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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定サイズのウィンドウに対して複数の処理系統で並列に復号演算を行う、スライディ
ングウィンドウおよびＭａｘ－ＬＯＧ－ＭＡＰアルゴリズムが適用される復号装置であっ
て、
　前記ウィンドウ内において前記複数の処理系統の各々で当該複数の処理系統数だけ前の
演算対象シンボルに係る前方確率から現時点の演算対象シンボルに係る前方確率を前記複
数の処理系統数のシンボル間隔で順次演算し、各処理系統の前記現時点の演算対象シンボ
ルが１シンボルずつ順々にずれている前方確率演算手段と、
　前記ウィンドウ内において前記複数の処理系統の各々で当該複数の処理系統数だけ後の
演算対象シンボルに係る後方確率から現時点の演算対象シンボルに係る後方確率を前記複
数の処理系統数のシンボル間隔で順次演算し、各処理系統の前記現時点の演算対象シンボ
ルが１シンボルずつ順々にずれている後方確率演算手段と、
　前記前方確率および前記後方確率を用いて各処理系統で並列に尤度情報を演算する尤度
演算手段と、
　を有する復号装置。
【請求項２】
　前記後方確率演算手段は、
　現時点で演算対象であるウィンドウより後の時点のデータをトレーニングデータとして
現時点の演算対象シンボルに係る後方確率を演算する請求項１記載の復号装置。
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【請求項３】
　前記後方確率演算手段にて用いられる前記トレーニングデータは、
　前記複数の処理系統で共通する請求項２記載の復号装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の復号装置を有することを特徴とする基地局装
置。
【請求項５】
　請求項１から請求項３のいずれかに記載の復号装置を有することを特徴とする移動局装
置。
【請求項６】
　所定サイズのウィンドウに対して複数の処理系統で並列に復号演算を行う、スライディ
ングウィンドウおよびＭａｘ－ＬＯＧ－ＭＡＰアルゴリズムが適用される復号方法であっ
て、
　前記ウィンドウ内において前記複数の処理系統の各々で当該複数の処理系統数だけ後の
演算対象シンボルに係る後方確率から現時点の演算対象シンボルに係る後方確率を前記複
数の処理系統数のシンボル間隔で順次演算し、各処理系統の前記現時点の演算対象シンボ
ルが１シンボルずつ順々にずれている後方確率演算ステップと、
　前記ウィンドウ内において前記複数の処理系統の各々で当該複数の処理系統数だけ前の
演算対象シンボルに係る前方確率から現時点の演算対象シンボルに係る前方確率を前記複
数の処理系統数のシンボル間隔で順次演算し、各処理系統の前記現時点の演算対象シンボ
ルが１シンボルずつ順々にずれている前方確率演算ステップと、
　前記前方確率が演算されるごとに前記前方確率および前記後方確率を用いて各処理系統
で並列に尤度情報を演算する尤度演算ステップと、
　を有する復号方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、復号装置および復号方法に関し、特に、Ｍａｘ－Ｌｏｇ－ＭＡＰアルゴリズ
ムを用いたターボ復号を行う復号装置および復号方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、第四世代移動体通信に採用される方式の最も有力な候補として、ＶＳＦ－ＯＦＣ
ＤＭ（Variable Spreading Factor-Orthogonal Frequency and Code Division Multiplex
ing：可変拡散率直交周波数・符号分割多重）が注目されている。ＶＳＦ－ＯＦＣＤＭが
採用された場合には、およそ５０－１００ＭＨｚの帯域幅を用いて、１００Ｍｂｐｓ以上
の最大伝送速度を実現することが可能となる。このような超高速な通信方式には、誤り訂
正方式としてターボ符復号の適用が有効である。
【０００３】
　ターボ符復号方式は、送信データに対して、畳み込み符号化とインタリーブを併用し、
復号時に繰り返し復号することを特徴としている。繰り返し復号処理をすることにより、
ランダム誤りはもちろんのこと、バースト誤りに対しても優れた誤り訂正能力を示すこと
が知られている。
【０００４】
　以下、ターボ復号の手順について簡単に説明する。
【０００５】
　ターボ復号の処理手順は、大きく前方確率算出、後方確率算出、および尤度情報算出に
分けられる。
【０００６】
　前方確率αの算出は、下記の式（１）により状態ごとに行われる。
【０００７】
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【数１】

