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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
周波数ホッピングされた受信波の逆拡散を行い、この逆拡散された受信波の捕捉パターン
を検出してＦＨ捕捉を行うスペクトラム拡散通信装置において、
位相制御信号に基づいて制御されたホッピングパターンを発生するホッピングパターン発
生器と、
上記ホッピングパターン発生器から発生するホッピングパターンに従った周波数を発生さ
せるホッピングシンセサイザと、
上記ホッピングシンセサイザからの周波数に従いホッピングして上記周波数ホッピングさ
れた受信波の逆拡散を行う混合器と、
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上記混合器を介した出力に基づいて上記送信側の同期フレームパターンを検出するタイミ
ング検出手段と、
クロックを発生するクロック発生器と、
上記クロック発生器の出力に基づいて上記ホッピングパターンに従った受信ホップ間隔を
上記ホッピングパターンの１ホッピング周期未満であって、送信ホップ間隔の２以上の整
数倍の間隔にすると共に、上記送信側の同期フレームパターンを検出するまで上記受信ホ
ップ間隔と受信待ち受けチャンネルを上記クロック発生器の精度に関係して変化させ、上
記送信側の同期フレームパターンの検出後は上記タイミング検出手段の出力に基づいて上
記受信ホップ間隔及び上記受信待ち受けチャンネルを上記送信側に合わすべく、ホッピン
グパターンの位相制御信号を上記ホッピングパターン発生器に出力するホッピング位相制
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御回路と
を備えたことを特徴とするスペクトラム拡散通信装置。
【請求項２】
請求項１記載のスペクトラム拡散通信装置において、上記タイミング検出手段は、上記混
合器を介した出力に基づいて再生データを復調する情報再生部と、上記混合器を介した出
力により同期保持するビット同期回路と、上記情報再生部及び上記ビット同期回路の出力
に基づいて規定のフレーム信号を待ち受け、フレーム信号の一致数を算出し、その数が規
定値以上となった場合に上記ホッピングパターン位相制御回路にリセット信号を出力する
データ一致判定部とを備えたことを特徴とするスペクトラム拡散通信装置。
【請求項３】

10

請求項２記載のスペクトラム拡散通信装置において、上記混合器と上記情報再生部との間
に、混合器の出力について疑似雑音信号を用いて逆拡散を行う直接拡散逆拡散回路と、こ
の直接拡散逆拡散回路からの出力を一定周波数の中間周波数に変換して雑音除去した出力
を送出するＩＦフィルタとを設けると共に、上記直接拡散逆拡散回路の出力に基づいて疑
似雑音信号のピーク検出を行うデジタルマッチドフィルタと、上記直接拡散逆拡散回路の
出力から疑似雑音信号の送受の位相ずれを検出する疑似雑音位相検出回路と、上記デジタ
ルマッチドフィルタ及び上記疑似雑音位相検出回路の出力に基づいて疑似雑音信号の位相
ずれを制御し、送受の疑似雑音位相をコントロールする制御信号を出力する電圧制御発振
器と、この電圧制御発振器からの出力に基づいて制御された疑似雑音信号を上記直接拡散
逆拡散回路に出力する直接拡散用パターン発生器とをさらに備えたことを特徴とするスペ
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クトラム拡散通信装置。
【請求項４】
請求項１記載のスペクトラム拡散通信装置において、上記タイミング検出手段は、上記混
合器を介した出力に基づいてＩＦレベルの検波を行う検波器と、この検波器の検波出力の
雑音を除去する積分器と、この積分器からの出力に基づいてレベル変化を検出して雑音の
みとなった場合に検出信号を上記ホッピングパターン位相制御回路に出力するレベル変化
検出回路とを備えたことを特徴とするスペクトラム拡散通信装置。
【請求項５】
請求項１記載のスペクトラム拡散通信装置において、上記タイミング検出手段は、上記混
合器からの出力について疑似雑音信号を用いて逆拡散を行う直接拡散逆拡散回路と、この
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直接拡散逆拡散回路の出力に基づいて疑似雑音信号のピーク検出を行うデジタルマッチド
フィルタと、上記直接拡散逆拡散回路の出力から疑似雑音信号の送受の位相ずれを検出す
る疑似雑音位相検出回路と、上記デジタルマッチドフィルタ及び上記疑似雑音位相検出回
路の出力に基づいて疑似雑音信号の位相ずれを制御し、送受の疑似雑音位相をコントロー
ルする制御信号を出力する電圧制御発振器と、この電圧制御発振器からの出力に基づいて
制御された疑似雑音信号を上記直接拡散逆拡散回路に出力する直接拡散用パターン発生器
と、上記デジタルマッチドフィルタの出力変化に基づいて送信の周波数ホッピングの切換
タイミングを検出してホッピングパターンの位相を制御すべき信号を上記ホッピングパタ
ーン位相制御回路に出力する相関変化検出回路とを備えたことを特徴とするスペクトラム
拡散通信装置。

