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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　送信データに対して第１ＣＲＣ符号を付加する工程Ａと、
　前記第１ＣＲＣ符号が付加されている前記送信データを複数の符号化ビット列に分割す
る工程Ｂと、
　分割された前記符号化ビット列を複数のグループにし、該複数のグループの少なくとも
１つのグループの一部の符号化ビット列にのみ、第２ＣＲＣ符号を付加する工程Ｃと、
　前記符号化ビット列に対して誤り訂正符号化処理を行う工程Ｄと、
　前記誤り訂正符号化処理が行われた前記符号化ビット列を送信する工程Ｅとを有するこ
とを特徴とするデータ送信方法。
【請求項２】
　前記工程Ｃでは、最初のグループのみ前記符号化ビット列の数を減らすことを特徴とす
る請求項１に記載のデータ送信方法。
【請求項３】
　前記工程Ｃでは、前記データを送信する端末の移動速度が速いときは、前記グループの
符号化ビット列の数を減らし、前記移動速度が遅いときは、前記グループの符号化ビット
列の数を増やすことを特徴とする請求項１に記載のデータ送信方法。
【請求項４】
　前記工程Ｃにおいて、前記複数のグループの先頭のグループの前記符号化ビット列に対
して前記第２ＣＲＣ符号を付加することを特徴とする請求項１に記載のデータ送信方法。
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【請求項５】
　前記工程Ｃにおいて、前記複数のグループの先頭のグループの更に先頭の前記符号化ビ
ット列に対して前記第２ＣＲＣ符号を付加することを特徴とする請求項４に記載のデータ
送信方法。
【請求項６】
　受信データを複数の符号化ビット列に分割し、分割された前記符号化ビット列に対して
誤り訂正復号化処理を行う工程と、
　前記誤り訂正復号化処理が行われた前記符号化ビット列の１つ又は複数に付加されてい
る第２ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行う工程と、
　特定の符号化ビット列で誤りを検出した場合、該特定の符号化ビット列についての第１
再送要求を送信する工程と、
　前記複数の符号化ビット列で誤りを検出しなかった場合、該複数の符号化ビット列を連
結して、第１ＣＲＣ符号が付加されている送信データを取得する工程と、
　前記第１ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行う工程と、
　前記送信データで誤りを検出した場合、該送信データについての第２再送要求を送信す
る工程とを有し、
　前記第２ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行う工程では、前記分割された前記符号化
ビット列は複数のグループにされ、該複数のグループの少なくとも１つのグループの一部
の符号化ビット列にのみ、前記第２ＣＲＣ符号が付加されていることを特徴とするデータ
受信方法。
【請求項７】
　前記第２ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行う工程では、最初のグループのみ前記符
号化ビット列の数が減らされていることを特徴とする請求項６に記載のデータ受信方法。
【請求項８】
　前記第２ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行う工程では、前記データを送信する端末
の移動速度が速いときは、前記グループの符号化ビット列の数を減らし、前記移動速度が
遅いときは、前記グループの符号化ビット列の数を増やすことを特徴とする請求項６に記
載のデータ受信方法。
【請求項９】
　前記第２ＣＲＣ符号は、前記複数のグループの先頭のグループの前記符号化ビット列に
対して付加されていることを特徴とする請求項７に記載のデータ受信方法。
【請求項１０】
　前記第２ＣＲＣ符号は、前記複数のグループの先頭のグループの更に先頭の前記符号化
ビット列に対して付加されていることを特徴とする請求項９に記載のデータ受信方法。
【請求項１１】
　送信データに対して第１ＣＲＣ符号を付加するように構成されている第１ＣＲＣ付加部
と、
　前記第１ＣＲＣ符号が付加されている前記送信データを複数の符号化ビット列に分割す
るように構成されている分割部と、
　分割された前記符号化ビット列を複数のグループにし、該複数のグループの少なくとも
１つのグループの一部の符号化ビット列にのみ、第２ＣＲＣ符号を付加するように構成さ
れている第２ＣＲＣ付加部と、
　前記符号化ビット列に対して誤り訂正符号化処理を行うように構成されている誤り訂正
符号化処理部と、