　上式（１）において、ｌｏｇαは対数領域での前方確率、ｋは時点、ｍおよびｍ′は状
態遷移トレリス上における状態をそれぞれ示している。すなわち、式（１）の左辺は、時
点ｋの状態ｍにおける前方確率を自然対数で示している。また、上式（１）において、ｌ
ｏｇγは対数領域での移行確率、ｍ’∃(ｍ’→ｍ)は状態ｍへ遷移可能なすべての状態ｍ
′、ｂは送信信号の組み合わせ、すなわちシステマチックビットとパリティビットの取り
得る組み合わせを示している。
【０００８】
　式（１）から明らかなように、前方確率αkは、前時点（ｋ－１）における前方確率αk

-1から算出される。
【０００９】
　次に、後方確率βの算出は、下記の式（２）により状態ごとに行われる。
【００１０】

【数２】

　計算法は前方確率とほぼ同様であるが、大きく異なる点は、後方確率βkは、後時点（
ｋ＋１）における後方確率βk+1から算出される点である。つまり、前方確率は、時間軸
上の順方向に計算していくのに対して、後方確率は、時間軸上の逆方向に計算していくこ
とになる。
【００１１】
　次に、尤度情報Ｌ（ｕk）の算出は、下記の式（３）によって行われる。
【００１２】
【数３】

　式（３）において、分子は送信信号中のシステマチックビットｕk＝０となるすべての
状態遷移の組み合わせにおける演算を表し、分母はｕk＝１となるすべての状態遷移の組
み合わせにおける演算を表す。
【００１３】
　上式（１）～（３）の計算は、非常に煩雑であるため、ターボ復号の１つのアルゴリズ
ムであるＭａｘ－Ｌｏｇ－ＭＡＰアルゴリズムにおいては、式（４）に示す近似式が用い
られる。
【００１４】
【数４】

　式（４）を用いて式（１）および式（２）を変形すると、それぞれ以下の式（５）およ
び式（６）のようになる。
【００１５】

【数５】

　さらに、これらの式（５），（６）を用いて式（３）を変形すると、以下の式（７）の
ようになる。
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【００１６】
【数６】

