
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
自動再送制御（ＡＲＱ）と、誤り訂正符号（ＦＥＣ）を用いて送信されたデータを受信す
る受信装置であって、
　前記データの受信状態の信頼度の値を算出する信頼度算出手段と、
　前記データに対する誤り訂正処理を行うとともに、誤り訂正状態を出力する誤り検出手
段と、
　送信機からデータが再送データとして送信されたとき、該再送データを既存のデータと
データ合成する合成手段と、
　前記信頼度の値が所定の値よりも高いときには、前記合成手段によるデータ合成を実行
指示するとともに前記誤り検出手段による誤り訂正状態に基づき前記再送要求の有無を判
定し、前記信頼度の値が所定の値よりも低いときには、前記合成手段によるデータ合成を
実行指示せず再送要求を出力する判定手段と、
　前記データを送信した送信機に対して、前記判定手段が出力した再送要求の有無に関す
る情報を応答送信する応答手段と、
　を備えたことを特徴とする受信装置。
【請求項２】
前記信頼度算出手段は、前記データの受信性能を示す測定値を用いて前記信頼度の値を算
出し、
　前記判定手段は、前記再送データの測定値が、既存の合成データの測定値に対して所定
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の割合の値よりも小さいときは前記データ合成の実行指示および前記誤り訂正処理の実行
指示をすることなく、再送要求を出力することを特徴とする請求の範囲第１項に記載の受
信装置。
【請求項３】
前記信頼度算出手段は、前記測定値として前記データの絶対値を平均した値を用いて前記
信頼度の値を算出することを特徴とする請求の範囲第２項に記載の受信装置。
【請求項４】
前記信頼度算出手段は、前記測定値として前記データの受信時のＳ／Ｎを用いて前記信頼
度の値を算出することを特徴とする請求の範囲第２項に記載の受信装置。
【請求項５】
前記信頼度算出手段は、前記データの受信性能を示す測定値を用いて前記信頼度の値を算
出し、
　前記判定手段は、前記再送データの測定値が、予め定めた値よりも小さいときは前記デ
ータ合成の実行指示および前記誤り訂正処理の実行指示をすることなく、再送要求を出力
することを特徴とする請求の範囲第１項に記載の受信装置。
【請求項６】
前記信頼度算出手段は、前記測定値として前記データの絶対値を平均した値を用いて前記
信頼度の値を算出することを特徴とする請求の範囲第５項に記載の受信装置。
【請求項７】
前記信頼度算出手段は、前記測定値として前記データの受信時のＳ／Ｎを用いて前記信頼
度の値を算出することを特徴とする請求の範囲第５項に記載の受信装置。
【請求項８】
前記信頼度算出手段は、受信したデータの量子化ビットのビット範囲に基づき前記信頼度
の値を算出し、
　前記判定手段は、再送された前記データの量子化範囲が既存のデータの量子化範囲を低
いレベルに下げるとき信頼度が低いと判定し、前記データ合成を実行指示せずに再送要求
を出力することを特徴とする請求の範囲第１項に記載の受信装置。
【請求項９】
前記信頼度算出手段は、前記既存のデータの平均値およびデータ数と、前記再送されたデ
ータの平均値およびデータ数と、前記既存のデータと前記再送されたデータを仮に合成処
理したときのデータの平均値およびデータ数と、を用いて合成後のデータの量子化ビット
位置を算出し、
　前記判定手段は、前記合成後のデータの量子化ビット位置が既存のデータの量子化ビッ
ト位置が重ならないとき信頼度が低いと判定することを特徴とする請求の範囲第８項に記
載の受信装置。
【請求項１０】
前記判定手段は、前記既存のデータの量子化ビット位置と、前記再送されたデータの量子
化ビット位置との差が所定ビット数以上あり、互いの量子化ビット範囲が重ならないとき
信頼度が低いと判定することを特徴とする請求の範囲第８項に記載の受信装置。
【請求項１１】
前記判定手段は、信頼度が低いと判定したときにも前記再送されたデータに対して前記誤
り訂正手段による誤り訂正処理を実行指示し、該誤り訂正処理の結果、誤りがある場合に
再送要求を出力することを特徴とする請求の範囲第１０項に記載の受信装置。
【請求項１２】
自動再送制御（ＡＲＱ）と、誤り訂正符号（ＦＥＣ）を用いて送信機と受信機との間でデ
ータを送受するハイブリッドＡＲＱ通信システムであって、
　前記受信機は、
　前記データの受信状態の信頼度の値を算出する信頼度算出手段と、
　前記データに対する誤り訂正処理を行うとともに、誤り訂正状態を出力する誤り検出手
段と、
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　送信機からデータが再送データとして送信されたとき、該再送データを既存のデータと
データ合成する合成手段と、
　前記信頼度の値が所定の値よりも高いときには、前記合成手段によるデータ合成を実行
指示するとともに前記誤り検出手段による誤り訂正状態に基づき前記再送要求の有無を判
定し、前記信頼度の値が所定の値よりも低いときには、前記合成手段によるデータ合成を
実行指示せず再送要求を出力する判定手段と、
　前記データを送信した送信機に対して、前記判定手段が出力した再送要求の有無をフィ
ードバック情報に含ませて応答送信し、該フィードバック情報の一部に前記データ合成の
実行情報を付加情報として付加する応答手段とを備え、
　前記送信機は、
　前記フィードバック情報を受信するフィードバック情報受信手段と、
　前記フィードバック情報が再送要求有りのときに前記付加情報を参照して再送データの
送信内容を再構成する送信パターン指定手段とを備えたことを特徴とするハイブリッドＡ
ＲＱ通信システム。
【請求項１３】
前記受信機の応答手段は、前記送信機から送信された再送データを前記データ合成に用い
ない回数である非合成回数を、前記付加情報に付加し、
　前記送信機の送信パターン指定手段は、前記付加情報に含まれる前記非合成回数が予め
定めた所定の回数に達したとき、前記再送データの送信パターンをリセットし、データの
送信をやり直すことを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のハイブリッドＡＲＱ通信シ
ステム。
【請求項１４】
前記受信機の応答手段は、前記送信機から送信された再送データを前記データ合成に用い
ない回数である非合成回数を、前記付加情報に付加し、
　前記送信機の送信パターン指定手段は、前記付加情報に含まれる前記非合成回数が予め
定めた所定の回数に達したとき、前記再送データの送信電力を所定の電力分だけ増加させ
る制御を行うことを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のハイブリッドＡＲＱ通信シス
テム。
【請求項１５】
前記受信機の応答手段は、前記送信機から送信された再送データを前記データ合成に用い
たか否かを示す合成／非合成情報を、前記付加情報に付加し、
　前記送信機の送信パターン指定手段は、前記付加情報に含まれる前記合成／非合成情報
のうち非合成回数が所定の回数に達したとき、前記再送データの送信パターンをリセット
し、データの送信をやり直すことを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のハイブリッド
ＡＲＱ通信システム。
【請求項１６】