　前記誤り訂正符号化処理が行われた前記符号化ビット列を送信するように構成されてい
る送信部とを具備することを特徴とする移動端末。
【請求項１２】
　前記第２ＣＲＣ付加部は、最初のグループのみ前記符号化ビット列の数を減らすことを
特徴とする請求項１１に記載の移動端末。
【請求項１３】
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　前記第２ＣＲＣ付加部は、前記データを送信する端末の移動速度が速いときは、前記グ
ループの符号化ビット列の数を減らし、前記移動速度が遅いときは、前記グループの符号
化ビット列の数を増やすことを特徴とする請求項１１に記載の移動端末。
【請求項１４】
　送信機と受信機とを具備する無線通信システムであって、
　前記送信機は、
　送信データに対して第１ＣＲＣ符号を付加するように構成されている第１ＣＲＣ付加部
と、
　前記第１ＣＲＣ符号が付加されている前記送信データを複数の符号化ビット列に分割す
るように構成されている分割部と、
　分割された前記符号化ビット列を複数のグループにし、該複数のグループの少なくとも
１つのグループの一部の符号化ビット列にのみ、第２ＣＲＣ符号を付加するように構成さ
れている第２ＣＲＣ付加部と、
　前記符号化ビット列に対して誤り訂正符号化処理を行うように構成されている誤り訂正
符号化処理部と、
　前記誤り訂正符号化処理が行われた前記符号化ビット列を送信するように構成されてい
る送信部とを具備し、
　前記受信機は、
　受信データを複数の符号化ビット列に分割し、分割された前記符号化ビット列に対して
誤り訂正復号化処理を行うように構成されている誤り訂正復号化部と、
　前記誤り訂正復号化処理が行われた前記符号化ビット列の１つ又は複数に付加されてい
る前記第２ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行うように構成されている第２ＣＲＣチェ
ック部と、
　特定の符号化ビット列で誤りを検出した場合、該特定の符号化ビット列についての第１
再送要求を送信するように構成されている第１再送要求部と、
　前記複数の符号化ビット列で誤りを検出しなかった場合、該複数の符号化ビット列を連
結して、第１ＣＲＣ符号が付加されている送信データを取得するように構成されている連
結部と、
　前記第１ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行うように構成されている第１ＣＲＣチェ
ック部と、
　前記送信データで誤りを検出した場合、該送信データについての第２再送要求を送信す
るように構成されている第２再送要求部とを有することを特徴とする無線通信システム。
【請求項１５】
　前記第２ＣＲＣ付加部は、最初のグループのみ前記符号化ビット列の数を減らすことを
特徴とする請求項１４に記載の無線通信システム。
【請求項１６】
　前記第２ＣＲＣ付加部は、前記データを送信する端末の移動速度が速いときは、前記グ
ループの符号化ビット列の数を減らし、前記移動速度が遅いときは、前記グループの符号
化ビット列の数を増やすことを特徴とする請求項１４に記載の無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ送信方法、データ受信方法、移動端末及び無線通信システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル方式の無線通信システムでは、伝送品質（ビット誤り率やスループット特性等
）は、フェージング及びシャドウィング等の電波伝搬環境に依存し、送信機から送信され
た送信データは、受信機にて誤ったデータとして受信される場合がある。
【０００３】
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　そこで、デジタル方式の無線通信システムでは、劣悪な電波伝搬環境下でも、受信機に
おいて送信データを正確に受信するための誤り制御技術が用いられている。
【０００４】
　誤り制御技術とは、送信データにおけるビット誤りの発生確率を低減させ、同一の受信
電力で、より伝送品質の高い無線通信システムを実現する技術である。
【０００５】
　ここで、誤り制御技術は、前方誤り訂正（ＦＥＣ：Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏ
ｒｒｅｃｔｉｏｎ）処理と、自動再送制御（ＡＲＱ：Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ
　ｒｅＱｕｅｓｔ）処理とに大別することができる。
【０００６】
　なお、ＦＥＣ処理として、誤り訂正符号化処理が挙げられる。ここで、誤り訂正符号化
処理では、送信データのビット列に対して、ある一定の規則に従って冗長なビットを付加
