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ディジタルIQ信号発生器  VB2000

Digital IQ Signal Generator VB2000

次世代移動体通信W-CDMA方式のベースバンド発生器を開発した。最大16.384 Mチップレート，隣接チャネ

ル漏洩電力－70 dBc，変調精度２%以下を達成した。フレキシブルな設計により，システム実験仕様，ARIB

（Association of Radio Industries and Businesses）仕様，3GPP（3rd Generation Partnership Project）仕様等，

全ての仕様をカバーできる。アップリンク，ダウンリンク両方に対応し，また差動出力，オフセット電圧加算

機能によりデバイスへの直結も可能である。

さらに，ソフトウェアの更新により，将来の規格へも対応ができる。
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We have developed a W-CDMA Baseband Generator for the next generation of mobile communica-

tion systems, featuring a 16.384 M chip rate,  -70 dBc adjacent channel power ratio, and less than 2%

Error Vector Magnitude. Thanks to its flexible design it fits system experiment,  ARIB (Association of

Radio Industries and Businesses), and 3GPP (3rd Generation Partnership Project) specifications. It

can generate up- and down-link signals. It allows direct coupling to an LSI through an offset voltage

addition function and differential outputs. Through regular software improvements it will be further

up-dated to fit the demands of the future.

図１　VB2000外観

1. は  じ  め  に
�
ここ数年，携帯電話は世界的に爆発的な普及をとげ，

時間，場所にとらわれないパーソナル双方向通信の手段

として日本国内だけで5,000万加入を有するまでに成長し

た。しかし，加入者が増えるに従って周波数資源の枯渇

の問題が浮上してきているとともに，通信チャネルの信

頼性の問題，音質の問題，世界中で同じ端末が使用でき

る国際ローミングの要望，さらにはマルチメディア・モ

バイル通信を実現する為のより高速なデータ通信への要

望等，より高度な技術的課題の解決が急務となってい

る。このような問題を解決すべく，スペクトラム拡散を

利用した符号分割多元接続（CDMA）方式の適用が，移動

体通信システムの新方式として主流になってきており，

既に狭帯域のスペクトラム拡散を使用したCDMA方式は

世界各国でサービスが始まっている。さらに全地球規模

の共通システムを目指す次世代ディジタル携帯電話シス

テムは，「IMT-2000」という名称で2001年初頭のサービス

インを目指してITU（国際電気通信連合）での最終規格決

定が大詰めを迎えている。

日本を中心に基礎開発が行われた広帯域CDMA（W-

CDMA）無線区間方式と，欧州にて開発され実質的な世

界標準となっているGSM方式の移動体通信コアネット

ワークとを融合した方式が有力案となり，3GPP（3rd

Generation Partnership Project）にて仕様の最終確定作

業が行われている。一方米国で開発され，いち早く実用

化されている狭帯域CDMAの発展系であるCDMA2000方

式も規格確定が予定されており，IMT-2000ではこの２方
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式が並存する形で最終規格となる予定である。このIMT-