前記受信機の応答手段は、前記送信機から送信された再送データを前記データ合成に用い
たか否かを示す合成／非合成情報を、前記付加情報に付加し、
　前記送信機の送信パターン指定手段は、前記付加情報に含まれる前記合成／非合成情報
のうち非合成回数が所定の回数に達したとき、前記再送データの送信電力を所定の電力分
だけ増加させる制御を行うことを特徴とする請求の範囲第１２項に記載のハイブリッドＡ
ＲＱ通信システム。
【請求項１７】
前記受信機の信頼度算出手段は、前記既存のデータの信頼度と、前記再送データの信頼度
との値の差分である信頼度差情報を算出し、
　前記応答手段は、前記送信機から送信された再送データを前記データ合成に用いたか否
かを示す合成／非合成情報と、前記信頼度差情報と、を前記付加情報に付加し、
　前記送信機の送信パターン指定手段は、前記付加情報に含まれる前記合成／非合成情報
のうち非合成回数が所定の回数に達したとき、前記再送データの送信電力を前記信頼度差
情報に対応した電力差をもって増加させる制御を行うことを特徴とする請求の範囲第１２
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項に記載のハイブリッドＡＲＱ通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、情報データのデータ伝送品質を向上するために自動再送制御と、誤り訂正符
号の技術を用いてデータを受信する受信装置およびハイブリッドＡＲＱ通信システムに関
する。
【背景技術】
　送信機と受信機との間で情報データを送受する通信システムでは、情報データのデータ
品質を向上させるために自動再送制御（ＡＲＱ；Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｏｒｔ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ）や、誤り訂正符号（ＦＥＣ；Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃ
ｔｉｏｎ）等の技術が用いられている。例えば、データの再送と合成処理を行う通信シス
テムにおいて、送信機は、情報ビットのブロックに誤り検出用パリティビットを加えて、
誤り訂正符号化してその全部または一部を送信する。受信機では、該情報ビットのブロッ
クを１回目に受信するときにはそのまま誤り訂正復号を行い、続いて誤り検出を行う。誤
りがない場合にはＡＣＫ（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を、ま
た、誤りがある場合にはＮＡＣＫ（Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）の確認情報を送信機に対して返す。
　送信機は、通知情報を受信してＡＣＫと判定した場合は、次の情報ビットのブロックに
対しての上記伝送処理に移る。一方、ＮＡＣＫと判定した場合には、現在のブロックに対
する符号化ビットのうち、全部または一部を再送する。受信機では、再送データのうち、
それぞれ既存データの対応するビットごとに合成処理を行い、その結果得られた合成デー
タを用いて誤り訂正および誤り検出処理を再度行う。このようにして受信機は、所定の上
限回数の範囲でブロックの誤りがなくなるまで前述した送信機への通知と再送による復号
処理のトライアルを繰り返す。
　上記の合成処理については、以下に示す各技術が知られている。まず、下記の非特許文
献１に記載されている技術では、全てのデータブロックをエラーフリーになるまで同一パ
ケットを再送するＡＲＱ方式について、受信パケットごとの信頼度を定義し、これを重み
としてそれぞれの受信パケットの尤度データに乗じて加算するものである。次に、下記の
特許文献１に開示された技術は、ターボ複合化を用いる無線多元サービス通信環境下にお
ける再送パケットキャプチャシステムであり、上記非特許文献１の技術を前提として、Ｗ
－ＣＤＭＡ等において、タイミングの異なるディレイパルスを取り出し、ＲＡＫＥ合成を
行うものである。このほか、非特許文献２に示された規定は、ＣＱＩチャネルとして受信
特性のうちノイズ状態を示すＳＩＲ測定値をＡＣＫ／ＮＡＣＫのフィードバック情報に情
報を付加し、受信側から送信側に送信するものである。
【特許文献１】　　特開２０００－４１９６号公報
【非特許文献１】　　Ｄ．Ｃｈａｓｅ著「Ｃｏｄｅ　Ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ：Ａ　ｍａｘｉ
ｍｕｍ－ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ　ｄｅｃｏｄｉｎｇ　ａｐｐｒｏａｃｈ　ｆｏｒ　ｃｏｍ
ｂｉｎｉｎｇ　ａｎ　ａｒｂｉｔｒａｒｙ　ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｎｏｉｓｙ　ｐａｃｋ
ｅｔｓ」、ＩＥＥＥ　Ｔｒａｎｓ．ｏｎ　Ｃｏｍｍｏｎ，Ｖｏｌ．３３，ｐｐ．３８５－
３９３，Ｍａｙ　１９８５．
【非特許文献２】　　第３世代携帯電話標準仕様リリース５「３ＧＰＰ　Ｒｅｌ．５」、
インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇ＞
　しかしながら、上記従来の技術では、受信機側では再送データの合成処理を行う構成で
あるため、無駄な復号処理を行わねばならず、合成によるデータ劣化や合成処理等を実行
するために消費電力が増加するという問題があった。
　はじめに、非特許文献１に記載された技術では、「パケットの特性が悪い場合は全く加
算しない（ウエイトが０である）場合もある」と規定してある。その判定手法の具体例と
しては、Ｂｉｎａｒｙ　Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌを最尤復号する場合にパケ
ットｉの誤り率Ｐｉ がわかっているときに、そのウエイトとしてＷｉ を下記の式（１）に
より、
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とすべきこと。また、Ｇａｕｓｓｉａｎ雑音伝搬路については分散σｉ

２ により下記の式
（２）のように、
　
　
　
とすべきことが示されている。
　これらのウエイトを信頼度として用いたとき、常に合成処理が行われることとなる。非
常にまれな条件でのみ、偶然に０となり、合成されないときがあるのみである。このため
、合成しても効果がないような場合であっても合成処理が行われることとなり、この結果
、誤り率判定部の無駄な処理が実行され、消費電力が増加するという問題があった。
　また、特許文献１に記載された技術では、必ず合成処理を行うため、合成データのいず
れかが悪いと、この影響を受けて合成した結果が現状よりも悪化してしまう可能性があっ
た。また、再送データが悪く何の改善も与えないことが明らかであるようなときでも、こ
の再送データを合成して誤り訂正するため、無駄な処理を行うことになり、消費電力が増
加することになる。
　また、非特許文献２の技術では、送信側に送信されるフィードバック情報がＳＩＲ測定
値のみであるため、受信機側で行った合成プロセスおよび現在保存しているデータの状態
を送信側で知ることができず、適切な再送処理を行うことができなかった。
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、データの受信状態に応じた最適