することで、電波伝搬環境によって、誤って受信されたビットを復元することができる。
【０００７】
　ＡＲＱ処理が採用されている受信機は、受信データが正しいか否かについて判別し、誤
りが検出された場合、送信側に再送要求を返すように構成されている。 
【０００８】
　ここで、図５に、ＡＲＱ処理及びＦＥＣ処理が併用されている無線通信システムにおけ
る送信機１０の構成及び受信機３０の構成について示す。
【０００９】
　図５に示すように、送信機１０は、送信データ生成部１１と、ＣＲＣ付加部１２と、分
割部１３と、誤り訂正符号化部１４と、インターリーバ１５と、変調器１６と、伝送制御
部１７とを具備している。
【００１０】
　また、受信機３０は、復調器３１と、デインターリーバ３２と、誤り訂正復号化部３３
と、連結部３４と、ＣＲＣチェック部３５と、受信データ取得部３６とを具備している。
【００１１】
　図６に示すように、送信機１０では、送信データ生成部１１が、送信データ（ビット列
）を生成し、ステップＳ１００１において、ＣＲＣ付加部１２が、ＡＲＱ処理における誤
り検出処理を行うために、ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　Ｃｈｅｃｋ）符
号を用いて誤り検出符号化処理を行い、送信データ（ビット列）に対してＣＲＣ符号（パ
リティビット列）を付加する。
【００１２】
　ステップＳ１００２において、分割部１３が、ＣＲＣ符号（パリティビット列）が付加
されている送信データ（ビット列）を、複数の誤り訂正符号化処理を行う単位（ビットサ
イズ）毎に符号化ビット列＃１乃至＃９に分割する。
【００１３】
　ステップＳ１００３において、誤り訂正符号化部１４が、複数の符号化ビット列に対し
て誤り訂正符号化処理を行う。その結果、冗長なビットが付加された符号化ビット列＃Ａ
１乃至＃Ａ９が得られる。
【００１４】
　無線通信システムにおいてバースト的に発生する誤り（バースト誤り）をランダムかさ
せるために、ステップＳ１００４において、インターリーバ１５が、一定の規則に従って
、符号化ビット列＃Ａ１乃至＃Ａ９を含む送信データにおけるビット列の順番を入れ替え
るインターリーバを行う。
【００１５】
　ステップＳ１００５において、変調器１６が、インターリーバ１５から出力された送信
データＸ（符号化ビット列＃Ａ１乃至＃Ａ９を含む）に対して、デジタル変調処理を行っ
た後、無線区間に伝送する。
【００１６】
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　一方、受信機３０では、図６に示すように、ステップＳ２００１において、復調器３１
が、受信信号に対して復調処理を行うことによって受信データ（ビット列）に変換する。
【００１７】
　ステップＳ２００２において、デインターリーバ３２が、復調器３１からの出力に対し
て、送信機１０におけるインターリーバ１５と逆の規則に従って、受信データにおけるビ
ット列の順番を入れ替えて、元の送信データＸにおけるビット列の順番に戻す。
【００１８】
　ステップＳ２００３において、誤り訂正復号化部３３が、デインターリーバ３２から出
力された受信データ（ビット列）を、送信機１０における誤り訂正符号化処理を行う単位
と同一の単位毎の符号化ビット列＃Ａ１乃至＃Ａ９に分割し、誤り訂正復号化処理を行う
。
【００１９】
　ステップＳ２００４において、連結部３４が、誤り訂正復号化処理が行われた複数の符
号化ビット列＃１乃至＃９を連結し、ステップＳ２００５において、ＣＲＣチェック部３
５が、連結された送信データに付与されているＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行う（
すなわち、ＣＲＣチェックを行う）。
【００２０】
　ここで、誤りが検出されなかった場合、受信機３０が、当該受信データについての送達
確認情報（ＡＣＫ：Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送信機に対して送信することに
よって、送信機１０は、次に送信すべき送信データを送信する。
【００２１】
　一方、誤りが検出された場合は、受信機３０が、再送要求（ＮＡＣＫ：Ｎｅｇａｔｉｖ
ｅ　ＡＣＫ）を送信することによって、送信機１０が、前回送信したデータと同一データ
を再送する。
【非特許文献１】三瓶政一著、「ディジタルワイヤレス伝送技術」、ビアソン・エデュケ
ーション
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　上述のように、ＡＲＱ処理は、無線通信システムの高い伝送品質を実現するために有用
な技術である。
【００２３】
　しかしながら、一方では、リアルタイムなデータ伝送を行う場合、受信機３０にて、送