40

【請求項６】
請求項１ないし５のいずれかに記載のスペクトラム拡散通信装置において、上記クロック
発生器は、受信待ち受けにおける周波数ホッピングの切換タイミングの進み又は遅れが１
ホップ以内とするクロックを発生することを特徴とするスペクトラム拡散通信装置。
【請求項７】
請求項１ないし５のいずれかに記載のスペクトラム拡散通信装置において、上記クロック
発生器は、受信待ち受けにおける周波数ホッピングの切換タイミングの進み又は遅れが１
ホップ以上とするクロックを発生することを特徴とするスペクトラム拡散通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
この発明は、スペクトラム拡散通信装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
図１３は例えば特開平２−３０９８３３号公報に示された従来装置を示す構成図である。
図１３において、１は送信機から送られる信号を受信する受信空中線、２は受信空中線１
により受信された受信波を所定のレベルに増幅する高周波増幅器、３は後述するホッピン
グシンセサイザ１１からの周波数にしたがって上記受信空中線１からの受信波をホッピン
グして周波数ホッピングされた受信波の逆拡散を行う混合器、４は混合器３からの出力を
一定周波数の中間周波数に変換して雑音除去した出力を送出するＩＦフィルタ、５はＩＦ
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フィルタ４の出力に基づいて再生データを復調する情報再生部、１０はホッピングパター
ンを発生するホッピングパターン発生器、１１はホッピングパターン発生器１０から発生
するホッピングパターンにしたがった周波数を発生するホッピングシンセサイザ、１２は
情報再生部５からの出力により同期保持するビット同期回路、１３は高速クロックを発生
する高速クロック発生回路、１４はホッピングパターン発生器１０へのクロックを切換制
御するスイッチである。
【０００３】
次に動作について説明する。
送信機から送信されてくる信号は、受信空中線１にて受信され、高周波増幅器２にて所定
のレベルまで増幅され、混合器３にて逆拡散される。スイッチ１４は、ＦＨ（ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ
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ｈｏｐｐｉｎｇ）同期捕捉ができるまではホッピングパターン発生器１０を捕

