
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

を具備することを特徴とする送受信装置。
【請求項２】
　ＡＲＱ制御情報は、フレームの位置を示すフレーム番号を含むことを特徴とする請求項

記載の送受信装置。
【請求項３】
　

【請求項４】
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最初に誤りの発生した第１シーケンス番号を２進数で表し下位の所定数ｎのビットを削
除して得られた第１ビット情報と、前記所定数ｎの各ビットを「１」とし前記第１ビット
情報の下位に追加して得られる第２シーケンス番号以降のシーケンス番号についての再送
要求の有無を表わす第２ビット情報と、からなるＡＲＱ制御情報を受信する受信手段と、
前記所定数ｎの各ビットを任意の値とし前記第１ビット情報の下位に追加したシーケンス
番号からなる第１シーケンス番号群を得、前記第２シーケンス番号以降の２ｎ ずつのシー
ケンス番号からなる第２シーケンス番号群を得るビットマップ処理手段と、前記第１シー
ケンス番号群の各シーケンス番号が示すパケット、前記第２ビット情報の再送要求有りを
示すビットに対応する前記第２シーケンス番号群の各シーケンス番号が示すパケット、及
び前記第２シーケンス番号群のうち最も時間的に後方のシーケンス番号以降の番号が示す
送信済パケットをすべて再送する再送手段と、

１

連続して発生する誤りの数が多いほど、前記所定数ｎをより大きくすることを特徴とす
る請求項１記載の送受信装置。



　ＡＲＱ制御情報は、共通チャネルで送信されることを特徴とする請求項１
のいずれかに記載の送受信装置。
【請求項５】
　シーケンス番号は、所定のデータ単位内において同じに設定されることを特徴とする請
求項１ のいずれかに記載の送受信装置。
【請求項６】
　複数のＡＲＱ制御情報を連続して送信することを特徴とする請求項１から請求項 のい
ずれかに記載の送受信装置。
【請求項７】
　エラーの発生状況又は回線品質に応じてＡＲＱ制御情報の構成を変更することを特徴と
する請求項１から請求項 のいずれかに記載の送受信装置。
【請求項８】
　エラーの発生状況又は回線品質に応じてＡＲＱ制御情報を構成するビット数を変更する
ことを特徴とする請求項１から請求項 のいずれかに記載の送受信装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項 記載の送受信装置を具備することを特徴とする通信端末装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項 記載の送受信装置を具備することを特徴とする基地局装置。
【請求項１１】
　

　を具備することを特徴とする誤り制御方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、送受信装置に関し、特に移動体通信において自動再送要求（Ａｕｔｏｍａｔｉ
ｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ；以下、「ＡＲＱ」という）を行うことによってデー
タ伝送における誤り制御を行う送受信装置及びその誤り制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
受信側が送信側に任意のデータ量単位（例えば、パケット単位、セル単位）で再送を要求
するＡＲＱの方式としては、Ｓｔｏｐ　Ａｎｄ　Ｗａｉｔ　ＡＲＱ（ＳＷ－ＡＲＱ）方式
、Ｇｏ　Ｂａｃｋ　Ｎ　ＡＲＱ（ＧＢＮ－ＡＲＱ）方式、及び、Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｒ
ｅｐｅａｔ　ＡＲＱ（ＳＲ－ＡＲＱ）方式、の３方式がよく知られている。
【０００３】
又、最近では、上記３方式のうち、指示されたシーケンス番号（以下、「ＳＮ」という）
より時間的に後方の送信済パケット又はセルをすべて再送するＧＢＮ－ＡＲＱ方式と、指
示されたＳＮのパケット又はセルのみを再送するＳＲ－ＡＲＱ方式と、を組み合わせたＰ
ＲＩＭＥ－ＡＲＱという方式が提案されている。
【０００４】
ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式においては、受信側が、受信されなかったパケット又はセルに対
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から請求項３

から請求項４

５

６

７

８

８

最初に誤りの発生した第１シーケンス番号を２進数で表し下位の所定数ｎのビットを削
除して得られた第１ビット情報と、前記所定数ｎの各ビットを「１」とし前記第１ビット
情報の下位に追加して得られる第２シーケンス番号以降のシーケンス番号についての再送
要求の有無を表わす第２ビット情報と、からなるＡＲＱ制御情報を受信するステップと、
　前記所定数ｎの各ビットを任意の値とし前記第１ビット情報の下位に追加し第１シーケ
ンス番号群を得、前記第２シーケンス番号以降の２ｎ ずつのシーケンス番号から第２シー
ケンス番号群を得るステップと、
　前記第１シーケンス番号群が示すパケット、前記第２ビット情報の再送要求有りを示す
各ビットに対応する前記第２シーケンス番号群が示すパケット、及び前記第２シーケンス
番号群のうち最も時間的に後方のシーケンス番号以降の番号が示す送信済パケットをすべ
て再送するステップと、