な再送要求処理と、誤り訂正符号処理を行うことにより、データの劣化防止や再送回数の
低減を図ることができる受信装置を提供することを目的とする。また、本発明の他の目的
は、受信機側でデータの受信状態に応じた最適な再送要求処理と、誤り訂正符号処理を行
うことにより、データの劣化防止や再送回数の低減を図ることができ、送信機との間のデ
ータ伝送品質やスループットを向上できるハイブリッドＡＲＱ通信システムを提供するこ
とを目的とする。
【発明の開示】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の受信装置は、以下のことを特徴
とする。信頼度算出手段は、送信機から送信され受信したデータの受信状態の信頼度を値
として算出する。誤り訂正手段は、前記データに対する誤り訂正処理を行うとともに、誤
り訂正状態を出力する。合成手段は、送信機からデータが再送データとして再度送信され
たとき、該再送データを既存のデータとデータ合成する。判定手段は、前記信頼度の値が
高いときには、前記合成手段によるデータ合成を実行指示するとともに前記誤り訂正処理
による誤り訂正状態に基づき前記再送要求の有無を判定し、前記信頼度の値が低いときに
は、前記合成手段によるデータ合成を実行指示せず直ちに再送要求を出力する。応答手段
は、前記データを送信した送信機に対して、前記判定手段が出力した再送要求の有無をフ
ィードバック情報として応答送信する。
　この発明によれば、データ合成およびデータの再送要求のための判定条件として信頼度
を用いることにより、信頼度が低いときは、無駄なデータ合成や誤り訂正の処理を実行し
ないで送信機に対して再送要求を行う。したがって、信頼度の低いデータを合成してしま
い既存のデータの信頼度をさらに下げるという問題を未然に避けることができ、結果とし
てデータの再送回数を低減できる。また、無駄な誤り訂正処理を行わず誤り訂正処理にか
かる消費電力を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
　第１図は、本発明の受信装置の実施の形態１の構成を示すブロック図であり、第２図は
、受信機の詳細な構成を示すブロック図であり、第３図は、この発明の実施の形態１によ
るデータの送受処理を示すフローチャートであり、第４図は、本発明の受信装置の実施の
形態２の構成を示すブロック図であり、第５図は、本発明の受信装置の実施の形態３の構
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成を示すブロック図であり、第６図は、本発明の受信装置の実施の形態４の構成を示すブ
ロック図であり、第７図は、本発明の受信装置の実施の形態５の構成を示すブロック図で
あり、第８図は、本発明の受信装置の実施の形態６の構成を示すブロック図であり、第９
図は、本発明の受信装置の実施の形態７の構成を示すブロック図であり、第１０図は、こ
の発明のハイブリッドＡＲＱ通信システムにおいて送受される情報データと、フィードバ
ック情報の内容を示す図であり、第１１図は、本発明の実施の形態８によるハイブリッド
ＡＲＱ通信システムの処理手順を示すフローチャートであり、第１２図は、本発明の実施
の形態９によるハイブリッドＡＲＱ通信システムの処理手順を示すフローチャートであり
、第１３図は、本発明の実施の形態１０によるハイブリッドＡＲＱ通信システムの処理手
順を示すフローチャートであり、第１４図は、本発明の実施の形態１１によるハイブリッ
ドＡＲＱ通信システムの処理手順を示すフローチャートであり、第１５図は、本発明の実
施の形態１２によるハイブリッドＡＲＱ通信システムの処理手順を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。この発明のハ
イブリッドＡＲＱ通信システムでは、第３世代携帯電話の標準仕様（３ＧＰＰ）リリース
５に規定された、Ｗ－ＣＤＭＡシステムのダウンリンクＨＳ－ＤＳＣＨチャネルにＨＳＤ
ＰＡ技術の一つであるＨ－ＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ）技術を用い、自動再送制御（
ＡＲＱ）と、誤り訂正符号（ＦＥＣ）を組み合わせた再送制御を行う。このＨ－ＡＲＱの
構成は、具体的には、以下に説明する送信機１側のＨ－ＡＲＱ再送制御部１８と、受信機
２側のＨ－ＡＲＱ合成部２３が有している。はじめに、この発明の受信装置の各実施形態
について説明する。
（実施の形態１）
　第１図は、本発明の受信装置の実施の形態１の構成を示すブロック図である。第１図に
おいて送信機１は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおける基地局に相当し、受信機２は、移動局
に相当する。送信機１は、情報ビットが入力される誤り検出符号化部１１と、誤り訂正符
号化部１２と、送信パターン指定部１３と、レートマッチング部１４と、変調部１５と、
復調部１６と、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ検出部１７と、Ｈ－ＡＲＱ再送制御部１８とを有する。
　以上の構成による送信機１は、ＨＳ－ＤＳＣＨトランスポートチャネルの情報ビットを
誤り検出符号化部１１によりＣＲＣパリティを付加し、誤り訂正符号化部１２によりＴＵ
ＲＯＢ符号化し、レートマッチング部１４によりレートマッチングした後、変調部１５か
らＱＰＳＫまたは１６ＱＡＭの方式で変調して伝搬路（無線伝搬路）１９を介して受信機
２に送信する。ＴＵＲＢＯ符号は、情報ビットが組織ビットとしてそのまま含まれる組織
符号で、３ＧＰＰの仕様では符号化率１／３であるため、組織ビット１ビットに対してパ
リティビットが２ビットアサインされる。符号化の後、レートマッチング部１４では物理
チャネルのサイズに合うようにビットを繰り返す（レペティション）か、取り除く（パン
クチャリング）のいずれかが行われる。特に、パンクチャの場合は、パリティビットのな
かから幾つかのビットを取り除いてデータ長を圧縮して符号化率を大きくするようになっ
ている。例えば、情報ビット２ビットに対してパリティを３ビットだけアサインすれば符
号化率２／５となる。これにより、同じ送信電力と同じ伝搬環境に対しての誤り訂正能力
は劣化するものの、情報伝送速度を速くすることができる。
　受信機２は、復調部２１と、デレートマッチング部２２と、Ｈ－ＡＲＱ合成部２３と、
復号化部２４と、誤り検出部２５と、ＮＡＣＫ／ＡＣＫ判定部２６と、符号化部２７と、
変調部２８とを有する。復調部２１は、送信機１から送信された受信データを復調し、尤
度（軟判定）データとして復号化部２４に渡す。これらの構成の詳細を以下に説明する。
　第２図は、受信機の詳細な構成を示すブロック図である。この第２図には、第１図に記
載した受信機２の要部である符号化部（ＣＯＤＥＣ）３０の詳細構成を記載している。復
調部２１により復調された受信データは尤度データとして入力される。この尤度データは
、量子化部３１と、平均値演算部３２にそれぞれ入力される。平均値演算部３２は、尤度
データの平均値を求める（以下、この平均値とは、「尤度データの絶対値を平均した値」
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を示すものとする）。量子化部３１には、平均値演算部３２で演算されたデータの平均値
