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地上ディジタル放送信号発生器VG3100Tとその応用
Digital Terrestrial Broadcast Signal Generator VG3100T

地上ディジタル放送機器の開発・生産・保守に向けて，地上ディジタル放送信号発生器VG3100Tを開発した。

VG3100Tは，日本における地上ディジタル放送方式（ISDB-T：Integrated Services Digital Broadcasting－

Terrestrial）に対応する。MPEG2 トランスポートストリームを入力とし，500 kHz～ 3.2 GHzのRF（IF）信号

を出力できる。既存のディジタル変調信号発生器VG3000E をベースとし，最新のDSP（Digital Signal

Processor）/FPGA（Field Programmable Gate Array）を活用することによって，小型かつ低コストで実現した。

本稿では，VG3100Tの特長・構成・応用例について報告する。
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We have developed a digital terrestrial broadcast signal generator VG3100T for development, manu-

facturing, and maintenance of digital broadcast equipment. The VG3100T conforms to digital terres-

trial broadcast scheme in Japan (ISDB-T: Integrated Services Digital Broadcasting–Terrestrial).

VG3100T incorporates a MPEG2 transport stream as input, and then outputs RF (IF) signals of 500

kHz to 3.2 GHz. Based on the previous model VG3000E, we can materialize VG3100T to be compact

and cost-saved with state-of-the-art Digital Signal Processor (DSP) and Field Programmable Gate

Array (FPGA) technologies.

This paper describes features, configurations and applications of VG3100T.

図1　VG3100Tの外観

1. は  じ  め  に

近年，世界的にテレビジョン放送のディジタル化が進

みつつある。日本においても，2000年12月にBSディジ

タル放送が開始され，2003年には関東・中京・近畿で地

上ディジタルテレビジョン放送が開始される予定である。

さらに，地上ディジタル音声（ラジオ）放送についても，

2003年に東京と大阪で実用化試験放送が開始される予定

となっている。（1）

日本における地上ディジタルテレビジョン放送の伝送

方式は ISDB-T（Integrated Services Digital Broadcast-

ing－Terrestrial）方式と呼ばれ，マルチパスに強く，周

波数利用効率の高い直交周波数分割多重（Orthogonal Fre-

quency Division Multiplexing：以下 OFDM）方式を採用

している。さらに，地上ディジタル音声放送の伝送方式

についても，地上ディジタルテレビジョン放送と基本的

な部分で共通化がなされている。

地上ディジタル放送受信機の開発・生産，地上ディジ

タル放送機器の開発・生産・保守，あるいは放送するコ

ンテンツの確認用などの用途に向け，地上ディジタル放

送信号発生器VG3100Tを開発した。

VG3100Tの外観を，図1に示す。

2. ISDB-T方式の概要

ISDB-T方式は，電波産業会（ARIB）の標準規格として

定められている。（2）（3）本方式の主な特長を，以下に挙げ

る。

（1）マルチパスに強く，周波数利用効率の高いOFDM方

式を採用している。
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（2）伝送帯域を最大3つ（テレビジョン放送の場合）に分