応するＳＮを、予め定められた所定数分、ＡＲＱ制御情報として送信側に送り返し、送信
側は、受信したＡＲＱ制御情報に基づいて、指示されたＳＮに対応するパケット又はセル
を再送する。又、送信側は、再送指示されたＳＮのうち最も時間的に後方のＳＮ以降の送
信済パケット又はセルについてすべて再送する。
【０００５】
以下、図４２及び図４３を用いて、ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式について説明する。図４２は
、ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式の誤り制御を行う送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図
であり、図４３は、ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式のシーケンスの一例を示す模式図である。な
お、ここでは、パケット単位でＡＲＱを行っているものとする。
【０００６】
なお、ここでは、一方向のデータ送信を想定し、送受信装置の構成を送信側と受信側に分
けて示している。又、本願の特徴に鑑み、再送制御に関する構成のみを示すものとする。
【０００７】
図４２において、送信側は、送信データパケットにＳＮを付与し格納する送信バッファ部
４２０１と、送信データパケットにＣＲＣを付加し変調処理を行う変調部４２０２と、変
調処理後の送信信号に対してＤ／Ａ変換処理を行うＤ／Ａ変換器４２０３と、Ｄ／Ａ変換
後の送信信号を図示しないアンテナから送信する送信ＲＦ部４２０４と、図示しないアン
テナから無線信号を受信する受信ＲＦ部４２０５と、受信信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変
換器４２０６と、Ａ／Ｄ変換後の受信信号に対し復調処理及びＣＲＣチェックを行い、Ａ
ＲＱ制御情報を抽出する復調処理部４２０７と、受信信号中のＡＲＱ制御情報に基づき、
再送要求されたＳＮを再送するように送信バッファ部４２０１に指示する再送制御部４２
０８と、からなる。
【０００８】
一方、受信局は、図示しないアンテナから無線信号を受信する受信ＲＦ部４２０９と、受
信信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器４２１０と、Ａ／Ｄ変換後の受信信号に対して復調
処理及びＣＲＣチェックを行う復調処理部４２１１と、復調処理後の受信信号に対してデ
ータパケットに付与されているＳＮのチェックを行ないＳＮ抜けの判定及びＳＮ情報の除
去を行うＳＮ判定部４２１２と、ＳＮ情報が除去された後の受信信号のデータパケットを
格納する受信バッファ部４２１３と、ＳＮ判定部４２１２における判定結果からＡＲＱ制
御情報を生成する再送制御情報生成部４２１４と、生成されたＡＲＱ制御情報に対してＣ
ＲＣを付加し変調処理を行う変調部４２１５と、変調処理後の送信信号をＤ／Ａ変換する
Ｄ／Ａ変換器４２１６と、Ｄ／Ａ変換後の送信信号を図示しないアンテナから送信する送
信ＲＦ部４２１７と、からなる。
【０００９】
まず、送信側の動作について説明する。入力された送信パケットは、ＳＮを付与されて、
送信バッファ部４２０１に格納される。格納された送信パケットは、送信バッファ部４２
０１によって、再送制御部４２０８から指示された再送ＳＮに基づいて出力される。
【００１０】
送信バッファ部４２０１から出力されたデータパケットは、変調部４２０２、Ｄ／Ａ変換
器４２０３及び送信ＲＦ部４２０４を介して、図示しないアンテナから送信される。
【００１１】
受信ＲＦ部４２０５によって受信された信号は、Ａ／Ｄ変換器４２０６及び復調処理部４
２０７を介して再送制御部４２０８に入力され、再送要求されたＳＮが送信バッファ部４
２０１へ指示される。
【００１２】
次いで、受信側の動作について説明する。受信ＲＦ部４２０９によって受信された信号は
、Ａ／Ｄ変換器４２１０及び復調処理部４２１１を介してＳＮ判定部４２１２に入力され
、ＳＮ判定部４２１２によって、受信信号の各データパケットに付与されているＳＮに基
づいてデータパケットの抜けが判定される。抜けがあったＳＮは、判定結果として、再送
制御情報生成部４２１４へ出力される。
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【００１３】
受信信号中のデータパケットの抜けは、再送制御情報生成部４２１４によって、ＡＲＱ制
御情報に変換され、出力される。生成されたＡＲＱ制御情報は、変調部４２１５及びＤ／
Ａ変換器４２１６を介して、送信ＲＦ部４２１７によって図示しないアンテナから送信さ
れる。
【００１４】
又、ＳＮ判定部４２１２によって受信可と判定されたデータパケットは、ＳＮが除去され
、受信バッファ部４２１３に入力され、格納される。
【００１５】
次いで、図４３を用いて、ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式におけるシーケンスの一例を説明する
。
【００１６】
図４３において、送信側からの最初のフレーム送信においては、パケット＃１～＃９（Ｓ
Ｎ＝１～９）が送信され、受信側においてＳＮ＝２、４、５、８の受信が失敗であったこ
とを示している。
【００１７】
ここで、予め定められたＡＲＱ制御情報数を３とすると、受信側は、ＡＲＱ制御信号を用
いて、ＳＮ＝２、４、５の３つのパケットについて再送要求をする。
【００１８】
送信側は、ＡＲＱ制御信号を受信し、ＳＮ＝２、４、５及びＳＮ＝６以降の送信済パケッ
トについて再送する。受信側は、受信済のパケットは無視する。
【００１９】
このように、ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式においては、少ないデータ量で多くの再送要求をす
ることができるため、従来の３方式よりも伝送効率が向上する。
【００２０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来のＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式の誤り制御においては、再送制御情報で表
わすことができるＳＮ数以上のバースト誤りが発生した場合に、伝送効率が劣化するとい
う問題がある。
【００２１】
又、誤り率改善のために再送制御情報の量を増やすと、伝送効率が劣化するという問題が
生じる。
【００２２】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、伝送効率を劣化させずに誤り率を低下さ
せる送受信装置を提供することを目的とする。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
本発明の骨子は、ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式において、ＡＲＱ制御情報をシーケンス番号の
みからなる構成とせず、最初に誤りの発生した１つのシーケンス番号と、このシーケンス
番号以降のシーケンス番号についての再送要求の有無を表わすビット情報と、からなる構
成とすることである。
【００２４】
【発明の実施の形態】
　本発明の第１の態様に係る送受信装置は、
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最初に誤りの発生した第１シーケンス番号を
２進数で表し下位の所定数ｎのビットを削除して得られた第１ビット情報と、前記所定数
ｎの各ビットを「１」とし前記第１ビット情報の下位に追加して得られる第２シーケンス
番号以降のシーケンス番号についての再送要求の有無を表わす第２ビット情報と、からな
るＡＲＱ制御情報を受信する受信手段と、前記所定数ｎの各ビットを任意の値とし前記第
１ビット情報の下位に追加したシーケンス番号からなる第１シーケンス番号群を得、前記
第２シーケンス番号以降の２ｎ ずつのシーケンス番号からなる第２シーケンス番号群を得



構成を採る。
【００２５】
この構成によれば、ＡＲＱ再送制御情報を、再送を要求するＳＮ群からなる構成とせず、
再送を要求する一つのＳＮと、このＳＮに続くＳＮについての再送の有無を表わすビット
マップと、から構成するようにするため、伝送効率を下げずに再送制御情報量を多くし、
誤り率を改善することができる。
【００２８】
　本発明の第 の態様に係る送受信装置は、第 の態様において、ＡＲＱ制御情報は、フ
レームの位置を示すフレーム番号を含む構成を採る。
【００２９】
この構成によれば、ＡＲＱ制御情報でフレーム内の位置情報で誤りが発生したパケットを
伝達する場合に、受信側がＡＲＱ制御情報にフレーム相対番号を用いることによって、送
信側は、複数のＡＲＱ制御情報にエラーが生じる場合でも、何フレーム前のフレームに関
するＡＲＱ制御情報であるかを簡易に判別することができ、適切な再送を行うことができ
る。
【００３２】
　本発明の第 の態様に係る送受信装置は、第 の態様において、

する構成を採る。
【００３３】
この構成によれば、省略するビット数を通信中に適応的に可変とすることができるものと
し、送信側に省略してあるビット数を伝達するため、伝送効率を更に向上させることがで
きる。
【００３４】
　本発明の第 の態様に係る送受信装置は、第１の態様から第 の態様のいずれにおいて
、ＡＲＱ制御情報は、共通チャネルで送信される構成を採る。
【００３５】
この構成によれば、通信相手局毎にＡＲＱ制御情報を送信する必要がないため、伝送効率
を向上させることができる。
【００３６】
　本発明の第 の態様に係る送受信装置は、第１の態様 の態様のいずれかにおい
て、シーケンス番号は、所定のデータ単位内において同じに設定される構成を採る。
【００３７】
この構成によれば、送受信時のデータ単位であるパケット毎にＳＮを付与するのではなく
、データ処理時のデータ単位毎にＳＮを付与し、処理時のデータ単位中に一パケットでも
誤りが生じた場合に、一つのＳＮについて再送要求をすれば、その処理時のデータ単位の
すべてのパケットについて再送指示をすることができるため、伝送効率を向上させること
ができる。
【００３８】
　本発明の第 の態様に係る送受信装置は、第１の態様から第 の態様のいずれかにおい
て、複数のＡＲＱ制御情報を連続して送信する構成を採る。
【００３９】
この構成によれば、ＡＲＱ制御情報のビット数を減らし、特に誤りが離散的に発生した場
合に、伝送効率を向上させることができる。
【００４０】
　本発明の第 の態様に係る送受信装置は、第１の態様から第 の態様のいずれかにおい
て、エラーの発生状況又は回線品質に応じてＡＲＱ制御情報の構成を変更する構成を採る
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るビットマップ処理手段と、前記第１シーケンス番号群の各シーケンス番号が示すパケッ
ト、前記第２ビット情報の再送要求有りを示すビットに対応する前記第２シーケンス番号
群の各シーケンス番号が示すパケット、及び前記第２シーケンス番号群のうち最も時間的
に後方のシーケンス番号以降の番号が示す送信済パケットをすべて再送する再送手段と、
を具備する