捉専用チャンネルに固定しておき、すなわち、ビット同期回路１２に接続しておき、ホッ
ピングの同期が確立した後は、通常のＦＨクロックを発生させる高速クロック発生器１３
に切り換える。ホッピングシンセサイザ１１では、ホッピングパターン発生器１０で発生
するパターンに従った周波数を発生し、混合器３で逆拡散することにより、ＦＨ捕捉をす
ることができる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
従来のスペクトラム拡散通信装置は以上のように構成されているので、ＦＨの捕捉を行う
際、ホッピングの同期を検出してから実際にホッピングを開始するまで時間がかかり捕捉
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時間が長いという問題点があった。
【０００５】
この発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、高速にＦＨの捕捉を行
うことができるスペクトラム拡散通信装置を得ることを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
この発明に係るスペクトラム拡散通信装置は、周波数ホッピングされた受信波の逆拡散を
行い、この逆拡散された受信波の捕捉パターンを検出してＦＨ捕捉を行うスペクトラム拡
散通信装置において、位相制御信号に基づいて制御されたホッピングパターンを発生する
ホッピングパターン発生器と、上記ホッピングパターン発生器から発生するホッピングパ
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ターンに従った周波数を発生させるホッピングシンセサイザと、上記ホッピングシンセサ
イザからの周波数に従いホッピングして上記周波数ホッピングされた受信波の逆拡散を行
う混合器と、上記混合器を介した出力に基づいて上記送信側の同期フレームパターンを検
出するタイミング検出手段と、クロックを発生するクロック発生器と、上記クロック発生
器の出力に基づいて上記ホッピングパターンに従った受信ホップ間隔を上記ホッピングパ
ターンの１ホッピング周期未満であって、送信ホップ間隔の２以上の整数倍の間隔にする
と共に、上記送信側の同期フレームパターンを検出するまで上記受信ホップ間隔と受信待
ち受けチャンネルを上記クロック発生器の精度に関係して変化させ、上記送信側の同期フ
レームパターンの検出後は上記タイミング検出手段の出力に基づいて上記受信ホップ間隔
及び上記受信待ち受けチャンネルを上記送信側に合わすべく、ホッピングパターンの位相
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制御信号を上記ホッピングパターン発生器に出力するホッピング位相制御回路とを備えた
ことを特徴とするものである。
【０００７】
また、上記タイミング検出手段は、上記混合器を介した出力に基づいて再生データを復調
する情報再生部と、上記混合器を介した出力により同期保持するビット同期回路と、上記
情報再生部及び上記ビット同期回路の出力に基づいて規定のフレーム信号を待ち受け、フ
レーム信号の一致数を算出し、その数が規定値以上となった場合に上記ホッピングパター
ン位相制御回路にリセット信号を出力するデータ一致判定部とを備えたことを特徴とする
ものである。
【０００８】
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また、上記混合器と上記情報再生部との間に、混合器の出力について疑似雑音信号を用い
て逆拡散を行う直接拡散逆拡散回路と、この直接拡散逆拡散回路からの出力を一定周波数
の中間周波数に変換して雑音除去した出力を送出するＩＦフィルタとを設けると共に、上
記直接拡散逆拡散回路の出力に基づいて疑似雑音信号のピーク検出を行うデジタルマッチ
ドフィルタと、上記直接拡散逆拡散回路の出力から疑似雑音信号の送受の位相ずれを検出
する疑似雑音位相検出回路と、上記デジタルマッチドフィルタ及び上記疑似雑音位相検出
回路の出力に基づいて疑似雑音信号の位相ずれを制御し、送受の疑似雑音位相をコントロ
ールする制御信号を出力する電圧制御発振器と、この電圧制御発振器からの出力に基づい
て制御された疑似雑音信号を上記直接拡散逆拡散回路に出力する直接拡散用パターン発生
器とをさらに備えたことを特徴とするものである。
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【０００９】
また、上記タイミング検出手段は、上記混合器を介した出力に基づいてＩＦレベルの検波
を行う検波器と、この検波器の検波出力の雑音を除去する積分器と、この積分器からの出
力に基づいてレベル変化を検出して雑音のみとなった場合に検出信号を上記ホッピングパ
ターン位相制御回路に出力するレベル変化検出回路とを備えたことを特徴とするものであ
る。
【００１０】
また、上記タイミング検出手段は、上記混合器からの出力について疑似雑音信号を用いて
逆拡散を行う直接拡散逆拡散回路と、この直接拡散逆拡散回路の出力に基づいて疑似雑音
信号のピーク検出を行うデジタルマッチドフィルタと、上記直接拡散逆拡散回路の出力か
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ら疑似雑音信号の送受の位相ずれを検出する疑似雑音位相検出回路と、上記デジタルマッ
チドフィルタ及び上記疑似雑音位相検出回路の出力に基づいて疑似雑音信号の位相ずれを
制御し、送受の疑似雑音位相をコントロールする制御信号を出力する電圧制御発振器と、
この電圧制御発振器からの出力に基づいて制御された疑似雑音信号を上記直接拡散逆拡散
回路に出力する直接拡散用パターン発生器と、上記デジタルマッチドフィルタの出力変化
に基づいて送信の周波数ホッピングの切換タイミングを検出してホッピングパターンの位
相を制御すべき信号を上記ホッピングパターン位相制御回路に出力する相関変化検出回路
とを備えたことを特徴とするものである。
【００１１】
また、上記クロック発生器は、受信待ち受けにおける周波数ホッピングの切換タイミング
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の進み又は遅れが１ホップ以内とするクロックを発生することを特徴とするものである。
【００１２】
さらに、上記クロック発生器は、受信待ち受けにおける周波数ホッピングの切換タイミン
グの進み又は遅れが１ホップ以上とするクロックを発生することを特徴とするものである
。
【００１３】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１はこの発明の実施の形態１に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。
図１において、図１３に示す従来例と同一部分は同一符号を付してその説明は省略する。
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新たな符号として、６は情報再生部５から出力される再生データ、７は、情報再生部５及
びビット同期回路１２の出力に基づいて規定のフレーム信号を待ち受け、フレーム信号の
一致数を算出し、その数が規定値以上となった場合に上記ホッピングパターン位相制御回
路にリセット信号を出力するデータ一致判定部、８は送信と受信の周波数ホッピングの切
換タイミングが１ホップ以内とするクロックを発生する高安定度クロック発振器、９はデ
ータ一致判定部７及び高安定度クロック発振器８の出力に基づいてホッピングパターン発
生器１０にホッピングパターンの位相制御出力を送出するホッピングパターン位相制御回
路を示し、ここで、上記情報再生部５と上記データ一致判定部７及び上記ビット同期回路
１２により、混合器３及びＩＦフィルタ４を介した出力のレベル変化に基づいてホッピン
グのタイミングを検出することにより位相ずれを防ぐ信号を出力するタイミング検出手段
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を構成している。
【００１４】
次に動作について図２及び図３を参照して説明する。
高安定度クロック発振器８により、送受の周波数の切換タイミングが１ホップ以内にある
クロックを発生するものとする。
図２に受信側が遅れている場合の送受の周波数切換タイミングを示す。
図２に示すように、受信待ち受けタイミングとしては、受信側で保持している時間タイミ
ングの２倍の周期で周波数を待ち受ける。送信側では、各ホップに同じ同期フレーム信号
を入れておく。そして、送信側の時間