2000は全世界的統一規格をめざし，かつあらゆる団体，

企業に対してオープンであることをコンセプトとしてい

るため，逆にその規格決定までの道のりは多大な紆余曲

折を経ており，その根幹部分から末梢に至るまで，度重

なる仕様変更が繰り返されている。当社は1998年に実施

されたシステム実験 *3フェーズの段階で，いちはやくVXI

バスシステムをベースにした「W-CDMA評価システム」を

開発し，関連するメーカーの研究開発に寄与した。

今回はこのシステムをベースにしながら，ベースバン

ド信号発生部とRF信号発生部を分離してスタンドアロー

ン化・小型化するとともに，量産設計によるコストダウ

ンで低価格化を実現した。さらには，前述したような規

格策定の流動性に鑑みて設定の柔軟性を継承しながら，

開発フェーズの進行に合わせた新たなる機能も追加し，

規格の変更や別規格の出現に対してフレキシブルに対応

できることを最大のコンセプトとして開発を行った。そ

の結果，3GPPによるITUへの最終提案を目前にして，予

想外の劇的な仕様変更が断行されたが，本機器はファー

ムウェアを含む関連ソフトウェアのバージョンアップの

みで，この規格変更に対して完全な追従が実現できてい

る。図１に機器の外観を示す。
�
2. 特　　長
�
�本システムの主な特長点を以下に挙げる。

�・リアルタイム処理　最大４チャネルコード多重

�・ソフトウェア処理　最大512チャネルコード多重

�・最大16.384 Mチップレート（20 MHz拡散）

�・フルプログラマブル拡散符号発生

�・フルプログラマブルロールオフフィルタ

�・規格に沿った符号化・マッピングのフレーム発生

�・14ビット出力分解能

�・隣接チャネル漏洩電力　約－70 dBc

�・変調精度　２%以下

�・ IQそれぞれオフセット可変差動出力

�（I：Inphase 同相成分，Q：Quadrature 直交成分）

3. ハードウェア構成
�
図２に信号発生ブロック図を示す。

ベースバンド信号発生モジュールは一台当たり１～４

チャネルまで実装可能な構成になっており，必要に応じ

てユーザーが選択できるようになっている。各モジュー

ルは完全独立なパラメータ設定が可能で，より複雑な信

号模擬を可能にしている。

（1）シンボル発生部

シンボル発生部は16 Mシンボル長のパターンジェネ

レータから成る。規格化されたレイヤー１の各種符

号化処理，コントロールビットの付加，物理チャネル

のマッピング等は全てPC上のWindows95/98/NT *4

で動作する「W-CDMAフレームデータ生成ユーティ

リティ」ソフトウェアで処理し，フレームデータとし

て生成される。このデータをパターンジェネレータ

メモリへロードすることによりフレームデータを発

生させる。

（2）ロングコード発生部

最大45段のモジュラ型M系列発生器を４個搭載し，

図２　信号発生ブロック図
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I系Q系それぞれに独立したPN符号またはGold符号を