の２倍を尤度データの上限値とする設定により量子化処理を行い、１データあたりのビッ
ト数を制限する。また、後述するが、再送されたデータの平均値はＭ１として、Ｈ－ＡＲ
Ｑ合成判定処理部３４に出力される。なお、平均値演算部３２は、量子化部３１により尤
度データを量子化するに際し、量子化範囲を特定する指標として量子化前のデータワード
を解読し、量子化ビットのビット位置を整数値として保持している。
　量子化部３１が出力する量子化ビットは、デレートマッチング部３３によるデレートマ
ッチング処理の後、第１図に記載したＨ－ＡＲＱ合成部２３を構成しているスイッチ３５
，合成器３７を介して誤り訂正復号部３９に入力される。Ｈ－ＡＲＱ合成部２３は、この
ほかにＨ－ＡＲＱ合成判定処理部３４と、Ｈ－ＡＲＱバッファ３６を備えてなる。Ｈ－Ａ
ＲＱバッファ３６は、復号に失敗した尤度データを保存するために設けられる。
　Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理部３４は、後述するように、復号に失敗した尤度データと、新
たに受信した再送データ（尤度データ）とに基づいて信頼度を判定し、得られた信頼度に
基づき、復号に失敗した尤度データと再送データとの合成の有無を切り替える。信頼度が
低いときには合成を行わず、信頼度が高いときには合成を行う。信頼度が低く、合成を行
わないときには、スイッチ３５をＯＦＦ（開く）に切り替えるとともに、ＮＡＣＫ／ＡＣ
Ｋ判定部３８から送信機１に対するフィードバック情報（応答信号）として再送要求のＮ
ＡＣＫを送出させる。このとき、誤り訂正復号部３９による誤り訂正復号処理は行わない
とともに、復号ビットを出力させない。
　一方、信頼度が高く、合成を行うときには、スイッチ３５をＯＮ（閉じる）に切り替え
るとともに、ＮＡＣＫ／ＡＣＫ判定部３８から送信機１に対するフィードバック情報（応
答信号）としてＡＣＫを送出させる。この合成時、Ｈ－ＡＲＱバッファ３６に記憶された
復号に失敗した尤度データが読み出され、合成器３７によって再送データと合成（加算）
され、誤り訂正復号部３９に出力される。そして、誤り訂正復号部３９は、入力データの
誤り訂正処理を行い、誤り検出部４０は、ＣＲＣチェックを用いた誤り判定を行い、復号
ビットを出力する。
　第３図は、この発明の実施の形態１によるデータの送受処理を示すフローチャートであ
る。第３図には、送信機１と、受信機２との間のデータの送受手順が示されている。組織
ビットが情報ビットと同じであるため、極端な場合、パリティビット０（符号化率１）の
場合でも、受信データの条件がよい場合は復調することができる。このため、この発明に
おけるＨ－ＡＲＱ方式を用いる方式では、送信機１が送信パターンを決定し（ステップＳ
１）、組織ビットの全てとパリティビットの一部を情報データとして送信する（ステップ
Ｓ２）。受信機２は、この情報データを受信し（ステップＳ３）、Ｈ－ＡＲＱ合成部２３
で信頼度を判定する（ステップＳ４）。
　信頼度は、下記の条件（１）に基づき判定する。Ｈ－ＡＲＱバッファ３６に保存された
尤度データの平均値Ｍ０と、再送データの平均値Ｍ１を用いる。また所定の比率パラメー
タ（係数）をαとして、
　Ｍ１＜Ｍ０×α　のとき信頼度低　→合成しない→ＮＡＣＫ判定（再送要求）
　Ｍ１≧Ｍ０×α　のとき信頼度高　→合成する→誤り訂正処理→ＮＡＣＫ／ＡＣＫ判定
　…（１）
　上記のように、信頼度は、比率パラメータαを用い２つの値を単純比較するだけの簡単
な処理で高低を判定することができる。
　次に、上記条件（１）で得られた信頼度に基づき、合成するか否かを決定する（ステッ
プＳ５）。信頼度が高く、合成するときには（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、Ｈ－ＡＲＱ合成
判定処理部３４は、スイッチ３５をＯＮ（閉じる）に切り替えて、Ｈ－ＡＲＱバッファ３
６に記憶された復号に失敗した尤度データを読み出し、合成器３７によって再送データと
合成して、誤り訂正復号部３９に出力させる。誤り訂正復号部３９は、入力データの誤り
訂正処理を行い、誤り検出部４０は、ＣＲＣチェックを用いた誤り判定を行い、復号ビッ
トを出力する。ここで、誤り訂正復号部３９は、復号処理してその結果に誤りが含まれて
いれば、送信機１に送信するフィードバック情報としてＮＡＣＫを設定する。一方、信頼
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度が低く、合成しないときには（ステップＳ５：Ｎｏ）、スイッチ３５をＯＦＦ（開く）
に切り替えて、尤度データに対する誤り訂正復号の処理を実行させない。
　この後、受信機２のＮＡＣＫ／ＡＣＫ判定部３８は、送信機１に対するフィードバック
情報（応答信号）を送信する（ステップＳ７）。合成を行わないときにはＮＡＣＫを送信
する。合成時には、誤り訂正復号部３９による復号処理結果に誤りが含まれていなければ
ＡＣＫを送信し、誤りが含まれていればＮＡＣＫを送信する。
　送信機１は、受信機２から送信されたフィードバック情報を受信し（ステップＳ８）、
このフィードバック情報を取得する（ステップＳ９）。そして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ検出部
１７（第１図参照）によりフィードバック情報に含まれているＡＣＫ、あるいはＮＡＣＫ
を検出する（ステップＳ１０）。ＡＣＫの場合には（ステップＳ１０：ＡＣＫ）、次の情
報データのブロックの初回送信を行う（ステップＳ１１，Ｓ２１，Ｓ２２）。ＮＡＣＫの
場合には（ステップＳ１０：ＮＡＣＫ）、情報データの再送制御を行い（ステップＳ１２
）、送信パターンの決定のときに（ステップＳ２１）、先ほど送らなかったビットを優先
して違う符号化ビットのデータのパターンを選ぶ。そして、再送による送信を行い（ステ
ップＳ２２）、受信機２でこのデータを受信する（ステップＳ２３）。受信機２側では、
先ほど復号に失敗した尤度データがＨ－ＡＲＱバッファ３６に保存されているため、新た
に受信した再送データと保存されている尤度データのデータセットを合成して復号処理を
行う。ステップＳ２１～ステップＳ２３に記載した処理は、ステップＳ１～ステップＳ３
と同様の処理である。以下、送信機１は、ステップＳ２３の後に、ステップＳ４以降の処
理を繰り返して行い、ＡＣＫを受けるか最大再送回数に達するまで同じ情報ビットセット
についての再送を繰り返し、受信機１は再送データを受信して上記の合成処理を繰り返す
。
　以上のように、合成すると判定した後のデータの合成処理は、再送データのうち初めて
送られてきた情報ビットに対するデータはそのまま尤度データとして用い、また、既に送
られており重複するデータについてはダイバーシチ処理を行う。例えば、ＣＤＭＡ通信方
式の場合、マルチパスをＲＡＫＥ合成することによって最大比合成が既に行われたデータ
がモデム（復調部２１）から符号化部（ＣＯＤＥＣ３０）に渡されるために、ＣＯＤＥＣ
３０内部では、合成器３７により単なる加算処理を行えばよく、簡単に処理できるように
なる。また、以上の合成処理により尤度データの平均値が変化を受けるが、平均値演算部
３２により、受信データの絶対値の平均値の２倍を尤度データの上限値とする設定をする
こと等により、量子化部３１における量子化ビット範囲を適切に調整し、安定した量子化