　Ｍａｘ－Ｌｏｇ－ＭＡＰアルゴリズムを用いたターボ復号においては、式（７）を用い
て算出された尤度情報Ｌ（ｕk）が閾値０と比較され、尤度情報Ｌ（ｕk）が０以上であれ
ば、時点ｋで送信されたシステマチックビットｕk＝１と硬判定され、尤度情報Ｌ（ｕk）
が０未満であれば、時点ｋで送信されたシステマチックビットｕk＝０と硬判定される。
【００１７】
　ここで、式（７）に示したように、時点ｋにおける尤度情報算出のためには、時点（ｋ
－１）における前方確率αｋ－１、ならびに時点ｋにおける後方確率βｋおよび移行確率
γｋが必要となる。このとき、時点１～ｋにおける各時点での前方確率および後方確率を
それぞれ算出し、その後、尤度情報を算出する場合は、全状態の全時点での確率値を記憶
する必要があるため、メモリ量は膨大なものとなる。
【００１８】
　このメモリ量を削減するためには、例えば以下のような算出手順を取ることが考えられ
る。すなわち、まず後方確率を時点ｋ～１について算出し、メモリへ蓄積する。次に時点
ごとに前方確率を算出し、この前方確率および先に算出した後方確率より、尤度情報を逐
次的に算出する。この方法によれば、算出された前方確率が即座に尤度情報の算出に用い
られるため、前方確率の蓄積は行われず、前方確率の蓄積の分だけメモリ量を削減するこ
とができる。
【００１９】
　また、後方確率を蓄積するためのメモリ量の削減方法として、例えば非特許文献１に記
載されたスライディングウィンドウ法がある。スライディングウィンドウ法は、データの
全系列を所定のウィンドウ単位に分割し、各ウィンドウにトレーニング区間を設けること
により、系列の最後方から計算しなければならない後方確率を、系列の中途から計算する
方法である。このスライディングウィンドウ法によれば、ウィンドウ単位で後方確率を蓄
積すれば良く、時点ｋ～１のすべての後方確率を蓄積する場合に比べてメモリ量を大幅に
削減することができる。
【００２０】
　さらに、スライディングウィンドウ法において、確率値および尤度情報の演算をパラレ
ルに行うことにより、演算の高速化を図ることができる。すなわち、例えば図５（ａ）に
示すように、全系列ｎＷのデータがｎ個のウィンドウに分割される場合、このウィンドウ
を並列に処理することにより、演算の高速化を図ることができる。例えば図５（ｂ）に示
すように、＃１および＃２の２つの処理系統によって並列に演算を行うことにより、演算
時間を半分にすることができる。
【非特許文献１】Andrew J. Viterbi, “An Intuitive Justification and a Simplified
 Implementation of the MAP Decoder for Convolutional Codes”, IEEE J. Sel. Areas
 Commun., vol.16, no.2, pp.260-264, Feb.1998
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかしながら、上述のようにパラレルにスライディングウィンドウ法を行う場合でも、
ウィンドウサイズに対応する処理遅延が生じるという問題がある。特に、Ｍａｘ－Ｌｏｇ
－ＭＡＰアルゴリズムを用いて尤度情報Ｌ（ｕk）を算出する場合、時点ｋが小さい方か
ら順に算出する必要があるが、尤度情報Ｌ（ｕk）の算出に必要な確率値は、各ウィンド
ウ内ではシリアルに算出されるため、ウィンドウを並列に処理しても、結局尤度情報Ｌ（
ｕk）の算出には遅延が生じることになる。
【００２２】
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　この問題について、図６を参照して具体的に説明する。
【００２３】
　図６は、スライディングウィンドウ法のウィンドウサイズが６４である場合に、２つの
処理系統＃１，＃２によって尤度情報Ｌ（ｕk）を算出するタイミングの例を示す図であ
る。図６（ａ）は、後方確率βkを算出するタイミングを示し、図６（ｂ）は、前方確率
αkを算出するタイミングを示し、図６（ｃ）は、尤度情報Ｌ（ｕk）を算出するタイミン
グを示している。
【００２４】
　図６（ａ）において、後方確率β63～β0および後方確率β127～β64を算出するために
、それぞれトレーニング区間が設けられている。トレーニング区間の先頭（ここでは、β

95およびβ159）は、常に０と仮定され、トレーニング区間内で上記の式（６）の演算が
行われることにより、ウィンドウ内の後方確率β63～β0および後方確率β127～β64を正
しく算出することができる。したがって、トレーニング区間としては、少なくとも２０程
度のサイズが必要となる。
【００２５】
　図６（ａ）においては、時刻Ｔ１で後方確率β0，β64の算出が完了する。各処理系統
＃１，＃２は、引き続き後方確率β191～β128および後方確率β255～β192を算出する。
【００２６】
　そして、図６（ｂ）に示すように、時刻Ｔ１から前方確率α0～α63およびα64～α127

の算出が開始される。このとき、前方確率α64～α127の算出に関しては、α32を０と仮
定し、α32～α63がトレーニング区間となっている。
【００２７】
　一方、図６（ｃ）に示すように、時刻Ｔ１から尤度情報Ｌ（ｕ0）～Ｌ（ｕ63）の算出
が開始される。時刻Ｔ１においては、後方確率β0～β63は既に算出されており、前方確
率α0も算出されるため、処理系統＃１は、尤度情報Ｌ（ｕ0）を算出することができる。
【００２８】
　しかし、時刻Ｔ１において、後方確率β64～β127が既に算出されており、前方確率α6