２ １

３ １ 連続して発生する誤り
の数が多いほど、前記所定数ｎをより大きく

４ ３

５ から第４

６ ５

７ ６



。
【００４１】
この構成によれば、エラーの発生状況又は回線品質に応じて適応的に最適構成を選択する
ことができるため、伝送効率を向上させることができる。
【００４２】
　本発明の第 の態様に係る送受信装置は、第１の態様から第 の態様のいずれかにおい
て、エラーの発生状況又は回線品質に応じてＡＲＱ制御情報を構成するビット数を変更す
る構成を採る。
【００４３】
この構成によれば、エラーの発生状況又は回線品質に応じて適応的に最適なビット数を選
択することができるため、伝送効率を向上させることができる。
【００４４】
　本発明の第 の態様に係る通信端末装置は、第１の態様から第 の態様のいずれかにお
ける送受信装置を具備する構成を採る。
【００４５】
　本発明の第 の態様に係る基地局装置は、第１の態様から第 の態様のいずれかにお
ける送受信装置を具備する構成を採る。
【００４６】
これらの構成によれば、伝送効率を劣化させずに誤り率を低下させることができる。
【００４７】
　本発明の第 の態様に係る誤り制御方法は、

するようにした。
【００４８】
この方法によれば、伝送効率を劣化させずに誤り率を低下させることができる。
【００４９】
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、以下のすべ
ての実施の形態においては、簡便のため、一方向のデータ送信を想定し、送受信装置の構
成を送信側と受信側に分けて示すものとする。又、本願の特徴に鑑み、再送制御に関する
構成のみを示すものとする。
【００５０】
（実施の形態１）
以下、図１から図３を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法について
説明する。図１は、本発明の実施の形態１に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロッ
ク図であり、図２は、本発明の実施の形態１に係るシーケンスの一例を示す模式図であり
、図３は、本発明の実施の形態１に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図である。
【００５１】
図１において、送信側は、送信データパケットにＳＮを付与し格納する送信バッファ部１
０１と、送信データパケットにＣＲＣを付加し変調処理を行う変調部１０２と、変調処理
後の送信信号に対してＤ／Ａ変換処理を行うＤ／Ａ変換器１０３と、Ｄ／Ａ変換後の送信
信号を図示しないアンテナから送信する送信ＲＦ部１０４と、図示しないアンテナから無
線信号を受信する受信ＲＦ部１０５と、受信信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器１０６と
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８ ７

９ ８

１０ ８

１１ 最初に誤りの発生した第１シーケンス番
号を２進数で表し下位の所定数ｎのビットを削除して得られた第１ビット情報と、前記所
定数ｎの各ビットを「１」とし前記第１ビット情報の下位に追加して得られる第２シーケ
ンス番号以降のシーケンス番号についての再送要求の有無を表わす第２ビット情報と、か
らなるＡＲＱ制御情報を受信するステップと、前記所定数ｎの各ビットを任意の値とし前
記第１ビット情報の下位に追加し第１シーケンス番号群を得、前記第２シーケンス番号以
降の２ｎ ずつのシーケンス番号から第２シーケンス番号群を得るステップと、前記第１シ
ーケンス番号群が示すパケット、前記第２ビット情報の再送要求有りを示す各ビットに対
応する前記第２シーケンス番号群が示すパケット、及び前記第２シーケンス番号群のうち
最も時間的に後方のシーケンス番号以降の番号が示す送信済パケットをすべて再送するス
テップと、を具備