割し，それぞれを，例えば固定受信用と移動受信用

に使い分ける階層伝送が可能である。

（3）長い時間インターリーブをかけることができ，安定

した移動受信が可能である。

ISDB-Tでは，帯域幅が約430 kHzのOFDMセグメン

トを複数組み合わせて放送電波を構成するBST-OFDM

（Band Segmented Transmission OFDM）方式を採用し

ている。地上ディジタルテレビジョン放送では13 個の

OFDMセグメントを使用し，地上ディジタル音声放送で

は1個または3個のOFDMセグメントを使用する。各

OFDMセグメントは，伝送モードにより108/216/432本

の直交するサブキャリアから成る。

階層伝送では，例えば図2に示すように，地上ディジ

タルテレビジョン放送信号を構成する13個のOFDMセ

グメントのうち，12個を固定受信用に，1個を移動受信

用に割り当てる。そして，固定受信用は高い伝送レート

が実現できる64QAM（64値直交振幅変調）を用い，移動

受信用は，干渉に強いDQPSK（差動４値位相変調）方式

で放送することができる。

また，地上ディジタル音声放送では，図3に示すよう

に，個々の放送事業者からの1個または3個のOFDMセ

グメントを複数，ガードバンドなしで連結して送信する

連結送信が可能である。

3. VG3100Tの特長と構成

3.1 特　　長

VG3100Tの主な特長を，以下に挙げる。

（1）地上ディジタルテレビジョン放送と，地上ディジタ

ル音声放送の両方式に対応する。

（2）地上ディジタル音声放送の連結送信を模擬した信号

を発生できる。

（3）MPEG2-TS（Transport Stream）を入力とし，ディジ

タル化された映像・音声をリアルタイムで伝送路符

号化してRF信号として出力する。入力となるTSは，

伝送パラメータ，階層構成に従って再多重化された

ものが必要である。

（4）RF出力周波数範囲が500 kHz～3.2 GHzと広い。ス

ペクトル反転も可能であり，IF信号も発生できる。

（5）RF出力レベル範囲が＋6 dBm～－115 dBmと広い。

（6）疑似ランダムパターン（PN23）発生器を内蔵してお

り，誤り率測定用信号をVG3100T単体で発生でき

る。

（7）ノイズ発生器を内蔵しており，出力信号のC/Nを

0～40 dBの範囲で設定できる。

3.2 構　　成

VG3100Tのブロック図を，図4に示す。外部TS入力

からIQ信号出力までが，今回新規に開発した伝送路符号

化部である。RFシンセサイザ部は，当社のディジタル変

調信号発生器VG3000Eと同じものを用いている。既存製

品をベースとし，ISDB-T方式の伝送路符号化部だけの開

発としたことで開発期間を短縮し，開発費用を削減でき

た。

伝送路符号化部では，まず外部TS信号，あるいは内蔵

の PN23 発生器から生成された信号にRS（204 , 188）

（（204,188）リード－ソロモン）符号を付加した後，階層分

割部で各階層に振り分ける。各階層では，エネルギー拡

散，バイトインターリーブ，たたみ込み符号化，マッピン

グを行い，サブキャリア単位の変調シンボルに変換する。

階層合成部で複数の階層の信号を合成した後，時

間/周波数インターリーブを行い，パイロット信号など

を付加してOFDMフレームを構成する。逆FFTにより

時間軸に変換した後，ガードインターバル付加，帯域制

限・周波数シフトを行ってOFDM信号とする。

出力のC/Nを制御するため，ノイズ付加を行った後，

D/A変換器でアナログ信号に変換して IQベースバンド

信号として出力する。

RFシンセサイザ部では，IQベースバンド信号により

RF信号を直交変調して出力する。

3.3 伝送路符号化部

表1に伝送路符号化に必要な処理と，その実現方法の

対応を示す。小規模の規格変更や機能追加に柔軟に対応

図2 　階層伝送の例 図3 　連結送信
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できるように，伝送路符号化部はDSP（Digital Signal