信機１０によって送信される送信データ（ビット列）を全て受信し、ＣＲＣ符号をチェッ
クして再送要求を行うため、無線環境によっては伝送時間に遅延を生じるという問題点が
あった。
【００２４】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、よりリアルタイムに、デ
ータ伝送を行うために、受信機において、誤りを検出してＡＣＫ/ＮＡＣＫを送信機に返
すまでの遅延時間をできるだけ短くすることができるデータ送信方法、データ受信方法、
移動端末及び無線通信システム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】
【００２５】
　本発明の第１の特徴は、データ送信方法であって、送信データに対して第１ＣＲＣ符号
を付加する工程Ａと、前記第１ＣＲＣ符号が付加されている前記送信データを複数の符号
化ビット列に分割する工程Ｂと、分割された前記符号化ビット列の少なくとも１つに対し
て第２ＣＲＣ符号を付加する工程Ｃと、前記符号化ビット列に対して誤り訂正符号化処理
を行う工程Ｄと、前記誤り訂正符号化処理が行われた前記符号化ビット列を送信する工程
Ｅとを有することを要旨とする。
【００２６】
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　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｃにおいて、分割された前記符号化ビット列を
複数のグループにし、該複数のグループの少なくとも１つのグループの前記符号化ビット
列に対して前記第２ＣＲＣ符号を付加してもよい。
【００２７】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｃにおいて、前記複数のグループそれぞれの前
記符号化ビット列に対して前記第２ＣＲＣ符号を付加してもよい。
【００２８】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｃにおいて、前記複数のグループの先頭のグル
ープの前記符号化ビット列に対して前記第２ＣＲＣ符号を付加してもよい。
【００２９】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｃにおいて、前記複数のグループの先頭のグル
ープの更に先頭の前記符号化ビット列に対して前記第２ＣＲＣ符号を付加してもよい。
【００３０】
　かかる発明によれば、誤りが検出された場合のＮＡＣＫを返信するまでの遅延時間を最
も短くすることができることができる。
【００３１】
　本発明の第２の特徴は、データ受信方法であって、受信データを複数の符号化ビット列
に分割し、分割された前記符号化ビット列に対して誤り訂正復号化処理を行う工程と、前
記誤り訂正復号化処理が行われた前記符号化ビット列の１つ又は複数に付加されている前
記第２ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行う工程と、特定の符号化ビット列で誤りを検
出した場合、該特定の符号化ビット列についての第１再送要求を送信する工程と、前記複
数の符号化ビット列で誤りを検出しなかった場合、該複数の符号化ビット列を連結して、
第１ＣＲＣ符号が付加されている送信データを取得する工程と、前記第１ＣＲＣ符号を用
いて誤り検出処理を行う工程と、前記送信データで誤りを検出した場合、該送信データに
ついての第２再送要求を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００３２】
　本発明の第２の特徴において、前記第２ＣＲＣ符号は、複数のグループの少なくとも１
つのグループの前記符号化ビット列に対して付加されていてもよい。
【００３３】
　本発明の第２の特徴において、前記第２ＣＲＣ符号は、前記複数のグループそれぞれの
前記符号化ビット列に対して付加されていてもよい。
【００３４】
　本発明の第２の特徴において、前記第２ＣＲＣ符号は、前記複数のグループの先頭のグ
ループの前記符号化ビット列に対して付加されていてもよい。
【００３５】
　本発明の第２の特徴において、前記第２ＣＲＣ符号は、前記複数のグループの先頭のグ
ループの更に先頭の前記符号化ビット列に対して付加されていてもよい。
【００３６】
　本発明の第３の特徴は、移動端末であって、送信データに対して第１ＣＲＣ符号を付加
するように構成されている第１ＣＲＣ付加部と、前記第１ＣＲＣ符号が付加されている前
記送信データを複数の符号化ビット列に分割するように構成されている分割部と、分割さ
れた前記符号化ビット列の少なくとも１つに対して第２ＣＲＣ符号を付加するように構成