４

のタイミングで、１ホップ分の時間が送受で

一致する。このタイミングにおいて、受信側で、送信側の同期フレームパターンを検出す
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ることにより、同期検出することができる。
【００１５】
その手順を以下に説明する。
受信空中線１では、送信側から送られてくる信号を受信する。ホッピングシンセサイザ１
１では、ホッピングパターン発生器１０にて発生するホッピングパターンに従った周波数
をホッピング系列のタイミングで発生させる。高周波増幅器２では、規定のレベルまで増
幅し、混合器３では、周波数ホッピングされた受信波の逆拡散を行い、一定周波数の中間
周波数へ変換し、ＩＦフィルタ４にて雑音除去を行う。情報再生部５では、再生データ６
を復調する。データ一致判定部７では、規定のフレーム信号を待ち受けておき、フレーム
信号の一致数を算出し、パターン算出数が規定値以上になった場合、リセット信号をホッ
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ピングパターン位相制御回路９へ出力する。
【００１６】
こうして、図２において、

４

ン位相制御回路９で、

の周波数を発生させることにより、時間的に連続して、ＦＨ

５

の周波数の送信を終了したと判断し、ホッピングパター

の逆拡散を行うことができ、高速にＦＨ捕捉を行うことができる。なお、図２においては
、受信待ち受けチャンネルは、捕捉パターンを検出するまで、
６

、・・・と変化させ、

４

１

、

４

、

５

、

の時点で捕捉パターンが検出できた場合を示している

。
【００１７】
また、図３に受信側が進んでいる場合の送受の周波数切換タイミングを示す。図２と同じ
ように、送信側の時間

１
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の時間にてＦＨ同期フレームパターンを検出することができ