、Ａ／Ｄ変換後の受信信号に対し復調処理及びＣＲＣチェックを行い、ＡＲＱ制御情報を
抽出する復調処理部１０７と、抽出されたＡＲＱ制御情報から再送要求されたＳＮを判別
するビットマップ処理部１０８と、再送要求されたＳＮを再送するように送信バッファ部
１０１に指示する再送制御部１０９と、からなる。
【００５２】
一方、受信局は、図示しないアンテナから無線信号を受信する受信ＲＦ部１１０と、受信
信号をＡ／Ｄ変換するＡ／Ｄ変換器１１１と、Ａ／Ｄ変換後の受信信号に対して復調処理
及びＣＲＣチェックを行う復調処理部１１２と、復調処理後の受信信号に対してデータパ
ケットに付与されているＳＮのチェックを行ないＳＮ抜けの判定及びＳＮ情報の除去を行
うＳＮ判定部１１３と、ＳＮ情報が除去された後の受信信号のデータパケットを格納する
受信バッファ部１１４と、ＳＮ判定部１１３における判定結果からビットマップ形式のＡ
ＲＱ制御情報を生成するビットマップ生成部１１５と、生成されたＡＲＱ制御情報に対し
てＣＲＣを付加し変調処理を行う変調部１１６と、変調処理後の送信信号をＤ／Ａ変換す
るＤ／Ａ変換器１１７と、Ｄ／Ａ変換後の送信信号を図示しないアンテナから送信する送
信ＲＦ部１１８と、からなる。
【００５３】
まず、送信側の動作について説明する。入力された送信パケットは、ＳＮを付与されて、
送信バッファ部１０１に格納される。格納された送信パケットは、送信バッファ部１０１
によって、再送制御部１０９から指示された再送ＳＮに基づいて出力される。
【００５４】
送信バッファ部１０１から出力されたデータパケットは、変調部１０２、Ｄ／Ａ変換器１
０３及び送信ＲＦ部１０４を介して、図示しないアンテナから送信される。
【００５５】
受信ＲＦ部１０５によって受信された信号は、Ａ／Ｄ変換器１０６及び復調処理部１０７
を介してビットマップ処理部１０８に入力され、ＡＲＱ制御情報中から再送要求されたＳ
Ｎが抽出される。抽出された再送要求されたＳＮは、再送制御部１０９によって、送信バ
ッファ部１０１へ指示される。
【００５６】
次いで、受信側の動作について説明する。受信ＲＦ部１１０によって受信された信号は、
Ａ／Ｄ変換器１１１及び復調処理部１１２を介してＳＮ判定部１１３に入力され、ＳＮ判
定部１１３によって、受信信号の各データパケットに付与されているＳＮに基づいてデー
タパケットの抜けが判定される。抜けがあったＳＮは、判定結果として、ビットマップ生
成部１１５へ出力される。
【００５７】
受信信号中のデータパケットの抜けは、ビットマップ生成部１１５によって、ビットマッ
プ形式のＡＲＱ制御情報に変換され、出力される。生成されたＡＲＱ制御情報は、変調部
１１６及びＤ／Ａ変換器１１７を介して、送信ＲＦ部１１８から送信信号として送信され
る。
【００５８】
又、ＳＮ判定部１１３によって受信可と判定されたデータパケットは、ＳＮが除去され、
受信バッファ部１１４に入力され、格納される。
【００５９】
次いで、図２の伝送シーケンス図について説明する。
【００６０】
送信側では、データパケット＃１～＃１２のデータパケットに対し、ＳＮ＝１～１２を付
与して送信している。そして、受信側において、ＳＮ＝２、４、５、８の４つのデータパ
ケットに誤りが発生している。受信側では、ＳＮ＝２、４、５、８のデータパケットの誤
りを検出し、このＳＮ＝２、４、５、８のデータパケットの再送を、ＡＲＱ制御情報を用
いて、送信側に対し要求する。
【００６１】
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ＡＲＱ制御情報のビット構成を図３に示す。ＡＲＱ制御情報は、最初に誤りが検出された
ＳＮと、この最初のＳＮ以降の所定数のデータパケットの再送要求の有無を示すビットマ
ップ形式の情報と、から構成される。
【００６２】
図３に示すＡＲＱ制御情報の一実施例では、先頭の４ビットからなるビット群３０１は、
最初に誤りを生じたＳＮを表わすために用いられるものとし、ここではＳＮ＝２とする。
なお、このビット群３０１を構成するビット数は、４ビットに限られず、任意の値に設定
することができる。
【００６３】
また、最初に誤りを生じたＳＮを表わすビット群の続くビット群（ここでは、６ビット）
は、最初に付加されたＳＮ以降のＳＮにおける再送要求の有無を示す。すなわち、ここで
は、ビット群３０１がＳＮ＝２を示すため、ビット３０２～ビット３０７は、順に、ＳＮ
＝３～８のデータパケットの再送要求の有無を示す。例えば、図示するように、再送要求
なしは１、再送要求ありは０、で示すものとする。
【００６４】
よって、図３に示す一実施例では、まずビット群３０１がＳＮ＝２であることから、ＳＮ
＝２について誤りが発生したことを示し、又、ビット３０２、ビット３０５及びビット３
０６が、１であることから、ＳＮ＝３、６、７について受信が正常に行われたことを示し
、更に、ビット３０３、ビット３０４及びビット３０７が、０であることから、ＳＮ＝４
、５、８について誤りが発生したことを示している。
【００６５】
このようなＡＲＱ制御情報を受信側より受け取った送信側では、ＳＮ＝２、４、５、８の
データパケットを再送する。又、従来のＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式と同様に、ＡＲＱ制御情
報によって指示されたＳＮの中で最も時間的に後方のＳＮ（ここでは、ＳＮ＝８）以降の
送信済みＳＮ（ここでは、ＳＮ＝９のみ）について、すべて再送する。よって、送信側は
、ＳＮ＝９のデータパケットについても再送している。
【００６６】
したがって、仮に、図２及び図３に示したエラーの発生の一例について、従来のＰＲＩＭ
Ｅ－ＡＲＱ方式におけるＡＲＱ制御信号で表わすとすると、１つのＳＮを示すのに４ビッ
ト用いるとすれば、４ビット×４つのエラーＳＮ＝１６ビット、必要となる。しかしなが
ら、本実施の形態に係るＡＲＱ制御情報は、ビットマップ形式を用いることによって、同
じ情報を送るのに、４ビット（ＳＮ＝２）＋６ビット（ＳＮ＝３～８）＝１０ビット、し
か用いずに済む。
【００６７】
又、従来のＡＲＱ制御情報では、より多くの誤り発生に備えて、ＡＲＱ制御情報によって
送信する情報量を増やす場合、１ＳＮ増やすために４ビット必要であるが、本実施の形態
に係るビットマップ形式を用いたＡＲＱ制御情報では、１ビット増で済む。よって、本発
明は、ＡＲＱ制御情報によって示すＳＮの数が多くなる場合ほど効果がある。
【００６８】
このように、本実施の形態によれば、ＡＲＱ再送制御情報を、再送を要求するＳＮ群から
なる構成とせず、再送を要求する一つのＳＮと、このＳＮに続くＳＮについての再送の有
無を表わすビットマップと、から構成するようにするため、伝送効率を下げずに再送制御
情報量を多くし、誤り率を改善することができる。
【００６９】
なお、ＳＮを表わすビット群は４ビットに限られず、任意のビット数とすることができる
。
【００７０】
（実施の形態２）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態１と同様の構成を有し、
但しＳＮの代わりにフレーム内での位置を示すスロット番号（位置情報）を用いるもので
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ある。
【００７１】
ＳＮに用いられる数値は、一定の周期で繰り返されるものの、再送があることを考慮する
と、比較的大きい数値まで用いられる。通常、伝送システムに応じて適切な数値が用いら
れる。
【００７２】
例えば、ＨＤＬＣやＸ．２５パケット交換の伝送プロトコルにおいては、３ビット（モジ
ュロ８で、シーケンス番号０～７）若しくは７ビット（モジュロ１２８で、シーケンス番
号０～１２７）が用いられ、ＰＰＰ（Ｐｏｉｎｔ－Ｐｏｉｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の伝
送プロトコルにおいては、２４ビット（モジュロ２４：シーケンス番号０～２ 2 4－１）の
値が用いられ、ＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ  Ｃｏｎｔｒｏｌ  Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