されている第２ＣＲＣ付加部と、前記符号化ビット列に対して誤り訂正符号化処理を行う
ように構成されている誤り訂正符号化処理部と、前記誤り訂正符号化処理が行われた前記
符号化ビット列を送信するように構成されている送信部とを具備することを要旨とする。
【００３７】
　本発明の第３の特徴において、前記第２ＣＲＣ付加部は、分割された前記符号化ビット
列を複数のグループにし、該複数のグループの少なくとも１つのグループの前記符号化ビ
ット列に対して前記第２ＣＲＣ符号を付加するように構成されていてもよい。
【００３８】
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　本発明の第４の特徴は、送信機と受信機とを具備する無線通信システムであって、前記
送信機は、送信データに対して第１ＣＲＣ符号を付加するように構成されている第１ＣＲ
Ｃ付加部と、前記第１ＣＲＣ符号が付加されている前記送信データを複数の符号化ビット
列に分割するように構成されている分割部と、分割された前記符号化ビット列の少なくと
も１つに対して第２ＣＲＣ符号を付加するように構成されている第２ＣＲＣ付加部と、前
記符号化ビット列に対して誤り訂正符号化処理を行うように構成されている誤り訂正符号
化処理部と、前記誤り訂正符号化処理が行われた前記符号化ビット列を送信するように構
成されている送信部とを具備し、前記受信機は、受信データを複数の符号化ビット列に分
割し、分割された前記符号化ビット列に対して誤り訂正復号化処理を行うように構成され
ている誤り訂正復号化部と、前記誤り訂正復号化処理が行われた前記符号化ビット列の１
つ又は複数に付加されている前記第２ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行うように構成
されている第２ＣＲＣチェック部と、特定の符号化ビット列で誤りを検出した場合、該特
定の符号化ビット列についての第１再送要求を送信するように構成されている第１再送要
求部と、前記複数の符号化ビット列で誤りを検出しなかった場合、該複数の符号化ビット
列を連結して、第１ＣＲＣ符号が付加されている送信データを取得するように構成されて
いる連結部と、前記第１ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理を行うように構成されている第
１ＣＲＣチェック部と、前記送信データで誤りを検出した場合、該送信データについての
第２再送要求を送信するように構成されている第２再送要求部とを有することを要旨とす
る。
【発明の効果】
【００３９】
　以上説明したように、本発明によれば、よりリアルタイムに、データ伝送を行うために
、受信機において、誤りを検出してＡＣＫ/ＮＡＣＫを送信機に返すまでの遅延時間をで
きるだけ短くすることができるデータ送信方法、データ受信方法、移動端末及び無線通信
システムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
（本発明の第１の実施形態）
　図１及び図２を参照して、本発明の第１の実施形態に係る無線通信システムについて説
明する。本実施形態に係る無線通信システムは、データの総送信時間に対して、電波伝搬
路の時間的変化量が小さい場合に、特に効果が大きいシステムである。
【００４１】
　また、本実施形態では、送信機１０として、移動端末が用いられる例について説明する
が、本発明は、かかる例に限定されるものでないことは明らかである。
【００４２】
　図１に示すように、本実施形態に係る送信機１０は、送信データ生成部１１と、第１Ｃ
ＲＣ付加部２１と、分割部１３と、第２ＣＲＣ付加部２２と、誤り訂正符号化部１４と、
インターリーバ１５と、変調器１６と、伝送制御部１７とを具備している。
【００４３】
　送信データ生成部１１は、ユーザ操作に応じて、送信データ（ビット列）を生成するよ
うに構成されている。
【００４４】
　第１ＣＲＣ付加部２１は、送信データ生成部１１によって生成された送信データ（ビッ
ト列）に対して、ＣＲＣ符号を用いて誤り検出符号化処理を行う、すなわち、第１ＣＲＣ
符号（パリティビット列）を付加するように構成されている。
【００４５】
　分割部１３は、第１ＣＲＣ符号（パリティビット列）が付加されている送信データ（ビ
ット列）を、誤り訂正符号化処理を行う単位（ビットサイズ）毎に複数の符号化ビット列
に分割するように構成されている。
【００４６】
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　ここで、分割部１３は、第２ＣＲＣ符号が付加される予定の符号化ビット列（例えば、
後述する先頭のグループの先頭の符号化ビット列）については、予めＣＲＣ符号のビット
量だけ小さくなるように分割してもよい。
【００４７】
