、１２８：判定手段、
１３３：スケルチ制御信号検出方法、１４０：スケルチ制御信号検出方法。
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