の伝送プロトコルにおいては、３２ビット（モジュロ３２：シーケンス番号０～２ 3 2－１
）の値が用いられている。
【００７３】
ＳＮの値が大きいと、ＳＮを表わすために多くのビット数が必要となるため、本実施の形
態においては、ＡＲＱ制御情報内では、ＳＮの代わりに、フレーム内での位置情報、すな
わちスロット番号を用いることとする。
【００７４】
一フレーム内のスロット数は、ＳＮの取り得る値よりははるかに小さく、ビット数が大き
くなることはない。例えば、一フレームが１６スロットからなるものとすれば、フレーム
内位置情報は常に４ビットですべてを表現できることになる。
【００７５】
以下、図４から図８を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及びその誤り制御方法につ
いて説明する。図４は、本発明の実施の形態２に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブ
ロック図であり、図５は、本発明の実施の形態２に係るシーケンスの一例を示す模式図で
あり、図６から図８は、それぞれ、本発明の実施の形態２に係るＡＲＱ制御情報の一構成
例を示す模式図である。なお、実施の形態１と同様の構成には同一の符号を付し、詳しい
説明は省略する。
【００７６】
本実施の形態に係るＡＲＱ制御情報は、図６に示すようなビット構成を採り、先頭に位置
するビット群６０１は、ＦＳＮ（Ｓｌｏｔ　Ｎｕｍｂｅｒ　ｉｎ　Ｆｒａｍｅ）、すなわ
ちフレーム内での位置を示すスロット番号を表わし、ビット６０２～ビット６０５は、ビ
ット群６０１によって表わされるスロット番号以降のスロットの誤りの有無を示す。
【００７７】
ここでは、図５に示すように、データパケット＃７～＃１３を含むフレームの送信におい
て、データパケット＃８、＃９、＃１２に誤りが生じたものとし、データパケット＃８は
、フレーム内で２番目に位置するため、ビット群６０１は、ＦＳＮ＝２を示し、以下、フ
レーム内で３番目から６番目に位置するデータパケットの誤りの有無を示すビット６０２
～ビット６０５は、順に、０、１、１、０、を示す。
【００７８】
図４において、フレーム内送信タイミング制御部４０１は、復調処理部１０７の出力から
フレーム及びスロットの同期を得、再送制御部１０９を制御し、フレーム・ビットマップ
処理部４０２は、図６に示すような本実施の形態に係るＡＲＱ制御情報を解読して再送す
べきパケットを知り、フレームタイミング生成部４０３は、復調処理部１１２の出力から
フレーム及びスロットの同期を得、変調部１１６に出力する。
【００７９】
判定部４０４は、受信信号中から再送を要求すべきパケットを選び、後述するフレーム・
ビットマップ生成部４０５に伝達する。フレームビットマップ生成部４０５は、判定部４
０４の判定結果に基づいて、図６に示したような本実施の形態に係るＡＲＱ制御情報を生
成する。
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【００８０】
このように、ＦＳＮを用いることによって、伝送するパケット又はセルにＳＮを付与する
必要がなく、データ自体の伝送量を減らすことができ、また、ＡＲＱ制御情報に用いるビ
ット数についても減らすことができるため、伝送効率が向上する。
【００８１】
又、ＦＳＮを用いる方法として、図７に示すように、ＡＲＱ制御情報をＦＳＮのみからな
るビット構成とすることもできる。ここでは、ビット群７０１がフレーム内での位置が２
番目のパケットに誤りが生じたことを示し、以下同様に、ビット群７０２が３番目のパケ
ットの誤りを、ビット群７０３が６番目のパケットの誤りを、それぞれ示している。
【００８２】
又、ＦＳＮを用いる方法として、図６において、常にＦＳＮ＝１とし、更にこの固定され
たＦＳＮ＝１を省略することによって、図８に示すように、ＡＲＱ制御情報をフレーム内
の先頭スロットからの誤りの有無を示すビットのみからなるビット構成とすることもでき
る。
【００８３】
ここでは、ビット８０１がフレーム内での位置が１番目のパケットが正常受信であること
を示し、ビット８０２がフレーム内での位置が２番目のパケットに誤りが生じたことを示
し、以下同様に、ビット８０３は３番目のパケットが誤り、ビット８０４が４番目のパケ
ットが正常受信、ビット８０５が５番目のパケットが正常受信、ビット８０６は６番目の
パケットが誤り、ビット８０７が正常受信、をそれぞれ示している。
【００８４】
このように、本実施の形態によれば、ＡＲＱ制御情報において、ＳＮの代わりにＦＳＮを
用いることによって、同じＡＲＱ制御情報を送信するのにより少ないデータ量で済むため
、伝送効率を向上させることができる。
【００８５】
なお、ここで、フレームとは、ＴＤＭＡ方式における伝送フレーム、ＴＤＭＡ方式におけ
るマルチ伝送フレーム、複数個のデータパケット、連続するデータパケットなどをいう。
【００８６】
又、ＦＳＮを表わすビット群は４ビットに限られず、任意のビット数とすることができる
。
【００８７】
（実施の形態３）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態２と同様の構成を有し、
但しＡＲＱ制御情報に、フレームの位置を示すフレーム番号として、フレーム相対番号を
付加するものである。
【００８８】
ＡＲＱ制御情報にＦＳＮを用いる場合、各フレーム内での位置情報によってどのパケット
に誤りが発生したのかを表わすため、ＡＲＱ制御情報自体にエラーが生じ、ＡＲＱ制御情
報を再送する場合、どのフレームについての位置情報なのか判別がつなかなくなる。
【００８９】
そこで、本実施の形態においては、ＦＳＮを用いたＡＲＱ制御情報にフレーム相対番号；
ＰＦＮ（Ｐｒｅｖｉｏｕｓ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）を付加し、何フレーム前のフレ
ームに関する情報であるかを判別できるようにする。
【００９０】
以下、図９から図１２を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法につい
て説明する。図９は、本発明の実施の形態３に係るシーケンスの一例を示す模式図であり
、図１０から図１２は、それぞれ、本発明の実施の形態３に係るＡＲＱ制御情報の一構成
例を示す模式図である。なお、本実施の形態に係る送受信装置のブロック図は、図４に示
す実施の形態２に係るブロック図と同様であるため、ここでは省略する。
【００９１】
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図９は、図中最初のフレームにおいて、データパケット＃８、＃９及び＃１２に誤りが生
じた場合を示しており、受信側は、この受信状況における再送要求として、図１０に示す
ように、［ＰＦＮ＝０］［ＦＳＮ＝２］［０１１０］というビット構成を採る。
【００９２】
図１０において、ビット群１００１は、０であり、直前のフレームに関する情報であるこ
とを示している。ＰＦＮ＝１であれば、１つ前のフレームに関する情報であることを示し
、以下、数値が大きくなるにしたがいその分時間的に前のフレームに関する情報であるこ
とを示している。
【００９３】
図１０において、ビット群１００２は、既に述べた場合と同様に、フレーム内で２番目に
位置するパケットに誤りが生じたことを示し、ビット１００３～ビット１００６は、ＦＳ
Ｎ＝２であることから、ＦＳＮ＝３～６についての誤りの有無を示している。
【００９４】
図９に戻り、最初のフレームに関するＡＲＱ制御情報についてエラーが生じると、受信側
はＡＲＱ制御情報を再送する。その際、ＡＲＱ制御情報の中身である［ＦＳＮ＝２］［０
１１０］は、１つ前のフレームに関する情報であるため、付加されるＰＦＮを１とする。
【００９５】
このように、ＰＦＮを用いることによって、送信側は、何フレーム前のフレームに関する
ＡＲＱ制御情報であるかを判別することができる。
【００９６】
又、ＦＳＮ及びＰＦＮを用いる方法として、図１１に示すように、図７と同様に、ＡＲＱ
制御情報をＰＦＮ及びＦＳＮのみからなるビット構成とすることもできる。ここでは、ビ
ット群１１０１が直前のフレームに関する情報であることを示し、ビット群１１０２がフ