　第２ＣＲＣ付加部２２は、分割部１３により分割された符号化ビット列の少なくとも１
つに対して第２ＣＲＣ符号（パリティビット列）を付加するように構成されている。
【００４８】
　具体的には、第２ＣＲＣ付加部２２は、分割部１３により分割された符号化ビット列を
複数のグループ（図２乃至図４の例では、Ｇ１乃至Ｇ３）にし、複数のグループ（図２乃
至図４の例では、Ｇ１乃至Ｇ３）の少なくとも１つのグループの符号化ビット列に対して
第２ＣＲＣ符号を付加するように構成されていてもよい。
【００４９】
　ここで、各グループの符号化ビット列の数やグループの数等は、送信機１０と受信機３
０との間で、情報として共有されていれば、固定であっても可変であっても構わない。
【００５０】
　例えば、３個の符号化ビット列を１グループとしてもよいし、グループ数を５として、
符号化ビット列が各グループで同じになるようにしてもよい。この場合、端数の場合は、
最終グループの数で制御するようにしてもよい。
【００５１】
　また、最初のグループの取得の可能性を高めるために、最初のグループのみ符号化ビッ
ト列の数を減らしてもよい。或いは、移動速度に応じて、速いときは、各グループの符号
化ビット列の数を減らし、遅いときは、増やすなどの対応をとってもよい。
【００５２】
　本実施形態では、図２に示すように、第２ＣＲＣ付加部２２は、複数のグループＧ１乃
至Ｇ３の先頭のグループＧ１の先頭の符号化ビット列＃Ａ１に対してのみ第２ＣＲＣ符号
を付加するように構成されている。
【００５３】
　誤り訂正符号化部１４は、第２ＣＲＣ付加部２２から出力された符号化ビット列に対し
て誤り訂正符号化処理を行い、冗長なビットが付加された符号化ビット列＃Ａ１乃至＃Ａ
９を出力するように構成されている。
【００５４】
　インターリーバ１５は、一定の規則に従って、誤り訂正符号化部１４から出力された符
号化ビット列＃Ａ１乃至＃Ａ９から構成される送信データにおけるビット列を入れ替える
インターリーブ処理を行うように構成されている。
【００５５】
　変調器１６は、誤り訂正符号化処理及びインターリーブ処理が行われた符号化ビット列
からなる送信データＸに対して変調処理を行い、アンテナを介して送信するように構成さ
れている。
【００５６】
　伝送制御部１７は、受信機３０からの第１再送要求（ＮＡＣＫ）を受信した場合には、
当該再送要求によって特定される符号化ビット列のデータを再送するように、送信データ
生成部１１に指示するように構成されている。
【００５７】
　また、伝送制御部１７は、受信機３０からの第２再送要求（ＮＡＣＫ）を受信した場合
には、当該再送要求によって特定される送信データを再送するように、送信データ生成部
１１に指示するように構成されている。
【００５８】
　また、伝送制御部１７は、受信機３０からの送達確認情報（ＡＣＫ）を受信した場合に
は、次に送信すべき送信データを送信するように、送信データ生成部１１に指示するよう
に構成されている。
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【００５９】
　また、本実施形態に係る受信機３０は、復調器３１と、デインターリーバ３２と、誤り
訂正復号化部３３と、第２ＣＲＣチェック部４１と、連結部３４と、第１ＣＲＣチェック
部４２と、受信データ取得部３６とを具備している。
【００６０】
　復調器３１は、アンテナを介して受信した受信信号に対して復調処理を行い、受信デー
タ（ビット列）を取得して出力する。
【００６１】
　デインターリーバ３２は、復調器３１から出力された受信データに対して、上述のイン
ターリーバ１５によって用いられている規則の逆の規則に従って、デインターリーブ処理
を行う。
【００６２】
　誤り訂正復号化部３３は、デインターリーブ処理が行われた受信データを複数の符号化
ビット列（図２乃至図４の例では、＃Ａ１乃至＃Ａ９）に分割し、分割された符号化ビッ
ト列（図２乃至図４の例では、＃Ａ１乃至＃Ａ９）に対して誤り訂正復号化処理を行うよ
うに構成されている。
【００６３】
　第２ＣＲＣチェック部４１は、誤り訂正復号化処理が行われた符号化ビット列の１つ又
は複数に付加されている第２ＣＲＣ符号を用いて誤り検出処理（すなわち、第２ＣＲＣ符
号のチェック処理）を行うように構成されている。
【００６４】
　ここで、上述のように、第２ＣＲＣ符号は、複数のグループ（図２乃至図４の例では、
Ｇ１乃至Ｇ３）の少なくとも１つのグループの符号化ビット列（図２乃至図４の例では、
＃１乃至＃９）に対して付加されている。
【００６５】
　本実施形態では、図２に示すように、第２ＣＲＣ符号は、複数のグループＧ１乃至Ｇ３
の先頭のグループＧ１の先頭の符号化ビット列＃１に対してのみ付加されている。
【００６６】
　連結部３４は、上述の複数の符号化ビット列で誤りを検出しなかった場合、かかる複数