が行えるようになる。
　このように、この発明の実施の形態１によれば、自動再送制御と、誤り訂正符号の処理
を併せてデータ送受するハイブリッドＡＲＱの方式を利用し、受信機側で受信データの信
頼度を判定してこの信頼度が高い場合のみ受信データを誤り訂正処理する。これにより、
信頼度の低い受信データに対する誤り訂正処理を行わないため、全ての受信データに対す
る無駄な誤り訂正処理を実行せず、処理量を削減し、低消費電力化を図ることができる。
また、信頼度が低い受信データを合成しないので、不要な合成によるデータの劣化を防止
できる。また、信頼度として受信データの受信状況を示す測定値を用いるため、実際の受
信状況に対応して適切な再送制御を行うことができるようになる。また、伝搬路を使用し
た再送回数を低減できるため、システムのスループットを向上でき、再送回数の低減に相
当する分だけ伝送路を通信に有効利用することができる。
（実施の形態２）
　次に、この発明の実施の形態２について説明する。前述した実施の形態１では、信頼度
の判定に平均値を用いる構成としたが、この実施の形態２では、平均値の代わりに、信号
対雑音比の測定量Ｓ／Ｎ（ＳＮＲ；Ｓｉｇｎａｌ　ｔｏ　ｎｏｉｓｅ　Ｒａｔｉｏ）を用
いる。以下の説明では、ＣＤＭＡシステムにおける測定量である信号対干渉比ＳＩＲ（Ｓ
ｉｇｎａｌ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　Ｒａｔｉｏ）を用いることとする。
　第４図は、本発明の受信装置の実施の形態２の構成を示すブロック図である。第４図に
おいて、前述した実施の形態１（第２図参照）と同一の構成には同一の符号を附している
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。第４図に記載した構成において、第２図の構成と異なるのは、Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理
部３４における判定処理の情報をＳＩＲとした点である。このＳＩＲは、モデム（第１図
の復調部２１）で測定され、受信データのビットを復調するデータ間隔単位の平均値を利
用する。Ｈ－ＡＲＱバッファ３６にはこのＳＩＲの平均値ＳＩＲ０が保存される。Ｈ－Ａ
ＲＱ合成判定処理部３４は、Ｈ－ＡＲＱバッファ３６に保存されたＳＩＲの平均値ＳＩＲ
０と、再送された受信データを受信したときのＳＩＲの平均値ＳＩＲ１とが入力され、こ
れらＳＩＲ０とＳＩＲ１に基づいて信頼度を求める。信頼度判定は、下記の条件（２）に
より判定する。αは、所定の比率パラメータである。
　ＳＩＲ１＜ＳＩＲ０×α　のとき信頼度低　→合成しない→ＮＡＣＫ判定（再送要求）
　ＳＩＲ１≧ＳＩＲ０×α　のとき信頼度高　→合成する→誤り訂正処理→ＮＡＣＫ／Ａ
ＣＫ判定　…（２）
　上記判定処理は、実施の形態１において用いた尤度データの平均値に代えて、ＳＩＲを
用いたものであり、Ｈ－ＡＲＱ制御における再送制御や、誤り訂正復号の処理（例えば第
２図の処理）は、実施の形態１と同様に実行することができる。このように、実施の形態
２において説明したＳＩＲを判定処理に用いる構成としても実施の形態１同様に、全ての
受信データに対する無駄な誤り訂正処理を実行せず、処理量を削減し低消費電力化を図る
ことができる。また、信頼度が低い受信データを合成しないので、不要な合成によるデー
タの劣化を防止できる。また、信頼度として受信データの受信状況を示す測定値を用いる
ため、実際の受信状況に対応して適切な再送制御を行うことができるようになる。また、
伝搬路を使用した再送回数を低減できるため、システムのスループットを向上でき、再送
回数の低減に相当する分だけ伝送路を通信に有効利用することができる。
（実施の形態３）
　次に、この発明の実施の形態３について説明する。この実施の形態３では、Ｈ－ＡＲＱ
合成判定処理部３４により、受信後の尤度データの絶対値を用いた判定を行う構成である
。第５図は、本発明の受信装置の実施の形態３の構成を示すブロック図である。図示のよ
うに、この実施の形態３では、平均値演算部３２により受信データの平均値Ｍ１を求め、
Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理部３４では、この受信データの平均値Ｍ１を閾値βと比較して合
成の有無を判定する。閾値βは、受信するデータフォーマット等により所定の値（レベル
）を設定しておくことができる。ところで、Ｈ－ＡＲＱバッファ３６には、前回受信した
尤度データが保存され、合成時に再送データと合成（加算）されるようになっている。ま
た、合成処理により尤度データの平均値が変化を受けるが、平均値演算部３２により、受
信データの絶対値の平均値の２倍を尤度データの上限値とする設定をすること等により、
量子化部３１における量子化ビット範囲を適切に調整し、安定した量子化が行えるように
なる。Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理部３４は、信頼度を下記の条件（３）により判定する。
　Ｍ１＜β　のとき信頼度低　→合成しない→ＮＡＣＫ判定（再送要求）
　Ｍ１≧β　のとき信頼度高　→合成する→誤り訂正処理→ＮＡＣＫ／ＡＣＫ判定　…（
３）
　このように、実施の形態３によれば、受信データだけあれば判定を行うことができる。
したがって、信頼度の判定のために保存しておいた受信データを用いる必要はない。また
、初回の受信データから上記判定処理をすぐに行うことができるようになる。
（実施の形態４）
　次に、この発明の実施の形態４について説明する。この実施の形態４は、実施の形態３
（第５図）の構成と比べて、Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理部３４が受信データのＳＩＲの絶対
値を用いた判定を行う点が異なる。第６図は、本発明の受信装置の実施の形態４の構成を
示すブロック図である。
　Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理部３４は、信頼度を下記の条件（４）により判定する。ＳＩＲ
１は、受信データのＳＩＲであり、βはＳＩＲに対する所定の閾値である。
　ＳＩＲ１＜β　のとき信頼度低　→合成しない→ＮＡＣＫ判定（再送要求）
　ＳＩＲ１≧β　のとき信頼度高　→合成する→誤り訂正処理→ＮＡＣＫ／ＡＣＫ判定　
…（４）
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　このように、実施の形態４によれば、受信データのＳＩＲだけあれば判定を行うことが
できる。したがって、信頼度の判定のためにＳＩＲを保存しておく必要がない。また、初
回の受信データから上記判定処理をすぐに行うことができるようになる。
（実施の形態５）
　次に、この発明の実施の形態５について説明する。前述した実施の形態１において、平
均値演算部３２は、量子化部３１により尤度データを量子化するに際し、量子化範囲を特
定する指標として量子化前のデータワードを解読し、量子化ビットのビット位置を整数値
として保持している。例えば、データワード１６ビット中において量子化ビット位置は６
ビットであり、このビット位置を得る。そして、この実施の形態５では、例えば、量子化
の基準となるデータの平均値においてＭＳＢ側から順に走査していき、初めて符号と異な