4も算出されているにも拘わらず、処理系統＃２は、尤度情報Ｌ（ｕ64）を算出すること
ができずに待機する。これは、上述したように尤度情報Ｌ（ｕk）は、時点ｋが小さい方
から順に算出される必要があるが、時刻Ｔ１においては、尤度情報Ｌ（ｕ0）が算出され
るのみであり、尤度情報Ｌ（ｕ63）は後になって処理系統＃１によって算出されるためで
ある。
【００２９】
　したがって、図６（ｃ）に示すように、時刻Ｔ１から処理系統＃１によって尤度情報Ｌ
（ｕ0）～Ｌ（ｕ63）が算出され、時刻Ｔ２から処理系統＃２によって尤度情報Ｌ（ｕ64

）～Ｌ（ｕ127）が順次算出される。
【００３０】
　つまり、後方確率および前方確率の算出は完了しているにも拘わらず、尤度情報の算出
に際して並列処理を行うことができず、ウィンドウサイズに対応する処理遅延が生じてし
まう。この処理遅延を小さくするためには、ウィンドウサイズを小さくすれば良いが、ウ
ィンドウサイズを小さくした場合には、ウィンドウ数が増加することになり、これに伴っ
てトレーニング区間に対する処理量が増大する。トレーニング区間は、実際の復号には寄
与しない区間であるため、トレーニング区間に対する処理量が増大すれば、全体の処理量
は増大し、結果として回路規模が増大することがある。
【００３１】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、処理量および回路規模の増大を抑制
しつつ、高速に尤度情報を算出することができる復号装置および復号方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
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　本発明の復号装置は、所定サイズのウィンドウに対して複数の処理系統で並列に復号演
算を行う、スライディングウィンドウおよびＭａｘ－ＬＯＧ－ＭＡＰアルゴリズムが適用
される復号装置であって、前記ウィンドウ内において前記複数の処理系統の各々で当該複
数の処理系統数だけ前の演算対象シンボルに係る前方確率から現時点の演算対象シンボル
に係る前方確率を前記複数の処理系統数のシンボル間隔で順次演算し、各処理系統の前記
現時点の演算対象シンボルが１シンボルずつ順々にずれている前方確率演算手段と、前記
ウィンドウ内において前記複数の処理系統の各々で当該複数の処理系統数だけ後の演算対
象シンボルに係る後方確率から現時点の演算対象シンボルに係る後方確率を前記複数の処
理系統数のシンボル間隔で順次演算し、各処理系統の前記現時点の演算対象シンボルが１
シンボルずつ順々にずれている後方確率演算手段と、前記前方確率および前記後方確率を
用いて各処理系統で並列に尤度情報を演算する尤度演算手段と、を有する構成を採る。
【００３３】
　この構成によれば、処理系統数だけ前後の時点の前方確率および後方確率から現時点の
前方確率および後方確率を演算するため、各ウィンドウ内においても複数の処理系統が並
列に確率値の演算を行うことができ、確率値が演算されるごとに後段の尤度演算を行って
、処理量および回路規模の増大を抑制しつつ、高速に尤度情報を算出することができる。
【００３４】
　本発明の復号装置は、前記後方確率演算手段は、現時点で演算対象であるウィンドウよ
り後の時点のデータをトレーニングデータとして現時点の演算対象シンボルに係る後方確
率を演算する構成を採る。
【００３５】
　この構成によれば、処理対象のウィンドウより後の時点のデータをトレーニングデータ
として現時点の後方確率を演算するため、任意のウィンドウに関して後方確率の演算処理
を行うことができる。
【００３６】
　本発明の復号装置は、前記後方確率演算手段にて用いられる前記トレーニングデータは
、前記複数の処理系統で共通する構成を採る。
【００３７】
　この構成によれば、複数の処理系統で共通のトレーニングデータを用いるため、トレー
ニングデータに必要な演算量を削減することができ、装置全体の処理量をさらに削減する
ことができる。
【００３８】
　本発明の基地局装置は、上記のいずれかに記載の復号装置を有する構成を採る。
【００３９】
　この構成によれば、上記のいずれかに記載の復号装置と同様の作用効果を基地局装置に
おいて実現することができる。
【００４０】
　本発明の移動局装置は、上記のいずれかに記載の復号装置を有する構成を採る。
【００４１】
　この構成によれば、上記のいずれかに記載の復号装置と同様の作用効果を移動局装置に
おいて実現することができる。
【００４２】
　本発明の復号方法は、所定サイズのウィンドウに対して複数の処理系統で並列に復号演
算を行う、スライディングウィンドウおよびＭａｘ－ＬＯＧ－ＭＡＰアルゴリズムが適用
される復号方法であって、前記ウィンドウ内において前記複数の処理系統の各々で当該複
数の処理系統数だけ後の演算対象シンボルに係る後方確率から現時点の演算対象シンボル
に係る後方確率を前記複数の処理系統数のシンボル間隔で順次演算し、各処理系統の前記
現時点の演算対象シンボルが１シンボルずつ順々にずれている後方確率演算ステップと、
前記ウィンドウ内において前記複数の処理系統の各々で当該複数の処理系統数だけ前の演
算対象シンボルに係る前方確率から現時点の演算対象シンボルに係る前方確率を前記複数
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の処理系統数のシンボル間隔で順次演算し、各処理系統の前記現時点の演算対象シンボル
が１シンボルずつ順々にずれている前方確率演算ステップと、前記前方確率が演算される
ごとに前記前方確率および前記後方確率を用いて各処理系統で並列に尤度情報を演算する
尤度演算ステップと、を有するようにした。
 