発生できる。しかも，M系列発生器はその段数，

タップ位置がスイッチで自由に変更できる構造と

し，コードの規格変更に対応できるようにした。

（3）ショートコード発生部

ショートコード発生部は１～2,048ビット長の発生長

可変のパターンジェネレータメモリによって構成し

た。メモリ式の発生器とすることにより，コード変

更に柔軟に対応でき，ユーザーによる任意コードの

定義も可能になっている。

（4）拡散処理部

シンボルデータ，ロングコード，ショートコードを

リアルタイムに演算して拡散処理を行う。通常拡

散，複素拡散，直交複素拡散の各処理に切り替えで

対応できる回路構成となっており，最新のアップリ

ンク規格で採用された「H-PSK（Hybrid Phase Shift

Keying）変調」にも対応が可能になっている。

（5）ロールオフフィルタ部

高速動作が可能な２値入力のFIR（Finite Impulse

Response）フィルタ構成をとり，16.384 Mcps（chip

per second）という将来規格までフルサポートが可能

となっている。特性はルートナイキストとナイキス

トの２種をサポートし，ロールオフ係数は0.00から

1.00まで0.01の分解能で設定が可能で，フィルタリン

グ特性による影響評価も可能になっている。窓関数

も５種から選択が可能である。

（6）D/A変換部

14ビット分解能，100 MHzの高性能D/Aコンバータ

を採用し，隣接チャネル漏洩電力等で優れた性能を

実現している。また，コードドメイン

パワーは，D/Aコンバータのリファレ

ンスを可変することで実現しているの

で，コードドメインパワーを変更して

も14ビット分解能が常に維持される構

造となっている。

（7）任意波形発生部

I系，Q系それぞれに256 Kワード長，90

MHz動作の任意波形発生メモリを搭載

している。チャネル毎にリアルタイム

処理を行うか，この任意波形発生機能

を使用するかを選択できる。

（8）コード多重部

アナログ加算器によって構成される。各

ベースバンド信号発生モジュールの出力

信号，外部入力信号，及び設定された差

動オフセット電圧が加算される。

（9）スムージングフィルタ部

７次バタワース特性ローパスフィルタ

とスルーのパスを切り替えることができる。チップ

レートの設定に応じてD/A変換の折り返し雑音除去

が最適となるよう，カットオフ周波数が1.375，5.5，

11，22 MHzのいずれかに自動的に切り替えられる。

（10）差動出力アンプ部

フィルタ出力のシングルエンド信号を，差動信号に

変換して出力する。

また，A/Dコンバータ，変調器等の単電源差動入力

の被試験デバイスに直接信号を入力できるよう，

－1.0～3.0 Vの同相オフセット電圧を印加できる。ま

た，被試験デバイスである変調器のキャリアリーク

等を微調整するため，－100～＋100 mV（0.2 mV設

定分解能）の差動オフセット電圧も設定が可能であ

る。

（11）自動校正機能

ベースバンド信号発生器として重要なDC精度や振幅

確度を実現するため，自動校正の機能を有する。あ

らかじめ，誤差の発生モデルを作成しておき，自動

校正時に本体の各種設定に対する出力電圧値をA/D

変換器で読み返し，モデルの係数を求める。この係

数を用いて内部設定値を補正し正確な信号を発生す

る。

（12）ファームウェア

ハードウェアは可能な限り冗長な設計にして，規格

変更に対してはファームウェアの更新で対処する構

造をとった。ファームウェアはフロッピディスクか

ら内蔵のフラッシュROMを書き替えることによって

更新が可能で，ユーザーによる簡単な操作でバー

ジョンアップが可能である。

�図３　共通パラメータ表示画面
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�

4. ヒューマンマシンインタフェース
�
ヒューマンマシンインタフェースは数値キーとロータ

リーエンコーダを中心にしたキーパネルからの設定と，

ソフトキーとの組み合わせによる階層構造のメニュー方

式となっており，複雑で多岐にわたる設定を容易に行え

るようになっている。各チャネル内のパラメータ設定時

には，メイン表示部に該当するチャネルの詳細パラメー

タが一覧表示され確認が容易に行える。チャネル共通項

目の設定に移った時点で，共通項目のほかに全チャネル

の基本パラメータが一覧表示され，各コードチャネルの

設定状態が一目で確認できる。図３に共通パラメータ表

示画面例を示す。

複雑多岐にわたる設定項目も，ほとんどのパラメータ

は物理チャネル種類に対して一対一で決まる項目が多

く，変更すべき項目はわずかである。よって，このあた

りの使い勝手を向上させるために規格毎に「物理チャネル

設定ファイル」をフロッピーディスクで供給している。使

用する規格のフロッピーディスクを挿入のうえ，メ

ニュー上から各チャネル毎に設定したい物理チャネル種

類を指定することにより，パラメータ設定が自動的に完

了する仕組みとなっている。
�
5. アプリケーション例
�
図４に，VB2000を使用したW-CDMA端末の受信回路

試験の応用例を示す。

この例ではVB2000の各チャネルから下記の信号を模擬

発生させている。

CH1 第１・第２パーチチャネル

［マッピング論理チャネル＝BCCH］

CH2 トラフィックチャネル64 ksps（symbol per second）

［マッピング論理チャネル＝DTCH64 k］

CH3 同一セル内妨害チャネル64 chソフト多重

CH4 隣接セル妨害チャネル32 chソフト多重

RF発生は，当社ベクトル周波数シンセサイザーVG3000

を使用している。

この接続により，W-CDMA端末の試作受信回路の復

調・復号処理機能に関して，下記の基本シーケンスに関

する検証・デバッグが可能である。

（a）直交復調

（b）第１サーチコードの相関検出によるスロット同期

（c）第２サーチコード相関検出によるロングコードグ

ループの同定（高速セルサーチ）

（d）ロングコード同定によるセル分離とフレーム同期

（e）ショートコード同定によるチャネル分離とシンボル

同期（逆拡散）

（f）DTCHの デインタリーブ，ビタビ復号，CRCチェック

（e）ビットエラーレート（BER）測定
�
6. お  わ  り  に
�　
以上，VB2000の特長，構成，およびアプリケーション

を紹介した。

規格変更にソフトウェアの更新だけで対応できる構造

は，規格の変化の多い移動体通信分野の標準ベースバン

ド信号源として非常に有用である。

�
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�図４　アプリケーション例

VB2000�
（Baseband Signal Generator）�

VG3000�
（RF Signal Generator）�

RF-OUT

Perch  & DTCH
 CH1 （Perch 1 st & 2nd）�

1st Search Code

2nd Search Code

Time Slot

to RF Receiver

端末受信回路�

CRC Check�
BER Tester

Interference�
     from another cells

 CH2 （DTCH）�

 CH3 （32ch Interference）�

CH4 （64ch Interference）��

Interference of inner cell

I-O
U
T

Q
-O
U
T

I-I
N

Q
-IN