るビットがあらわれる位置を量子化ビットのビット位置とする。
　また、Ｈ－ＡＲＱ方式により再送データの合成を行った結果のデータ平均値における合
成後の最適な量子化位置は、合成前の２つのデータ（Ｈ－ＡＲＱバッファ３６に保存した
受信データと、再送データ）それぞれの量子化位置のいずれに対しても異なる位置となる
。このとき、再送データの量子化位置が保存した受信データの位置に比べて極端に小さい
側にあるときは、この再送データの信頼度が低いことが定性的に予想できる。この状態で
、これら保存した受信データと再送データを合成したときには、保存データの量子化位置
が低い方向に引きずられ、結果としてデータ全体の特性が悪くなることが考えられる。こ
のような場合は、合成を行わずにＮＡＣＫ判定し、再送要求を行ったほうが再送回数の低
減が期待できる。
　したがって、実施の形態５では、信頼度として量子化ビットのビット範囲により判定す
る。再送データの量子化範囲が保存されている受信データの量子化範囲を低いレベルに下
げるような場合には、合成せずにＮＡＣＫと判定する構成としている。
　第７図は、本発明の受信装置の実施の形態５の構成を示すブロック図である。Ｈ－ＡＲ
Ｑバッファ３６には、復号に失敗した受信データ（尤度データ）Ｍ０とともに、この尤度
データＭ０の量子化ビット位置ｍ０が保存される。また、Ｈ－ＡＲＱ合成後平均値格納部
４１を備える。このＨ－ＡＲＱ合成後平均値格納部４１は、既存の尤度データの平均値Ｍ
０およびデータ数Ｎ０と、再送データの平均値Ｍ１およびデータ数Ｎ０に基づき、これら
既存の尤度データおよび再送データを仮に合成したときの合成後のデータの平均値Ｍ２を
下記の式（３）により算出する。Ｎ２は合成後のデータのデータ数である。
　Ｍ２　＝　（Ｎ０×Ｍ０＋Ｎ１×Ｍ１）／Ｎ２　…（３）
　次に、Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理部３４は、合成後のデータの平均値Ｍ２における量子化
ビット位置ｍ２を、保存データの量子化ビット位置ｍ０と比較し、合成後のデータの信頼
度を下記の条件（５）により判定する。
　ｍ２＜ｍ０　のとき信頼度低　→合成しない→ＮＡＣＫ判定（再送要求）
　ｍ２≧ｍ０　のとき信頼度高　→合成する→誤り訂正処理→ＮＡＣＫ／ＡＣＫ判定　…
（５）
　以上のように、実施の形態５によれば、仮に合成後のデータの量子化ビット位置を既存
のデータの量子化ビット位置と比較して信頼度を求め、再送データの量子化範囲が保存さ
れている受信データの量子化範囲を低いレベルに下げるような場合には、合成せずにＮＡ
ＣＫと判定し、再送要求を行う構成であるため、結果として再送回数を低減でき、システ
ムのスループットを向上できる。
（実施の形態６）
　次に、この発明の実施の形態６について説明する。この実施の形態６では、前述した実
施の形態５による信頼度を用いた判定を簡易化させた構成である。第８図は、本発明の受
信装置の実施の形態６の構成を示すブロック図である。Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理部３４は
、Ｈ－ＡＲＱバッファ３６に保存された受信データの量子化ビット位置ｍ０と、再送デー
タの量子化ビット位置ｍ１が入力される。そして、Ｎｒを所定の正の整数（例えば、量子
化ビット数である６ビット）として、下記の条件（６）により判定する。
　ｍ１＜ｍ０－Ｎｒ　のとき信頼度低　→合成しない→ＮＡＣＫ判定（再送要求）
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　ｍ１≧ｍ０－Ｎｒ　のとき信頼度高　→合成する→誤り訂正処理→ＮＡＣＫ／ＡＣＫ判
定　…（６）
　以上のように、実施の形態６では、再送データの量子化範囲が保存データの量子化範囲
との重なりが１ビットも重ならない場合には合成しないと判定する。このように簡易な判
定を用いて判定処理の負担を軽減させることもできる。
（実施の形態７）
　次に、この発明の実施の形態７について説明する。この実施の形態７では、前述した実
施の形態６による信頼度を用いた判定をさらに簡易化させた構成である。第９図は、本発
明の受信装置の実施の形態７の構成を示すブロック図である。Ｈ－ＡＲＱ合成判定処理部
３４は、Ｈ－ＡＲＱバッファ３６に保存された受信データのＮｒを所定の正の整数（例え
ば、量子化ビット数である６ビット）として、下記の条件（７）により判定する。
　ｍ１＜ｍ０－Ｎｒ　のとき信頼度低　→合成しない→再送データの誤り訂正処理→ＮＡ
ＣＫ／ＡＣＫ判定
　ｍ１≧ｍ０－Ｎｒ　のとき信頼度高　→合成する→誤り訂正処理→ＮＡＣＫ／ＡＣＫ判
定　…（７）
　上記の信頼度の判定内容は、条件（６）と同様である。但し、信頼度が低く、合成しな
いと判定した後、誤り訂正復号部３９による再送データの誤り訂正処理を実行する点が異
なる。この際、スイッチ３５は、ａ側に切り替え、経路４２を介して再送データを誤り訂
正復号部３９に出力する。なお、合成時にスイッチ３５はｂ側に切り替えられる。
　このように、実施の形態７によれば、信頼度が低い場合であってもＳ／Ｎ（ＳＩＲ）は
よい特性である可能性があるため、合成しないときであっても再送データの誤り訂正処理
を行い、この後誤り検出部４０による誤り検出状態によってＡＣＫあるいはＮＡＣＫを送
信するよう構成することにより、判定にかかる処理を簡素化できるようになる。
　次に、この発明のハイブリッドＡＲＱ通信システムの各実施形態について説明する。以
下の各実施形態は、前述した実施の形態１～７により説明したいずれかの受信装置を備え
た構成を前提としている。
（実施の形態８）
　この実施の形態８における特徴的な処理は、受信機２側ではそれぞれの情報データのブ
ロックに関してＨ－ＡＲＱ合成が行われなかった回数をカウントする。この回数をフィー
ドバック情報のＮＡＣＫ／ＡＣＫとともに付加し、送信機１に通知する。第１０図は、こ
の発明のハイブリッドＡＲＱ通信システムにおいて送受される情報データと、フィードバ
ック情報の内容を示す図である。送信機１から受信機２に対しては、図示の情報データが
送信される。この情報データは、複数のブロック（ブロック＃１，＃２，…＃ｎ）ごとに
送信される。一方、受信機２から送信機１に対しては、図示のフィードバック情報が送信
される。このフィードバック情報は、情報データの各ブロックに対応して送信され、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫの情報と、付加情報とによって構成される。
　そして、この実施の形態８は、送信機１が受信したフィードバック情報がＮＡＣＫのと
きに、この非合成回数を取得して所定の数に等しくなったとき、これまでの再送のプロセ
スをリセットしてはじめから送信し直すものである。
　第１１図は、本発明の実施の形態８によるハイブリッドＡＲＱ通信システムの処理手順
を示すフローチャートである。第１１図において、前述した第３図に示した処理内容と同
一の処理内容には同一のステップ番号を附している。はじめに、送信機１が送信パターン
を決定し（ステップＳ１）、組織ビットの全てとパリティビットの一部を情報データとし
て送信する（ステップＳ２）。受信機２は、この情報データを受信し（ステップＳ３）、
Ｈ－ＡＲＱ合成部２３で信頼度を判定する（ステップＳ４）。信頼度の判定は、前述の実
施形態１～７にて説明したいずれかの内容により判定することができる。