Processor）とFPGA（Field Programmable Gate Array）

を用いて実現した。全体の制御をDSPで行い，負荷の高

い処理をFPGAで実現することで，DSPとFPGAの処理

のバランスを取った。

地上ディジタルテレビジョン放送信号を発生する場合

と地上ディジタル音声放送信号を発生する場合では，伝

送帯域幅が異なるため，帯域制限フィルタおよびサンプ

リング周波数変換処理の仕様が異なる。しかし，一時に

はどちらかの処理しか行わないため，テレビジョン用と

音声用の両方の回路を同時に持つのは無駄である。

VG3100Tで使用したFPGAは，回路情報をSRAMに

記憶する方式であり，何度でも書き替えが可能である。

そこで，地上ディジタルテレビジョン放送信号を発生す

る場合と，地上ディジタル音声放送信号を発生する場合

で，帯域制限フィルタ用FPGAとサンプリング周波数変

換用FPGAを書き替えることにより，FPGAの規模・使

用数量を削減することができた。

FPGAの設計は，全てハードウェア記述言語（Verilog-

HDL）を用いて行い，論理合成を用いて実現した。処理の

パイプライン化を行うと共に，論理合成および配置・配

線処理においてタイミング制約を適切に与えることによ

り，充分な動作速度を実現することができた。

3.4 RFシンセサイザ部

RFシンセサイザ部は，既存のVG3000Eと全く同じも

のである。主な性能を表2に示す。

RF出力部は，連続信号であれば，およそ＋20 dBmの

出力が可能である。しかし，OFDM信号はピーク電力と

平均電力の差が大きいため，ディジタル放送信号を出力

する際の最大出力レベルを＋6 dBmとしている。

RF 信号の変調は，RFシンセサイザ部に内蔵された

I/Q変調器で行う。I/Q変調器には，変調入力が0であっ

ても出力に中心周波数成分が漏れ出るゼロキャリアリー

クが存在する。ゼロキャリアリークが伝送帯域内にある

と，誤り率が劣化する可能性がある。

VG3100Tでは，I/Q変調器への変調信号の中心周波数

を約8.127 MHzシフトすることにより，図5に示すよう

にゼロキャリアリークを伝送帯域外に出すことができる。

図4　VG3100Tのブロック図
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たたみ込み符号化�

マッピング�

階層合成�

周波数インターリーブ�

時間インターリーブ�

OFDMフレーム構成�

逆FFT�

ガードインターバル付加�

帯域制限フィルタ�

サンプリング周波数変換（×1→×4倍）�

サンプリング周波数変換（×4→×8倍）�

�

FPGA 50 MHz

DSP

FPGA

200 MHz�

�

50 MHz

66.6 MHz

65.016 MHz

項　　目� 仕　　様�

－100 dBc/Hz�
（500 MHz出力時，代表値）�

1×10-6/年（標準）�
8×10-8/年（高安定オプション）�

SSB位相ノイズ（1 kHzオフセット）�

基準周波数  エージング�
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表2　RFシンセサイザ部の性能仕様
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4. VG3100Tの応用例

VG3100Tは，地上ディジタル放送受信機の開発・生産，

地上ディジタル放送機器の開発・生産・保守，あるいは

放送するコンテンツの確認用の信号源として開発した。

例えば，地上ディジタル放送受信機の開発において以

下のような課題があり，VG3100Tはこうした課題に対応

できる機能を搭載している。

（a）携帯電話やPDA（Personal Digital Appliance）に地上

ディジタル放送の受信機能を組み込むには，低消費

電力の復調LSIが必要となる。

（b）階層伝送やデータ放送への対応，あるいはMPEG4

による放送などに対応するため，受信機のソフト

ウェアが大規模かつ複雑になる。

4.1 復調LSIの動作検証用信号源

地上ディジタル放送用復調LSIでは，１チップ化や低

消費電力化に有利な低IF方式が多く用いられており，IF

周波数はおよそ508 kHz ～ 4.06 MHz の範囲にある。

VG3100Tは，復調LSIの検証に必要な低 IF信号を出力

できるように，RF出力周波数が最低500 kHzで，スペク

トル反転も可能となっている。

また，VG3100Tは地上ディジタルテレビジョン放送と

地上ディジタル音声放送の両方に対応し，地上ディジタ

ル音声放送の連結送信模擬信号への対応も予定している

ため，携帯・移動受信端末で必要となる音声放送対応の

検証を一台で行うことができる。

4.2 受信機のソフトウェア検証

ディジタル放送受信器の動作検証のためには，実際に

近いコンテンツを含んだ放送信号を入力する必要がある。

VG3100Tとコンテンツレコーダ＆プレーヤVT3000Eを

組み合わせて，映像・音声コンテンツをリアルタイムで

伝送路符号化するこができる。

VG3100Tは，入力として再多重化されたTSを必要と

するため，図 6に示すような再多重化処理を行うユー

ティリティソフトウェアを用意している。再多重化ユー

ティリティを用いてPC上で再多重化済みのTSを作成

し，VT3000Eに転送して出力する。

再多重化をリアルタイムで行う場合に比べて，以下の

理由からシステムコストを削減することができる。

（1）TS発生器の出力が一本で良い

（再多重化をリアルタイムで行う場合は，使用する階

層の数だけ必要になる）。

（2）再多重化のためのハードウェアが不要となる。

5. お  わ  り  に

地上ディジタル放送関連機器・サービスの開発・生産・

保守などに向けて，ISDB-T方式に準拠した信号を発生す

る信号発生器VG3100Tを開発した。最新のDSP / FPGA

を活用することにより，地上ディジタルテレビジョン放

送／地上ディジタル音声放送の両方式に対応した信号発

生器を，コンパクトにかつ比較的廉価に実現することが

できた。

今後，データ放送などのコンテンツの検証用途や中継

局等の放送設備の保守用などの用途を開拓していきたい。
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図5　ゼロキャリアリーク対策

図6　TS再多重化ユーティリティ
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