【００４３】
　この方法によれば、処理系統数だけ前後の時点の前方確率および後方確率から現時点の
前方確率および後方確率を演算するため、各ウィンドウ内においても複数の処理系統が並
列に確率値の演算を行うことができ、確率値が演算されるごとに後段の尤度演算を行って
、処理量および回路規模の増大を抑制しつつ、高速に尤度情報を算出することができる。
【発明の効果】
【００４４】
　本発明によれば、処理量および回路規模の増大を抑制しつつ、高速に尤度情報を算出す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　本発明の骨子は、ウィンドウ単位で並列処理を行うとともに、ウィンドウ内における演
算処理も並列に行うことである。
【００４６】
　以下、本発明の一実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００４７】
　図１は、本発明の一実施の形態に係る復号装置の全体構成を示すブロック図である。同
図に示す復号装置は、インタリーバ１００、復号器１１０、インタリーバ１２０、復号器
１３０、デインタリーバ１４０、デインタリーバ１５０、硬判定部１６０、および誤り検
出部１７０を有している。なお、図１に示す復号装置は、ターボ符号化によって得られる
情報ビットそのものであるシステマチックビットｘa、情報ビットを畳み込み符号化して
得られるパリティビットｘb、および情報ビットをインタリーブ後に畳み込み符号化して
得られるパリティビットｘcに、それぞれ通信路における雑音が付加されたシステマチッ
クビットｙa、パリティビットｙb、およびパリティビットｙcを復号するものとする。
【００４８】
　インタリーバ１００は、システマチックビットｙaをインタリーブする。インタリーバ
１００によるインタリーブは、符号化側におけるインタリーブと同様にして行われる。
【００４９】
　復号器１１０は、軟入力軟出力の復号器であり、前回の復号結果から得られる事前情報
尤度Ｌeとシステマチックビットｙaとパリティビットｙbとを用いて復号を行い、復号結
果をインタリーバ１２０へ出力する。復号器１１０による復号については、後に詳述する
。
【００５０】
　インタリーバ１２０は、復号器１１０の復号結果をインタリーブする。インタリーバ１
２０によるインタリーブは、符号化側におけるインタリーブと同様にして行われる。
【００５１】
　復号器１３０は、軟入力軟出力の復号器であり、インタリーバ１２０から出力される事
前情報尤度とインタリーバ１００から出力されるシステマチックビットｙaとパリティビ
ットｙcとを用いて復号を行い、復号結果をデインタリーバ１４０およびデインタリーバ
１５０へ出力する。
【００５２】
　デインタリーバ１４０およびデインタリーバ１５０は、復号器１３０の復号結果をデイ
ンタリーブする。デインタリーバ１４０およびデインタリーバ１５０によるデインタリー
ブは、インタリーバ１００またはインタリーバ１２０によるインタリーブを元に戻すよう
にして行われる。
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【００５３】
　硬判定部１６０は、デインタリーバ１５０から出力される尤度情報を硬判定し、０また
は１の硬判定値を出力する。具体的には、硬判定部１６０は、デインタリーバ１５０から
出力される尤度情報を閾値である０と比較し、尤度情報が０以上であれば硬判定値として
１を出力し、尤度情報が０未満であれば硬判定値として０を出力する。
【００５４】
　誤り検出部１７０は、硬判定結果に付加されているＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check
）などの誤り検出符号を用いて誤り検出を行い、復号データを出力する。
【００５５】
　次いで、図２および図３を用いて、上記のように構成された復号装置における復号器の
動作について具体的に説明する。
【００５６】
　図２は、復号器１１０の内部構成を示すブロック図である。同図に示すように、復号器
１１０は、移行確率演算部１１１、後方確率演算部１１２、前方確率演算部１１３、記憶
部１１４、および尤度演算部１１５を有している。なお、復号器１３０も復号器１１０と
同様の内部構成を有しているものとする。また、以下の復号動作は、所定サイズのウィン
ドウ単位で行われるものとする。
【００５７】
　まず、前回の復号結果から得られる事前情報尤度Ｌe、システマチックビットｙa、およ
びパリティビットｙbが移行確率演算部１１１へ入力され、移行確率が演算される。以下
では、時点ｋにおいて状態遷移トレリス上の状態ｍ′から状態ｍへ移行する移行確率をγ