レーム内での位置が２番目のパケットに誤りが生じたことを示し、以下同様に、ビット群
１１０３が３番目のパケットの誤りを、ビット群１１０４が６番目のパケットの誤りを、
それぞれ示している。
【００９７】
又、ＦＳＮ及びＰＦＮを用いる方法として、図１２に示すように、図６と同様に、常にＦ
ＳＮ＝１とし、更にこの固定されたＦＳＮ＝１を省略することによって、図１２に示すよ
うに、図８と同様に、ＡＲＱ制御情報をＰＦＮ及びフレーム内の先頭スロットからの誤り
の有無を示すビットのみからなるビット構成とすることもできる。
【００９８】
ここでは、ビット群１２０１が直前のフレームについての情報であることを示し、ビット
１２０２がフレーム内での位置が１番目のパケットが正常受信であることを示し、ビット
１２０３がフレーム内での位置が２番目のパケットに誤りが生じたことを示し、以下同様
に、ビット１２０４は３番目のパケットが誤り、ビット１２０５が４番目のパケットが正
常受信、ビット１２０６が５番目のパケットが正常受信、ビット１２０７は６番目のパケ
ットが誤り、ビット１２０８が正常受信、をそれぞれ示している。
【００９９】
このように、本実施の形態によれば、ＡＲＱ制御情報にＦＳＮを用いてフレーム内の位置
情報で誤りが発生したパケットを伝達する場合に、受信側がＡＲＱ制御情報にフレーム相
対番号であるＰＦＮを用いることによって、送信側は、複数のＡＲＱ制御情報にエラーが
生じる場合でも、何フレーム前のフレームに関するＡＲＱ制御情報であるかを簡易に判別
することができ、適切な再送を行うことができる。
【０１００】
なお、ここで、フレームとは、ＴＤＭＡ方式における伝送フレーム、ＴＤＭＡ方式におけ
るマルチ伝送フレーム、複数個のデータパケット、連続するデータパケットなどをいう。
【０１０１】
又、ＦＳＮを表わすビット群及びＰＦＮを表わすビット群は４ビットに限られず、任意の
ビット数とすることができる。
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【０１０２】
（実施の形態４）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態３と同様の構成を有し、
但しフレームの位置を示すフレーム番号として、フレーム相対番号の代わりにフレーム絶
対番号を用いるものである。
【０１０３】
実施の形態３に示したようなフレーム相対番号を用いる場合、複数のＡＲＱ制御情報にエ
ラーが生じた場合に、処理が煩雑になるという問題が生じる。
【０１０４】
そこで、本実施の形態においては、フレーム同期獲得に用いられる識別番号をフレーム絶
対番号；ＦＲＮ（Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）としてＰＦＮの代わりに用いるものである
。
【０１０５】
フレーム識別番号は、通常、例えば０～１５の１６値で表わされるものであり、取り得る
数値が１６値に限定されているのであれば、それを表わすビット群は４ビットからなる構
成で済む。
【０１０６】
以下、図１３から図１６を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法につ
いて説明する。図１３は、本発明の実施の形態４に係るシーケンスの一例を示す模式図で
あり、図１４から図１６は、それぞれ、本発明の実施の形態４に係るＡＲＱ制御情報の一
構成例を示す模式図である。なお、本実施の形態に係る送受信装置のブロック図は、図４
に示す実施の形態２に係るブロック図と同様であるため、ここでは省略する。
【０１０７】
図１３において、図中最初のフレームの識別番号が８であるものとし、このフレームの受
信において、データパケット＃８、＃９及び＃１２に誤りが生じた場合を示しており、受
信側は、この受信状況における再送要求として、図１４に示すように、［ＦＲＮ＝８］［
ＦＳＮ＝２］［０１１０］というビット構成を採る。
【０１０８】
図１４において、ビット群１４０１は、８であり、識別番号が８であるフレームに関する
情報であることを示している。ビット群１４０２は、既に述べた場合と同様に、フレーム
内で２番目に位置するパケットに誤りが生じたことを示し、ビット１４０３～ビット１４
０６は、ＦＳＮ＝２であることから、ＦＳＮ＝３～６についての誤りの有無を示している
。
【０１０９】
このように、ＦＲＮを用いることによって、送信側は、複数のＡＲＱ制御情報にエラーが
生じる場合でも、何フレーム前のフレームに関するＡＲＱ制御情報であるかを簡易に判別
することができる。又、ＦＲＮを表わすビット群は、ＰＦＮを表わすビット群に比べて少
ないビット数で済む。
【０１１０】
又、ＦＳＮ及びＦＲＮを用いる方法として、図１５に示すように、図７と同様に、ＡＲＱ
制御情報をＦＲＮ及びＦＳＮのみからなるビット構成とすることもできる。ここでは、ビ
ット群１５０１が識別番号が８であるフレームに関する情報であることを示し、ビット群
１５０２がフレーム内での位置が２番目のパケットに誤りが生じたことを示し、以下同様
に、ビット群１５０３が３番目のパケットの誤りを、ビット群１５０４が６番目のパケッ
トの誤りを、それぞれ示している。
【０１１１】
又、ＦＳＮ及びＦＲＮを用いる方法として、図８と同様に、常にＦＳＮ＝１とし、更にこ
の固定されたＦＳＮ＝１を省略することによって、図１６に示すように、ＡＲＱ制御情報
をＦＲＮ及びフレーム内の先頭スロットからの誤りの有無を示すビットのみからなるビッ
ト構成とすることもできる。
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【０１１２】
ここでは、ビット群１６０１が識別番号が８であるフレームについての情報であることを
示し、ビット１６０２がフレーム内での位置が１番目のパケットが正常受信であることを
示し、ビット１６０３がフレーム内での位置が２番目のパケットに誤りが生じたことを示
し、以下同様に、ビット１６０４は３番目のパケットが誤り、ビット１６０５が４番目の
パケットが正常受信、ビット１６０６が５番目のパケットが正常受信、ビット１６０７は
６番目のパケットが誤り、ビット１６０８が正常受信、をそれぞれ示している。
【０１１３】
このように、本実施の形態によれば、ＡＲＱ制御情報にＦＳＮを用いてフレーム内の位置
情報で誤りが発生したパケットを伝達する場合に、受信側がＡＲＱ制御情報にフレーム絶
対番号であるＦＲＮを用いることによって、送信側は、複数のＡＲＱ制御情報にエラーが
生じる場合でも、いずれのフレームに関するＡＲＱ制御情報であるかを簡易に判別するこ
とができ、適切な再送を行うことができる。
【０１１４】
なお、ここで、フレームとは、ＴＤＭＡ方式における伝送フレーム、ＴＤＭＡ方式におけ
るマルチ伝送フレーム、複数個のデータパケット、連続するデータパケットなどをいう。
【０１１５】
又、ＦＳＮを表わすビット群及びＦＲＮを表わすビット群は４ビットに限られず、任意の
ビット数とすることができる。
【０１１６】
（実施の形態５）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態１と同様の構成を有し、
但しＳＮを２進数で表わすビット群の下位ビットを省略し、ＡＲＱ制御情報に用いられる
ビット数を削減するものである。
【０１１７】
以下、図１７から図２０を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法につ
いて説明する。図１７及び図１９は、それぞれ、本発明の実施の形態５に係るシーケンス
の一例を示す模式図であり、図１８及び図２０は、それぞれ、本発明の実施の形態５に係
るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図である。なお、本実施の形態に係る送受信装置
のブロック図は、図４に示す実施の形態２に係るブロック図と同様であるため、ここでは
省略する。
【０１１８】
図１７は、図中最初のフレームにおいて、データパケット＃２、＃４、＃５及び＃８に誤
りが生じた場合を示しており、受信側は、この受信状況における再送要求として、図１８
に示すように、［ＯＳＮ＝１］［０１０］というビット構成を採る。
【０１１９】