　次に、上記条件（１）で得られた信頼度に基づき、合成するか否かを決定する（ステッ
プＳ５）。信頼度が低く合成が必要なときには（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、Ｈ－ＡＲＱ合
成判定処理部３４（第２図参照）は、スイッチ３５をＯＮ（閉じる）に切り替えて、Ｈ－
ＡＲＱバッファ３６に記憶された復号に失敗した尤度データを読み出し、合成器３７によ
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って再送データと合成して、誤り訂正復号部３９に出力させる。誤り訂正復号部３９は、
入力データの誤り訂正処理を行い、誤り検出部４０は、ＣＲＣチェックを用いた誤り判定
を行い、復号ビットを出力する。ここで、誤り訂正復号部３９は、復号処理してその結果
に誤りが含まれていれば、送信機１に送信するフィードバック情報としてＮＡＣＫを設定
する。
　一方、信頼度が低く、合成しないときには（ステップＳ５：Ｎｏ）、スイッチ３５をＯ
ＦＦ（開く）に切り替えて、尤度データに対する誤り訂正復号の処理を実行させない。ま
た、非合成回数をカウントし、このカウント値を保持する（ステップＳ３６）。
　この後、受信機２のＮＡＣＫ／ＡＣＫ判定部３８は、送信機１に対するフィードバック
情報（応答信号）を送信する（ステップＳ３７）。合成を行わないときにはＮＡＣＫを送
信する。合成時には、誤り訂正復号部３９による復号処理結果に誤りが含まれていなけれ
ばＡＣＫを送信し、誤りが含まれていればＮＡＣＫを送信する。また、このフィードバッ
ク情報には、上記のＡＣＫあるいはＮＡＣＫとともに、ステップＳ３６によりカウントさ
れた非合成カウント値があれば、付加情報として送信する。
　送信機１は、受信機２から送信されたフィードバック情報を受信し（ステップＳ８）、
このフィードバック情報を取得する（ステップＳ９）。そして、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ検出部
１７（第１図参照）によりフィードバック情報に含まれているＡＣＫ、あるいはＮＡＣＫ
を検出する（ステップＳ１０）。ＡＣＫの場合には（ステップＳ１０：ＡＣＫ）、次の情
報データのブロックの初回送信を行う（ステップＳ１１，Ｓ２１，Ｓ２２）。ＮＡＣＫの
場合には（ステップＳ１０：ＮＡＣＫ）、フィードバック情報の付加情報に含まれている
非合成回数を検出し、この非合成回数が予め定めた閾値未満であるか否かを判定する（ス
テップＳ３８）。
　非合成回数が閾値未満（非合成回数＜閾値）であるときには（ステップＳ３８：Ｙｅｓ
）、情報データの再送制御を行い（ステップＳ１２）、送信パターンの決定のときに（ス
テップＳ２１）、先ほど送らなかったビットを優先して違う符号化ビットのデータのパタ
ーンを選び、再送による送信を行う（ステップＳ２２）。また、非合成回数が閾値以上と
なったときには（ステップＳ３８：Ｎｏ）、情報データ送信パターンをリセットしてから
（ステップＳ３９）、ステップＳ１２，Ｓ２１，Ｓ２２を実行する。
　受信機２は、送信機１から送信されたデータを受信する（ステップＳ２３）。受信機２
側では、先ほど復号に失敗した尤度データがＨ－ＡＲＱバッファ３６に保存されているた
め、新たに受信した再送データと保存されている尤度データとをあわせたデータセットを
合成して復号処理を行う。ステップＳ２１～ステップＳ２３に記載した処理は、ステップ
Ｓ１～ステップＳ３と同様の処理である。以下、送信機１は、ステップＳ２３の後に、ス
テップＳ４以降の処理を繰り返して行う。また、受信機１は、ステップＳ３～ステップＳ
３７の処理を繰り返す。
　以上説明した実施の形態８によれば、受信機２では、フィードバック情報として、ＮＡ
ＣＫ／ＡＣＫを示す情報に加えて、Ｈ－ＡＲＱ合成のプロセスや現在の状態を示す付加情
報を併せて送信する。また、送信機１では、フィードバック情報を受信して、ＮＡＣＫと
判定したとき付加情報を用いて次回の再送データの構成方法を最適化する。このように、
合成が行われない非合成回数をカウントすることにより、受信機２側では受信データの状
態が悪い可能性をより具体的に検出することができ、送信機１に伝えることができるよう
になる。また、受信機２は、再送データの非合成回数を付加情報として送信し、送信機１
ではこの付加情報から非合成回数を読み取り、所定の回数に達した時点で再送パターンを
リセットしてデータの送信をやり直すことにより、受信機２側での受信データの受信状態
を向上できるようになる。
（実施の形態９）
　次に、本発明の実施の形態９によるハイブリッドＡＲＱ通信システムについて説明する
。第１２図は、本発明の実施の形態９によるハイブリッドＡＲＱ通信システムの処理手順
を示すフローチャートである。この実施の形態９は、前述した実施の形態８（第１１図参
照）に示したステップＳ３９の処理内容を代えたものである。他の処理手順は、第１１図
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に記載したものと同じであるため説明を省略する。
　送信機１は、ステップＳ３８にて、非合成回数が予め定めた閾値未満であるか否かを判
定したとき、非合成回数が閾値以上となったときには（ステップＳ３８：Ｎｏ）、送信電
力を所定量だけ増加させ（ステップＳ４１）、以下ステップＳ１２に移行し送信データの
再送プロセスを継続する。この送信電力の増加量は、予め定めた固定値でよく、ステップ
Ｓ４１を通過する回数に応じて段階的に増加するよう構成できる。
　以上説明した実施の形態９によれば、送信機１では、フィードバック情報を受信し、そ
の内容がＮＡＣＫであり、かつ、非合成回数が閾値に達したときには、送信電力を増加さ
せることにより、受信機２側での受信データの受信状態を向上できるようになる。
（実施の形態１０）
　次に、本発明の実施の形態１０によるハイブリッドＡＲＱ通信システムについて説明す
る。第１３図は、本発明の実施の形態１０によるハイブリッドＡＲＱ通信システムの処理
手順を示すフローチャートである。この実施の形態１０における処理は、受信機２では、
Ｈ－ＡＲＱ合成が行われたか否かをフィードバック情報の付加情報（第１０図参照）とし
てＮＡＣＫ／ＡＣＫ情報とともに送信機１に送信する。送信機１は、受信したフィードバ
ック情報がＮＡＣＫのときに、この付加情報から合成／あるいは非合成の情報を取得して
非合成回数をカウントし、所定の数に等しくなったとき、これまでの再送のプロセスをリ
セットしてはじめから送信し直す構成である。以下、第１３図を用いて実施の形態８（第
１１図参照）と異なる処理内容についてのみ説明する。他の処理内容は、第１１図に記載
した内容と同様であり、説明を省略する。
　受信機２はフィードバック情報の送信時に、このフィードバック情報として、ＮＡＣＫ
／ＡＣＫ情報とともに、それぞれの情報データのブロックに関してＨ－ＡＲＱ合成が行わ
れたか否か（非合成）の付加情報を送信機１に送信する（ステップＳ４２）。このように
、受信機２側では、非合成回数のカウントを行わない（第１１図のステップＳ３６相当の
内容）。
　送信機１では、受信したフィードバック情報によりＡＣＫ／ＮＡＣＫの判定後（ステッ
プＳ１０）、ＮＡＣＫであれば（ステップＳ１０：ＮＡＣＫ）、付加情報により非合成回
数をカウントする（ステップＳ４３）。そして、ステップＳ３８による非合成カウントを