、高速にＦＨ捕捉をすることができる。図３において、受信待ち受けチャンネルは、捕捉
パターンを検出するまで、

１

、

２

、

３

、

４

、・・・と変化させ、

１

の時点で捕捉パターンが検出できた場合を示している。
【００１８】
上述したように、実施の形態１によれば、ホッピングパターン位相制御回路９を備え、そ
の制御を送信ホップ間隔の数倍の間隔で待ち受け、高速にＦＨ捕捉を行うようにしたので
、送受の切換タイミングが進み、遅れどちらにずれていても、周波数の一致を検出するこ
とができ、高速にＦＨ捕捉を行うことが可能である。
【００１９】
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実施の形態２．
また、上記実施の形態１では、高安定度クロック発振器８を備え、送受の周波数切換タイ
ミングが１ホップ以内であると仮定したが、図４に示すように、実施の形態１の高安定度
クロック発振器８よりも精度が低い安定度発振器１５を使用した場合は、送受の切換タイ
ミングが１ホップ以上になることがある。
すなわち、この実施の形態２によれば、このような場合に、図５に示すように、受信側で
保持している時間タイミングの３倍の周期で周波数を待ち受けることにより、１ホップ以
上送受のタイミングがずれていても、高速でＦＨ捕捉することが可能となる。図５におい
ては、受信待ち受けチャンネルは、捕捉パターンを検出するまで、
、

８

、・・・と変化させ、

６

１

、

６

、

７

の時点で捕捉パターンが検出できた場合を示して

10

いる。
また、図６に示すように、受信側のタイミングが２ホップ以上進んでいても高速にＦＨ捕
捉が可能となる。この図６において、受信待ち受けチャンネルは、捕捉パターンを検出す
るまで、

１

、

２

、

３

、・・・と変化させ、

１

の時点で捕捉パターンが検

出できた場合を示している。
【００２０】
実施の形態３．
上述した実施の形態１は、ＦＨ無線機における例を示したものであるが、図７に示すよう
に、ＤＳ（直接拡散）一ＦＨ

ＨＹＢ（ハイブリッド）方式の無線機においても適用でき

、同様の効果が得られる。
図７はＤＳ（直接拡散）一ＦＨ

20
ＨＹＢ方式の無線機に適用した実施の形態３に係るスペ

クトラム拡散通信装置を示す構成図である。
図７において、図１に示す実施の形態１と同一部分は同一符号を付してその説明は省略す
る。新たな符号として、１６は混合器３とＩＦフィルタ４との間に設けられて、混合器３
の出力について疑似雑音信号を用いて逆拡散を行うＤＳ（直接拡散）逆拡散回路、１８は
直接拡散逆拡散回路１６の出力から疑似雑音（ＰＮ）信号の送受の位相ずれを検出する疑
似雑音（ＰＮ）位相検出回路、１９は直接拡散逆拡散回路１６の出力に基づいて疑似雑音
信号のピーク検出を行うＤＭＦ（デジタルマッチドフィルタ）、１７は上記デジタルマッ
チドフィルタ１９及び上記疑似雑音位相検出回路１８の出力に基づいて疑似雑音信号の位
相ずれを制御し、送受の疑似雑音位相をコントロールする制御信号を出力するＶＣＸＯ（
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電圧制御発振器）、２０は電圧制御発振器１７からの出力に基づいて制御された疑似雑音
信号を上記直接拡散逆拡散回路１６に出力するＤＳ（直接拡散）用パターン発生器である
。
【００２１】
図７に示す構成においては、ＤＳ（直接拡散）逆拡散回路１６で、ＤＳ用パターン発生回
路２０で発生したＰＮ信号を使用し逆拡散を行う。また、ＤＭＦ（デジタルマッチトフィ
ルタ）１９にて、ＰＮ信号のピーク検出を瞬時に行う。ＰＮ位相検出回路１８では、ＰＮ
信号の送受の位相ずれを検出する。ＶＣＸ０（電圧制御発振器）１７では、ＰＮ信号の位
相ずれを制御し、送受のＰＮ位相をコントロールする。
【００２２】