ここで、ＯＳＮ（Ｏｍｉｔｔｅｄ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）は、ＳＮを２進数
で表わし、下位ビットを省略した時の値を１０進数で表わした値である。
【０１２０】
本実施の形態においては、省略するのを最下位ビットである１ビット目とする。例えば、
ＳＮ＝２は、２進数で表わすと、「１０」である。この１ビット目を省略すると「１」と
なり、これを１０進数で表わすと、ＯＳＮ＝１となる。又、例えば、ＳＮ＝８は、２進数
で表わすと、「１０００」である。この１ビット目を省略すると「１００」となり、これ
を１０進数で表わすと、ＯＳＮ＝４となる。
【０１２１】
すなわち、ＯＳＮ＝１は、ＳＮ＝２及びＳＮ＝３の両方を表わしており、ＯＳＮ＝４は、
ＳＮ＝８及びＳＮ＝９の両方を表わしている。
【０１２２】
図１８において、ビット群１８０１は、１であり、ＳＮ＝２及びＳＮ＝３の少なくとも一
方に誤りが発生したことを示しており、ビット１８０２～ビット１８０４は、ビット群１
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８０１においてＯＳＮ＝１であることから、それぞれＯＳＮ＝２～４を表わしている。ビ
ット１８０２は、０であることから、ＳＮ＝４及びＳＮ＝５の少なくとも一方に誤りが発
生したことを示しており、ビット１８０３は、１であることから、ＳＮ＝６及びＳＮ＝７
のいずれも正常受信されたことを示しており、ビット１８０４は、０であることから、Ｓ
Ｎ＝８及びＳＮ＝９の少なくとも一方に誤りが発生したことを示している。
【０１２３】
図１７に戻り、最初のフレームに関するＡＲＱ制御情報を受信した送信側は、図１８に示
したＡＲＱ制御情報によって指示されたＳＮ＝２、３、４、５、８、９について、再送す
る。受信側は、ＳＮ＝３及びＳＮ＝９については、既に正常受信済みであるため、廃棄す
る。
【０１２４】
このように、ＯＳＮを用いることによって、ＡＲＱ制御情報に用いるビット数を減らすこ
とができるため、伝送効率が向上する。
【０１２５】
又、ＯＳＮを用いる方法として、図２０に示すように、図７と同様に、ＡＲＱ制御情報を
ＯＳＮのみからなるビット構成とすることもできる。
【０１２６】
例えば、図１９に示すシーケンスの一例のように、最初のフレームにおいて、ＳＮ＝２及
びＳＮ＝８についてエラーが発生した場合、受信側は、ＡＲＱ制御情報として［ＯＳＮ＝
１］［ＯＳＮ＝４］を送信する。
【０１２７】
図２０において、ビット群２００１は、ＳＮ＝２、３の少なくとも一方に誤りが発生した
ことを示し、ビット群２００２は、ＳＮ＝８、９の少なくとも一方に誤りが発生したこと
を示している。よって、このＡＲＱ制御情報を受信した送信側は、ＳＮ＝２、３、８、９
を再送する。受信側は、ＳＮ＝３、９は、正常受信済みのため廃棄する。
【０１２８】
このように、本実施の形態によれば、ＡＲＱ制御情報において、ＳＮの代わりにＯＳＮを
用いることによって、同じＡＲＱ制御情報を送信するのにより少ないデータ量で済むため
、伝送効率を向上させることができる。特に、ＯＳＮは、連続するＳＮを一度に送ること
ができるため、誤りが連続するような状況でより効果的である。
【０１２９】
なお、本実施の形態において、省略するビット数が１である場合について述べたが、上記
場合に限られず、２以上の下位ビットを省略してもよい。省略するビット数を多くするほ
ど連続するＳＮをより多く一度に送ることができるため、誤りが連続するような状況でよ
り効果的である。
【０１３０】
なお、ここで、フレームとは、ＴＤＭＡ方式における伝送フレーム、ＴＤＭＡ方式におけ
るマルチ伝送フレーム、複数個のデータパケット、連続するデータパケットなどをいう。
【０１３１】
又、ＯＳＮを表わすビット群は４ビットに限られず、任意のビット数とすることができる
。
【０１３２】
（実施の形態６）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態５と同様の構成を有し、
但し通信中に省略するビット数を変えることができるものである。
【０１３３】
以下、図２１から図２３を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法につ
いて説明する。図２１は、本発明の実施の形態６に係るシーケンスの一例を示す模式図で
あり、図２２及び図２３は、それぞれ、本発明の実施の形態６に係るＡＲＱ制御情報の一
構成例を示す模式図である。なお、本実施の形態に係る送受信装置のブロック図は、図４
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に示す実施の形態２に係るブロック図と同様であるため、ここでは省略する。
【０１３４】
実施の形態５においては、ＳＮを２進数で表わした場合の下位ビットを予め定められたビ
ット数省略する場合について述べたが、本実施の形態においては、省略する下位のビット
数を通信中に適応的に可変とすることにより、更に伝送効率の向上を図るものである。
【０１３５】
図２１は、図中最初のフレームにおいて、データパケット＃２、＃４及び＃５に誤りが生
じた場合を示しており、受信側は、この受信状況における再送要求として、図２２に示す
ように、［ＯＭＢ＝１］［ＯＳＮ＝１］［０１０］というビット構成を採る。
【０１３６】
ここで、ＯＭＢ（Ｏｍｉｔｔｅｄ　Ｂｉｔｓ）は、２進数で表わしたＳＮの下位ビットを
何ビット省略したかを示した値である。
【０１３７】
例えば、ＯＭＢ＝２であれば、下位の２ビットが省略されていることになり、ＯＳＮ＝１
は、ＳＮ＝４～７を表わすことになる。
【０１３８】
図２２において、ビット群２２０１は、１であり、下位の１ビットが省略されていること
を示しており、ビット群２２０２は、１であり、ＳＮ＝２、３を示しており、ビット２２
０３～ビット２２０５は、それぞれＯＳＮ＝２～４を表わしており、ビット２２０３は、
０であることから、ＳＮ＝４及びＳＮ＝５の少なくとも一方に誤りが発生したことを示し
ており、ビット２２０４は、１であることから、ＳＮ＝６及びＳＮ＝７のいずれも正常受
信されたことを示しており、ビット２２０５は、０であることから、ＳＮ＝８及びＳＮ＝
９の少なくとも一方に誤りが発生したことを示している。
【０１３９】
図２１に戻り、最初のフレームに関するＡＲＱ制御情報を受信した送信側は、図２２に示
したＡＲＱ制御情報によって指示されたＳＮ＝２、３、４、５、８、９について、再送す
る。受信側は、ＳＮ＝３及びＳＮ＝９については、既に正常受信済みであるため、廃棄す
る。
【０１４０】
このように、ＯＭＢ及びＯＳＮを用いることによって、ＡＲＱ制御情報に用いるビット数
を減らすことができるため、伝送効率が向上する。
【０１４１】
又、ＯＭＢ及びＯＳＮを用いる方法として、図２３に示すように、図２０と同様に、ＡＲ
Ｑ制御情報をＯＳＮのみからなるビット構成とすることもできる。
【０１４２】
図２３において、ビット群２３０１は、下位の省略ビット数が１であることを示し、ビッ
ト群２３０２は、ＳＮ＝２、３の少なくとも一方に誤りが発生したことを示し、ビット群
２３０３は、ＳＮ＝４、５の少なくとも一方に誤りが発生したことを示しており、ビット
群２３０４は、ＳＮ＝８、９の少なくとも一方に誤りが発生したことを示している。
【０１４３】
よって、このＡＲＱ制御情報を受信した送信側は、ＳＮ＝２、３、４、５、８、９を再送
する。受信側は、ＳＮ＝３、９は、正常受信済みのため廃棄する。
【０１４４】
このように、本実施の形態によれば、ＡＲＱ制御情報において、ＳＮの代わりにＯＳＮを
用い、更に、省略するビット数を通信中に適応的に可変とすることができるものとし、Ｏ
ＭＢを用いて送信側に省略してあるビット数を伝達するため、伝送効率を更に向上させる
ことができる。特に、省略するビット数を多くするほど連続するＳＮをより多く一度に送
ることができるため、誤りが連続するような状況でより効果的である。
【０１４５】
なお、ここで、フレームとは、ＴＤＭＡ方式における伝送フレーム、ＴＤＭＡ方式におけ
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るマルチ伝送フレーム、複数個のデータパケット、連続するデータパケットなどをいう。