閾値と比較し、判定する（ステップＳ３８）。この判定で非合成回数が閾値以上となった
ときには（ステップＳ３８：Ｎｏ）、情報データ送信パターンをリセットし（ステップＳ
３９）、再送制御を行う処理に移行する（ステップＳ１２）。
　以上説明した実施の形態１０によれば、受信機２は、付加情報として合成／非合成の情
報を送出し、送信機１で非合成回数をカウントする構成としたので、受信機２から送信機
１に送信するフィードバック情報を構成する全体の情報量（ビット数）を最小限に抑える
ことができ、システムのスループットを向上できるようになる。
（実施の形態１１）
　次に、本発明の実施の形態１１によるハイブリッドＡＲＱ通信システムについて説明す
る。第１４図は、本発明の実施の形態１１によるハイブリッドＡＲＱ通信システムの処理
手順を示すフローチャートである。この実施の形態１１は、実施の形態１０（第１３図参
照）で説明した受信機２が合成／非合成の情報を付加情報として送信する処理と、実施の
形態９（第１２図参照）で説明した送信機１が送信電力を増加させる処理とを実行する構
成である。
　第１４図を用いて説明すると、受信機２はフィードバック情報の送信時に、このフィー
ドバック情報として、ＮＡＣＫ／ＡＣＫ情報とともに、それぞれの情報データのブロック
に関してＨ－ＡＲＱ合成が行われたか否か（非合成）の情報を付加情報（第１０図参照）
として送信機１に送信する（ステップＳ４２）。このように、受信機２側では、非合成回
数のカウントを行わない（第１１図のステップＳ３６相当の内容）。
　送信機１では、受信したフィードバック情報によりＡＣＫ／ＮＡＣＫの判定後（ステッ
プＳ１０）、ＮＡＣＫであれば（ステップＳ１０：ＮＡＣＫ）、付加情報から非合成回数
をカウントする（ステップＳ４３）。そして、ステップＳ３８による非合成カウントを閾
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値と比較し、判定する（ステップＳ３８）。この判定で非合成回数が閾値以上となったと
きには（ステップＳ３８：Ｎｏ）、送信電力を所定量だけ増加させ（ステップＳ４１）、
再送制御を行う処理に移行する（ステップＳ１２）。
　以上説明した実施の形態１１によれば、受信機２は、合成／非合成の情報を付加情報と
して送出し、送信機１で非合成回数をカウントする構成としたので、受信機２から送信機
１に送信するフィードバック情報の情報量（ビット数）を最小限に抑えることができ、シ
ステムのスループットを向上できるようになる。また、送信機１では、フィードバック情
報を受信し、その内容がＮＡＣＫであり、かつ、付加情報に示された非合成回数が閾値に
達したときには、送信電力を増加させることにより、受信機２側での受信データの状態を
向上できるようになる。
（実施の形態１２）
　次に、本発明の実施の形態１２によるハイブリッドＡＲＱ通信システムについて説明す
る。第１５図は、本発明の実施の形態１２によるハイブリッドＡＲＱ通信システムの処理
手順を示すフローチャートである。この実施の形態１２は、実施の形態１～７（例えば、
第１図参照）にて説明した受信機２でそれぞれの情報データのブロックに関してＨ－ＡＲ
Ｑ合成が行われたか否かの情報と、保存した受信データと、再送データの信頼度差の情報
とを付加情報（第１０図参照）とする。そして、フィードバック情報のＮＡＣＫ／ＡＣＫ
の情報にこの付加情報を付加して送信機１に通知する構成である。以下、第１５図を用い
て実施の形態１１（第１４図参照）と異なる処理内容についてのみ説明する。他の処理内
容は、第１４図に記載した内容と同様であり、説明を省略する。
　受信機２は、信頼度が低く、合成しないと判断したときには（ステップＳ５：Ｎｏ）、
信頼度差を取得する（ステップＳ４５）。この信頼度差は、Ｈ－ＡＲＱバッファ３６（例
えば、第２図参照）に保存した受信データに関する信頼度と、再送データに関する信頼度
を個別に算出し、これら両者の信頼度の差分によって得る。そして、フィードバック情報
の送信時に、このフィードバック情報として、ＮＡＣＫ／ＡＣＫ情報を送信する。併せて
、それぞれの情報データのブロックに関してＨ－ＡＲＱ合成が行われたか否か（非合成）
の情報と、ステップＳ４５にて得られた信頼度差の情報を付加情報として送信機１に送信
する（ステップＳ４２）。
　送信機１では、受信したフィードバック情報によりＡＣＫ／ＮＡＣＫの判定後（ステッ
プＳ１０）、ＮＡＣＫであれば（ステップＳ１０：ＮＡＣＫ）、付加情報により非合成回
数をカウントする（ステップＳ４３）。そして、ステップＳ３８による非合成カウントを
閾値と比較し、判定する（ステップＳ３８）。この判定で非合成回数が閾値以上となった
ときには（ステップＳ３８：Ｎｏ）、フィードバック情報に含まれる付加情報から信頼度
差を取得し、対応する量だけ送信電力を増加させ（ステップＳ４７）、再送制御を行う処
理に移行する（ステップＳ１２）。送信機１は、信頼度差と電力増加量の関係を、例えば
テーブル等に設定記憶しておき、得られた信頼度差に対応する電力増加量を読み出して送
信データを再送する際の送信電力をこの電力増加量分だけ増加させる。
　以上説明した実施の形態１２によれば、受信機２から合成／非合成の情報と信頼度差を
フィードバック情報の付加情報として送出し、送信機１ではフィードバック情報の内容が
ＮＡＣＫであり、かつ、付加情報に示された非合成回数が閾値に達したときには、信頼度
差に対応して送信電力を増加させる。これにより、送信機１は、受信状態の変動に応じて
その都度適切な送信電力を有して送信データを送信することができ、受信機２側での受信
データの状態を効率的に向上できるようになる。
　以上において本発明は、上述した実施の形態に限らず、種々変更可能である。たとえば
、信頼度の判定に平均値や、信号対雑音比（Ｓ／Ｎ）、信号対干渉比（ＳＩＲ）の他に、
受信データの正しさの確率を推定するためのパスメトリックの尤度情報を用いることがで
きる。
　以上説明したように、本発明によれば、データの受信状態に基づき信頼度判定を行い、
信頼度に応じた最適な再送要求処理と誤り訂正符号処理を行うので、データの劣化防止や
再送回数の低減を図ることができる。したがって、信頼度が低いときは、無駄なデータ合
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成や誤り訂正の処理を実行しないため、既存のデータの信頼度を下げず、誤り訂正処理に
かかる消費電力を抑えることができる。また、データの再送回数を低減できるため、通信
システムのスループットを向上できるという効果を奏する。
【産業上の利用可能性】
　以上のように本発明は、データの受信状態に応じた最適な再送要求処理と、誤り訂正符
号処理を行うことにより、データの劣化防止や再送回数の低減を図ることができる受信装
置を提供することに適している。また、本発明は、受信機側でデータの受信状態に応じた
最適な再送要求処理と、誤り訂正符号処理を行うことにより、データの劣化防止や再送回
数の低減を図ることができ、送信機との間のデータ伝送品質やスループットを向上できる
ハイブリッドＡＲＱ通信システムを提供することに適している。 10
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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