40

したがって、実施の形態３によれば、直接拡散逆拡散回路１６により逆拡散が行われた出
力がＩＦフィルタ４に与えられることになり、その後は実施の形態１と同様に動作するこ
とになるため、ＤＳ（直接拡散）一ＦＨ

ＨＹＢ（ハイブリッド）方式の無線機に適用で

き、実施の形態１と同様の効果が得られる。
【００２３】
実施の形態４．
上述した実施の形態３は、高安定度クロック発振器８を備え、送受の周波数切換タイミン
グが１ホップ以内であると仮定したが、実施の形態２と同様にして、図８に示すように、
実施の形態３の高安定度クロック発振器８よりも精度が低い安定度発振器１５を使用した
場合は、送受の切換タイミングが１ホップ以上になることがあり、ＤＳ（直接拡散）一Ｆ
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ＨＹＢ（ハイブリッド）方式の無線機においても、実施の形態２と同様の効果が得ら

れる。
【００２４】
実施の形態５．
また、上述した実施の形態１では、送信タイミングと受信タイミングを検出するのに送信
のフレームパターンを検出することにより行っているが、別の方法として、図９に示す構
成を採用することができる。
図９は実施の形態５に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。
図９において、図１に示す実施の形態１と同一部分は同一符号を付してその説明は省略す
る。新たな符号として、２１は混合器３及びＩＦフィルタ４を介した出力に基づいてＩＦ

10

レベルの検波を行う検波器、２２は検波器２１の検波出力の雑音を除去する積分器、２３
は積分器２２からの出力に基づいてレベル変化を検出して雑音のみとなった場合に検出信
号をホッピングパターン位相制御回路９に出力するレベル変化検出回路であり、上記検波
器２１と上記積分器２２及び上記レベル変化検出回路２３とでホッピングのタイミングを
検出することにより位相ずれを防ぐ信号を出力するタイミング検出手段を構成している。
【００２５】
図９においては、フレーム検出器の代わりに、ＩＦのレベル検波を行う検波器２１、検波
出力の雑音を除去する積分器２２及びレベル変化検出回路２３を設け、周波数が一致して
いるのが、１ホップの時間続いた後レベルが落ちた場合（雑音のみの検波になった場合）
周波数が一致したことを検出し、その結果をホッピングパターン位相制御回路９へ伝え、

20

ホッピングパターン発生器１０の位相をコントロールすることにより、実施の形態１と同
等の効果が得られる。
【００２６】
実施の形態６．
上述した実施の形態５は、高安定度クロック発振器８を備え、送受の周波数切換タイミン
グが１ホップ以内であると仮定したが、実施の形態２と同様にして、図１０に示すように
、実施の形態５の高安定度クロック発振器８よりも精度が低い安定度発振器１５を使用し
た場合は、送受の切換タイミングが１ホップ以上になることがあり、このような場合も実
施の形態２と同様の効果が得られる。
【００２７】
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実施の形態７．
実施の形態３においては、図７に示すように、ＦＨ捕捉を行う為に、ＩＦフィルタ４、情
報再生部５、データ一致判定回路７及びビット同期回路１２を有しているが、それと同等
の効果が得られる方法として、図１１に示す方法がある。
図１１は実施の形態７に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。図１１にお
いて、図７に示す実施の形態３と同一部分は同一符号を付してその説明は省略する。新た
な符号として、２４はデジタルマッチドフィルタ１９の出力変化に基づいて送信の周波数
ホッピングの切換タイミングを検出してホッピングパターンの位相を制御すべき信号をホ
ッピングパターン位相制御回路９に出力する相関変化検出回路である。
【００２８】