k（ｍ’，ｍ）と表記する。
【００５８】
　算出された移行確率γk（ｍ’，ｍ）は、後方確率演算部１１２および前方確率演算部
１１３へ出力され、それぞれ後方確率および前方確率が算出される。以下では、時点ｋの
状態ｍにおける後方確率をβk（ｍ）と表記し、時点ｋの状態ｍにおける前方確率をαk（
ｍ）と表記する。
【００５９】
　ここで、後方確率演算部１１２および前方確率演算部１１３による確率値の算出につい
て説明する。
【００６０】
　上述したように、前方確率αk（ｍ）および後方確率βk（ｍ）は、式（５），（６）に
よって算出される。式（５），（６）は、それぞれ以下の式（８），（９）のように変形
することができる。
【００６１】
【数７】

　これらの式（８），（９）を再度式（５），（６）へ代入すると、以下の式（１０），
（１１）が得られる。
【００６２】



(9) JP 4227481 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

【数８】

　式（１０）は、時点ｋの前方確率αkを時点（ｋ－２）の前方確率αk-2から算出するこ
とを示し、式（１１）は、時点ｋの後方確率βkを時点（ｋ＋２）の後方確率βk+2から算
出することを示している。
【００６３】
　後方確率演算部１１２および前方確率演算部１１３は、それぞれ式（１０），（１１）
を用いて、２つの処理系統で並列に後方確率および前方確率を演算する。つまり、例えば
後方確率演算部１１２における後方確率の演算においては、一方の処理系統が後方確率β

k+2から後方確率βkを算出する間に、他方の処理系統が並行して後方確率βk+1から後方
確率βk-1を算出する。具体的にｋ＝1の場合を考えると、２つの処理系統によって、後方
確率β1および後方確率β0が並行して算出されることになる。
【００６４】
　算出された後方確率は、ウィンドウ単位で記憶部１１４へ記憶される。また、後方確率
と同様に、前方確率演算部１１３においても、２つの処理系統によって、前方確率αkと
前方確率αk+1が並行して算出される。前方確率が算出されると、尤度演算部１１５によ
って、前方確率および記憶部１１４に記憶されている後方確率が用いられ、上述した式（
７）によって尤度情報が算出される。
【００６５】
　このとき、従来とは異なり、前方確率演算部１１３における２つの処理系統は、前方確
率αkおよび前方確率αk+1を並行して算出するため、時点ｋが小さい方から順に尤度情報
Ｌ（ｕk）を算出する場合に、双方の処理系統によって算出される前方確率を同時に用い
て尤度情報を算出することができる。
【００６６】
　以下、図３を参照して、尤度情報を算出するタイミングについて、具体的に説明する。
【００６７】
　図３（ａ）は、後方確率演算部１１２における２つの処理系統＃１，＃２による後方確
率βkの算出タイミングを示している。同図に示すように、処理系統＃１は、β190～β12