の符号化ビット列（図２乃至図４の例では、＃１乃至＃９）を連結して、第１ＣＲＣ符号
が付加されている送信データを取得するように構成されている。
【００６７】
　第１ＣＲＣチェック部４２は、上述の送信データに付加されている第１ＣＲＣ符号を用
いて誤り検出処理を行う、すなわち、第１ＣＲＣ符号をチェックするように構成されてい
る。
【００６８】
　なお、第１ＣＲＣチェック部４２は、第１ＣＲＣチェック部４２による誤り検出処理に
おいて、特定の符号化ビット列で誤りを検出した場合、送信機１０に対して、かかる特定
の符号化ビット列についての第１再送要求を送信するように構成されている。
【００６９】
　また、第１ＣＲＣチェック部４２は、当該第１ＣＲＣチェック部４２による誤り検出処
理において、特定の送信データで誤りを検出した場合、送信機１０に対して、かかる特定
の送信データについての第２再送要求を送信するように構成されている。
【００７０】
　受信データ取得部３６は、第１ＣＲＣチェック部４２から送信データを取得して、受信
機３０における必要な機能に転送するように構成されている。
【００７１】
　次に、図２を参照して、本実施形態に係る無線通信システムの動作について説明する。
【００７２】
　図２に示すように、送信機１０では、送信データ生成部１１が、送信データ（ビット列
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）を生成し、ステップＳ１０１において、第１ＣＲＣ付加部２１が、ＡＲＱ処理における
誤り検出処理を行うために、ＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｔ　Ｃｈｅｃｋ）
符号を用いて誤り検出符号化処理を行い、送信データ（ビット列）に対して第１ＣＲＣ符
号（パリティビット列）を付加する。
【００７３】
　ステップＳ１０２において、分割部１３が、第１ＣＲＣ符号（パリティビット列）が付
加されている送信データ（ビット列）を、複数の誤り訂正符号化処理を行う単位（ビット
サイズ）毎に符号化ビット列＃１乃至＃９に分割する。
【００７４】
　ステップＳ１０３において、第２ＣＲＣ付加部２２が、分割された複数の符号化ビット
列＃１乃至＃９のうち、先頭の符号化ビット列＃１を選択し、当該符号化ビット列＃１に
対して、ＣＲＣ符号を計算して付加する。
【００７５】
　これは、データの送信時間に対して電波伝搬路の時間的変化量の小さい場合、１つの符
号化ビット列のみで誤りが発生するのではなく、ほぼ全ての符号化ビット列＃１乃至＃９
で誤りが発生すると考えられるためである。
【００７６】
　ステップＳ１０４において、誤り訂正符号化部１４が、複数の符号化ビット列＃１乃至
＃９に対して誤り訂正符号化処理を行う。その結果、冗長なビットが付加された符号化ビ
ット列＃Ａ１乃至＃Ａ９が得られる。
【００７７】
　ステップＳ１０５において、インターリーバ１５が、一定の規則に従って、符号化ビッ
ト列＃Ａ１乃至＃Ａ９を含む送信データにおけるビット列の順番を入れ替えるインターリ
ーバを行う。
【００７８】
　ステップＳ１０６において、変調器１６が、インターリーバ１５から出力された送信デ
ータＸ（符号化ビット列＃Ａ１乃至＃Ａ９を含む）に対して、デジタル変調処理を行った
後、無線区間に伝送する。
【００７９】
　一方、受信機３０では、図２に示すように、ステップＳ２０１において、復調器３１が
、受信信号に対して復調処理を行うことによって受信データ（ビット列）に変換する。
【００８０】
　ステップＳ２０２において、デインターリーバ３２が、復調器３１からの出力に対して
、送信機１０におけるインターリーバ１５と逆の規則に従って、受信データにおけるビッ
ト列の順番を入れ替えて、元の送信データＸにおけるビット列の順番に戻す。
【００８１】
　ステップＳ２０３において、誤り訂正復号化部３３が、デインターリーバ３２から出力
された受信データ（ビット列）を、送信機１０における誤り訂正符号化処理を行う単位と
同一の単位毎の符号化ビット列＃Ａ１乃至＃Ａ９に分割し、誤り訂正復号化処理を行う。
【００８２】
　ステップＳ２０４において、誤り訂正復号化部３３が、先頭の符号化ビット列＃１につ
いての誤り訂正復号化処理を終了した時点で、第２ＣＲＣチェック部４１は、直ちに、当
該符号化ビット列＃１に付加されているＣＲＣ符号の正誤判定処理を行い、誤り検出処理
を行う。
【００８３】
　かかる先頭の符号化ビット列＃１に対するＣＲＣ符号の正誤判定処理に基づき、誤りが
検出された場合、第１再送要求（ＮＡＣＫ）が、送信機１０に対して返信される。
【００８４】
　かかる先頭の符号化ビット列＃１に対するＣＲＣ符号の正誤判定処理に基づき、誤りが
検出されなかった場合、誤り訂正復号化部３３が、引き続き、他の全ての符号化ビット列