40

すなわち、この実施の形態７においては、ＤＳの相関がピークが検出できている場合が１
ホップの時間が続いた後、ピークが検出できなくなるタイミングが送信のＦＨの切換タイ
ミングであることを利用し、相関変化検出回路２４にてその切換タイミングを検出してホ
ッピングパターン位相制御回路９に伝え、ホッピングパターン発生回路１０の位相をコン
トロールすることにより、実施の形態３と同等の効果が得られる。
【００２９】
実施の形態８．
上述した実施の形態７は、高安定度クロック発振器８を備え、送受の周波数切換タイミン
グが１ホップ以内であると仮定したが、実施の形態２と同様にして、図１２に示すように
、実施の形態７の高安定度クロック発振器８よりも精度が低い安定度発振器１５を使用し
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た場合は、送受の切換タイミングが１ホップ以上になることがあり、このような場合も実
施の形態２と同様の効果が得られる。
【００３０】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、周波数ホッピングされた受信波の逆拡散を行い、この
逆拡散された受信波の捕捉パターンを検出してＦＨ捕捉を行うスペクトラム拡散通信装置
において、位相制御信号に基づいて制御されたホッピングパターンを発生するホッピング
パターン発生器と、上記ホッピングパターン発生器から発生するホッピングパターンに従
った周波数を発生させるホッピングシンセサイザと、上記ホッピングシンセサイザからの
周波数に従いホッピングして上記周波数ホッピングされた受信波の逆拡散を行う混合器と

10

、上記混合器を介した出力に基づいて上記送信側の同期フレームパターンを検出するタイ
ミング検出手段と、クロックを発生するクロック発生器と、上記クロック発生器の出力に
基づいて上記ホッピングパターンに従った受信ホップ間隔を上記ホッピングパターンの１
ホッピング周期未満であって、送信ホップ間隔の２以上の整数倍の間隔にすると共に、上
記送信側の同期フレームパターンを検出するまで上記受信ホップ間隔と受信待ち受けチャ
ンネルを上記クロック発生器の精度に関係して変化させ、上記送信側の同期フレームパタ
ーンの検出後は上記タイミング検出手段の出力に基づいて上記受信ホップ間隔及び上記受
信待ち受けチャンネルを上記送信側に合わすべく、ホッピングパターンの位相制御信号を
上記ホッピングパターン発生器に出力するホッピング位相制御回路とを備えたので、高速
にＦＨ捕捉を行うことができるという効果がある。

20

【００３１】
また、上記タイミング検出手段は、上記混合器を介した出力に基づいて再生データを復調
する情報再生部と、上記混合器を介した出力により同期保持するビット同期回路と、上記
情報再生部及び上記ビット同期回路の出力に基づいて規定のフレーム信号を待ち受け、フ
レーム信号の一致数を算出し、その数が規定値以上となった場合に上記ホッピングパター
ン位相制御回路にリセット信号を出力するデータ一致判定部とを備えて構成したことによ
り、ホッピングのタイミングを正確に検出することができる。
【００３２】
また、上記混合器と上記情報再生部との間に、混合器の出力について疑似雑音信号を用い
て逆拡散を行う直接拡散逆拡散回路と、この直接拡散逆拡散回路からの出力を一定周波数

30

の中間周波数に変換して雑音除去した出力を送出するＩＦフィルタとを設けると共に、上
記直接拡散逆拡散回路の出力に基づいて疑似雑音信号のピーク検出を行うデジタルマッチ
ドフィルタと、上記直接拡散逆拡散回路の出力から疑似雑音信号の送受の位相ずれを検出
する疑似雑音位相検出回路と、上記デジタルマッチドフィルタ及び上記疑似雑音位相検出
回路の出力に基づいて疑似雑音信号の位相ずれを制御し、送受の疑似雑音位相をコントロ
ールする制御信号を出力する電圧制御発振器と、この電圧制御発振器からの出力に基づい
て制御された疑似雑音信号を上記直接拡散逆拡散回路に出力する直接拡散用パターン発生
器とをさらに備えたことにより、ＤＳ（直接拡散）−ＦＨ