8をトレーニング区間として、後方確率β126～β0のうち時点ｋが偶数であるものを順次
算出していく。同様に、処理系統＃２は、β191～β129をトレーニング区間として、後方
確率β127～β1のうち時点ｋが奇数であるものを順次算出していく。そして、時刻Ｔ１に
おいて、後方確率β0および後方確率β1が算出される。
【００６８】
　図３（ｂ）は、前方確率演算部１１３における２つの処理系統＃１，＃２による前方確
率αkの算出タイミングを示している。同図に示すように、処理系統＃１は、時刻Ｔ１か
ら前方確率α0～α126のうち時点ｋが偶数であるものを順次算出していく。同様に、処理
系統＃２は、時刻Ｔ１から前方確率α1～α127のうち時点ｋが奇数であるものを順次算出
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していく。
【００６９】
　図３（ｃ）は、尤度演算部１１５における２つの処理系統＃１，＃２による尤度情報Ｌ
（ｕk）の算出タイミングを示している。同図に示すように、処理系統＃１は、時刻Ｔ１
において尤度情報Ｌ（ｕ0）を算出する。そして、処理系統＃２は、時刻Ｔ１において前
方確率α0および既に記憶部１１４に記憶されている後方確率β1を用いて尤度情報Ｌ（ｕ

1）を算出する。
【００７０】
　このように従来とは異なり、処理系統＃２は尤度情報Ｌ（ｕk）の算出を待機すること
が無く、並行処理を行うことができる。このため、図３（ｃ）と図６（ｃ）とを比較すれ
ば明らかなように、尤度情報Ｌ（ｕk）の演算を大幅に高速化することができる。
【００７１】
　このように、本実施の形態によれば、処理系統数（ここでは２）だけ前または後の時点
の確率値から現時点での確率値を算出する演算を、各処理系統で並列に行うため、確率値
を用いた尤度情報の算出における処理遅延が無く、処理量および回路規模の増大を抑制し
つつ、高速に尤度情報を算出することができる。
【００７２】
　なお、本実施の形態においては、トレーニング区間のサイズを３２とし、ウィンドウサ
イズを６４として説明したが、本発明はこれらのサイズに限定されない。トレーニング区
間のサイズとしては、約２０程度以上であれば良い。
【００７３】
　また、本実施の形態においては、２つの処理系統で並列に演算する場合について説明し
たが、処理系統数は２以上であればいくつでも良い。この場合には、式（１０），（１１
）と同様の考え方で、前方確率および後方確率を処理系統数だけ前および後の時点の前方
確率および後方確率で表す式を用いれば良い。すなわち、処理系統数をｍ（ｍは２以上の
整数）とすれば、前方確率αkおよび後方確率βkをそれぞれ前方確率αk-mおよび後方確
率βk+mで表す式を用いて確率値を演算すれば良い。
【００７４】
　また、例えば図４に示すように、トレーニング区間についてはいずれか１つの処理系統
のみにおいて連続した演算を行い、このトレーニング結果をすべての処理系統で共通して
用いることにより、装置全体の演算量をさらに削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明の一実施の形態に係る復号装置の全体構成を示すブロック図
【図２】一実施の形態に係る復号器の内部構成を示すブロック図
【図３】一実施の形態に係る復号動作のタイミングの例を示す図
【図４】一実施の形態に係る復号動作のタイミングの他の例を示す図
【図５】ウィンドウを用いた処理を説明するための図
【図６】スライディングウィンドウ法による復号動作のタイミングの例を示す図
【符号の説明】
【００７６】
　１００、１２０　インタリーバ
　１１０　復号器
　１１１　移行確率演算部
　１１２　後方確率演算部
　１１３　前方確率演算部
　１１４　記憶部
　１１５　尤度演算部
　１３０　復号器
　１４０、１５０　デインタリーバ
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　１６０　硬判定部
　１７０　誤り検出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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