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＃２乃至＃８についての復号化処理を行う。
【００８５】
　ステップＳ２０５において、誤り訂正復号化部３３による全ての符号化ビット列＃１乃
至＃９についての復号化処理が終了した場合に、連結部３４が、全ての符号化ビット列＃
１乃至＃９を連結することによって、第１ＣＲＣ符号が付加されている送信データを再現
する。
【００８６】
　ステップＳ２０６において、第１ＣＲＣチェック部４２が、上述の送信データが再現さ
れた段階で、再度、第１ＣＲＣ符号を用いた誤り検出処理を行う。
【００８７】
　第１ＣＲＣチェック部４２は、かかる誤り検出処理の結果に基づき、送信機１０に対し
て、送達確認情報（ＡＣＫ）或いは第２再送要求（ＮＡＣＫ）を返信する。
【００８８】
　　本実施形態に係る無線通信システムによれば、受信機３０において、送信データを構
成する全ての符号化ビット列を受信しなくとも、第１再送要求（ＮＡＣＫ）の返信が可能
となり、従来の無線通信システムに比べて、遅延時間を短くすることが可能である。
【００８９】
（本発明の第２の実施形態）
　図１及び図３を参照して、本発明の第２の実施形態に係る無線通信システムについて説
明する。以下、上述の第１の実施形態に係る無線通信システムとの相違点を主として、本
実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
【００９０】
　本実施形態では、図３に示すように、送信機１０の第２ＣＲＣ付加部２２は、各グルー
プＧ１乃至Ｇ３の先頭の符号化ビット列＃１、＃４、＃７に対して第２ＣＲＣ符号を付加
するように構成されている。
【００９１】
　図３に示す動作は、第２ＣＲＣ符号が、各グループＧ１乃至Ｇ３の先頭の符号化ビット
列＃１、＃４、＃７に対して付加されている点を除いて、図２に示す動作と同一であるた
め、説明を省略する。
【００９２】
（本発明の第３の実施形態）
　図１及び図４を参照して、本発明の第３の実施形態に係る無線通信システムについて説
明する。以下、上述の第１及び第２の実施形態に係る無線通信システムとの相違点を主と
して、本実施形態に係る無線通信システムについて説明する。
【００９３】
　本実施形態では、図４に示すように、送信機１０の第２ＣＲＣ付加部２２は、各グルー
プＧ１乃至Ｇ３の符号化ビット列＃１、＃５、＃９に対して第２ＣＲＣ符号を付加するよ
うに構成されている。
【００９４】
　すなわち、本実施形態では、送信機１０の第２ＣＲＣ付加部２２は、各グループの符号
化ビット列＃１乃至＃９のうち、受信機３０との間で決められている規則に従って選択さ
れた所定の符号化ビット列に対して、第２ＣＲＣ符号を付加するように構成されている。
【００９５】
　なお、送信機１０の第２ＣＲＣ付加部２２は、特定のグループの符号化ビット列に対し
ては、第２ＣＲＣ符号を付加しないように構成されていてもよい。
【００９６】
　図４に示す動作は、第２ＣＲＣ符号が、各グループの符号化ビット列＃１乃至＃９のう
ち、受信機３０との間で決められている規則に従って選択された所定の符号化ビット列＃
１、＃５、＃９に対して付加されている点を除いて、図２に示す動作と同一であるため、
説明を省略する。
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【００９７】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る送信機及び受信機の機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る送信機及び受信機の動作を説明するための図であ
る。
【図３】本発明の第２の実施形態に係る送信機及び受信機の動作を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の第３の実施形態に係る送信機及び受信機の動作を説明するための図であ
る。
【図５】従来の送信機及び受信機の機能ブロック図である。
【図６】従来の送信機及び受信機の動作を説明するための図である。
【符号の説明】
【００９９】
１０…送信機
１１…送信データ生成部
１２…ＣＲＣ付加部
１３…分割部
１４…誤り訂正符号化部
１５…インターリーバ
１６…変調器
１７…伝送制御部
２１…第１ＣＲＣ付加部
２２…第２ＣＲＣ付加部
３０…受信機
３１…復調器
３２…デインターリーバ
３３…誤り訂正復号化部
３４…連結部
３５…ＣＲＣチェック部
３６…受信データ取得部
４１…第２ＣＲＣチェック部
４２…第１ＣＲＣチェック部
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