ＨＹＢ（ハイブリッド）方式

の無線機にも適用でき、高速にＦＨ捕捉を行うことができるという効果がある。
【００３３】

40

また、上記タイミング検出手段は、上記混合器を介した出力に基づいてＩＦレベルの検波
を行う検波器と、この検波器の検波出力の雑音を除去する積分器と、この積分器からの出
力に基づいてレベル変化を検出して雑音のみとなった場合に検出信号を上記ホッピングパ
ターン位相制御回路に出力するレベル変化検出回路とを備えたことにより、ホッピングの
タイミングを正確に検出することができる。
【００３４】
また、上記タイミング検出手段は、上記混合器からの出力について疑似雑音信号を用いて
逆拡散を行う直接拡散逆拡散回路と、この直接拡散逆拡散回路の出力に基づいて疑似雑音
信号のピーク検出を行うデジタルマッチドフィルタと、上記直接拡散逆拡散回路の出力か
ら疑似雑音信号の送受の位相ずれを検出する疑似雑音位相検出回路と、上記デジタルマッ
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チドフィルタ及び上記疑似雑音位相検出回路の出力に基づいて疑似雑音信号の位相ずれを
制御し、送受の疑似雑音位相をコントロールする制御信号を出力する電圧制御発振器と、
この電圧制御発振器からの出力に基づいて制御された疑似雑音信号を上記直接拡散逆拡散
回路に出力する直接拡散用パターン発生器と、上記デジタルマッチドフィルタの出力変化
に基づいて送信の周波数ホッピングの切換タイミングを検出してホッピングパターンの位
相を制御すべき信号を上記ホッピングパターン位相制御回路に出力する相関変化検出回路
とを備えたことにより、送信のＦＨの切換タイミングを利用してホッピングのタイミング
を正確に検出することができる。
【００３５】
また、上記クロック発生器は、受信待ち受けにおける周波数ホッピングの切換タイミング

10

の進み又は遅れが１ホップ以内とするクロックを発生することにより、高速にＦＨ捕捉を
行うことができるという効果がある。
【００３６】
さらに、上記クロック発生器は、受信待ち受けにおける周波数ホッピングの切換タイミン
グの進み又は遅れが１ホップ以上とするクロックを発生することにより、送受の周波数切
換タイミングが１ホップ以上とするクロックを発生する場合に、受信待ち受けにおける周
波数ホッピングの切換タイミングの進み又は遅れが１ホップ以上ずれていても、受信側で
保持している時間タイミングの数倍の周期で周波数を待ち受けることで、高速にＦＨ捕捉
を行うことができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】

20

【図１】この発明の実施の形態１に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。
【図２】実施の形態１において、受信タイミングが遅れている場合の時間タイミングを表
す説明図である。
【図３】実施の形態１において、受信タイミングが進んでいる場合の時間タイミングを表
す説明図である。
【図４】この発明の実施の形態２に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。
【図５】実施の形態２において、受信タイミングが１ホップ以上遅れている場合の時間タ
イミングを表す説明図である。
【図６】実施の形態２において、受信タイミングが１ホップ以上進んでいる場合の時間タ
イミングを表す説明図である。
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【図７】この発明の実施の形態３に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。
【図８】この発明の実施の形態４に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。
【図９】この発明の実施の形態５に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。
【図１０】この発明の実施の形態６に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である
。
【図１１】この発明の実施の形態７に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である
。
【図１２】この発明の実施の形態８に係るスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である
。
【図１３】従来のスペクトラム拡散通信装置を示す構成図である。
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【符号の説明】
１

受信空中線、２

高周波増幅器、３

６

再生データ、７

データー致判定部、８

パターン位相制御回路、１０
２

ビット同期回路、１３

、１６
０
２１

混合器、４

ＩＦフィルタ、５

高安定度クロック発振器、９
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