【０１４６】
又、ＯＳＮを表わすビット群及びＯＭＢを表わすビット群は４ビットに限られず、任意の
ビット数とすることができる。
【０１４７】
（実施の形態７）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態２と同様の構成を有し、
但し複数の通信相手局と通信を行う場合にＡＲＱ制御情報を共通チャネルで送信するもの
である。
【０１４８】
以下、図２４及び図２５を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法につ
いて説明する。図２４は、本発明の実施の形態７に係るシーケンスの一例を示す模式図で
あり、図２５は、本発明の実施の形態７に係る通信フレームの一構成例を示す模式図であ
る。なお、本実施の形態に係る送受信装置のブロック図は、図４に示す実施の形態２に係
るブロック図と同様であるため、ここでは省略する。
【０１４９】
本実施の形態において、受信側は基地局であり、送信側は複数の通信端末（ＴＥ１～３）
であるものとする。
【０１５０】
本実施の形態においては、チャネル毎（通信端末毎）に行っていた誤り制御を、共通チャ
ネルを用いて行うことによって、各通信端末は、基地局から共通のＡＲＱ制御情報を受信
することになり、送受信するデータ量が減り、伝送効率が向上する。
【０１５１】
図２４において、受信側である基地局では、最初のフレーム内での３番目のパケットであ
るＴＥ３からのパケット＃１と、４番目のパケットであるＴＥ１からのパケット＃２と、
７番目のパケットであるＴＥ２からのパケット＃２と、についてエラーを検出したものと
する。
【０１５２】
そこで、基地局は、共通チャネルを用いて、ＡＲＱ制御情報［ＦＳＮ＝３］［ＦＳＮ＝４
］［ＦＳＮ＝７］を送信する。各通信端末は、このＡＲＱ制御情報を受信し、指示された
フレーム内位置にあったパケットを再送する。
【０１５３】
図２５は、１フレーム内のスロット構成の一例を示しており、１フレームの先頭に共通チ
ャネル２５０１が配置され、スロット２５０２、２５０５はＴＥ１、スロット２５０３、
２５０８及び２５０９はＴＥ２、スロット２５０４、２５０６及び２５０７はＴＥ３、に
それぞれ用いられた場合を示している。
【０１５４】
このように、本実施の形態によれば、受信側である基地局が通信相手局毎にＡＲＱ制御情
報を送信する必要がないため、伝送効率を向上させることができる。
【０１５５】
なお、本実施の形態においては、ＡＲＱ制御情報が図７に示すビット構成を採る場合につ
いて説明したが、本実施の形態において受信側が共通チャネルからブロードキャストする
ＡＲＱ制御情報は、既に述べた実施の形態のいずれにおけるＡＲＱ制御情報の構成を用い
てもよい。
【０１５６】
（実施の形態８）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態１と同様の構成を有し、
但し所定のデータ単位内では同一のＳＮを付けるものである。
【０１５７】
データ処理時のデータ単位と送受信時のデータ単位とは必ずしも一致せず、例えば、実際
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に送受信されるパケットは、送受信時のデータ単位であり、通常、複数個のパケットが集
まって初めて有効なデータ処理時のデータ単位となる。
【０１５８】
よって、データ処理時のデータ単位中に一パケットでも誤りが生じれば、データ処理が正
常に行えず、そのデータ処理時のデータ単位を構成するパケットについて、正常に受信さ
れたものも廃棄される。
【０１５９】
したがって、パケット毎にＳＮを付与すると、データ処理時のデータ単位中のいずれかの
パケットに誤りが生じ、そのデータ処理時のデータ単位を構成するすべてのパケットにつ
いて再送要求をする場合に、すべてのパケットに付与されたＳＮについて送信元に指示し
なければならない。
【０１６０】
そこで、本実施の形態においては、パケット毎に付与していたＳＮを、より上位のデータ
処理時のデータ単位毎に付与するようにする。
【０１６１】
以下、図２６から図２８を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図
２６から図２８は、それぞれ、本発明の実施の形態８に係るデータパケットの通信状態を
示す模式図である。なお、本実施の形態に係る送受信装置のブロック図は、図４に示す実
施の形態２に係るブロック図と同様であるため、ここでは省略する。
【０１６２】
図２６は、パケット通信において、バースト毎に同じＳＮを付与した場合を示している。
各バーストは、個々の通信局データであり、一パケットでも欠ければ、その通信局にとっ
ては正常なデータ送受信ではない。よって、同一のＳＮを付与し、少なくとも一つに誤り
があればすべて再送する。
【０１６３】
又、図２７は、スロット単位で同じＳＮを付与する場合について示している。各スロット
は、個々の通信局データであり、一パケットでも欠ければ、その通信局にとっては正常な
データ送受信ではない。よって、同一のＳＮを付与し、少なくとも一つに誤りがあればす
べて再送する。
【０１６４】
又、図２８は、上位レイヤとして例えばＩＰパケット単位で同じＳＮを付与する場合につ
いて示している。各ＩＰパケットは、データ処理時の処理単位であり、一パケットでも欠
ければ、そのデータは廃棄される。よって、同一のＳＮを付与し、少なくとも一つに誤り
があればすべて再送する。
【０１６５】
このように、本実施の形態によれば、送受信時のデータ単位であるパケット毎にＳＮを付
与するのではなく、データ処理時のデータ単位毎にＳＮを付与し、処理時のデータ単位中
に一パケットでも誤りが生じた場合に、一つのＳＮについて再送要求をすれば、その処理
時のデータ単位のすべてのパケットについて再送指示をすることができるため、伝送効率
を向上させることができる。
【０１６６】
なお、本実施の形態のおけるＡＲＱ制御情報は、既に述べた実施の形態のいずれにおける
ＡＲＱ制御情報の構成を用いてもよい。
【０１６７】
（実施の形態９）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態１と同様の構成を有し、
但し複数のビットマップ形式を用いたＡＲＱ制御情報を連続して送信するものである。
【０１６８】
以下、図２９を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法について説明す
る。図２９は、本発明の実施の形態９に係るシーケンスの一例を示す模式図である。なお
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、本実施の形態に係る送受信装置のブロック図は、図４に示す実施の形態２に係るブロッ
ク図と同様であるため、ここでは省略する。
【０１６９】
図３に示したような、ビットマップ形式を用いたＡＲＱ制御情報は、少ないビット数で多
くのＳＮについて情報を送信できるという利点があるが、ビット列ゆえに連続したＳＮに
ついての情報しか送信することができず、誤りが離散的に発生した場合に伝送効率が劣化
する。
【０１７０】
そこで、本実施の形態においては、図３に示したようなビットマップ形式を用いたＡＲＱ
制御情報を、ビット列の長さを短くした上で、２個連続で送信する。
【０１７１】
図２９は、本実施の形態におけるシーケンスの一例であり、図中最初のフレームにおいて
、データパケット＃２、＃４、＃５、＃７、＃８に誤りが生じた場合を示している。
【０１７２】
受信側は、図３に示したようなビット構成のビット列を３ビットに縮め、ここでは２回送
信するものとする。この場合、ＡＲＱ制御情報は、図示するように、［ＳＮ＝２］［１０
０］［ＳＮ＝７］［ＳＮ＝０１０］となる。
【０１７３】
このようなＡＲＱ制御情報の送信方法は、フレーム内のパケット数が多く、誤りが離散的
に発生している場合により伝送効率を向上させる効果を生じる。
【０１７４】
このように、本実施の形態によれば、ビットマップ形式を用いたＡＲＱ制御情報のビット
構成中のビット列のビット数を減らし、複数回送信するため、ＡＲＱ制御情報のビット数
を減らし、特に誤りが離散的に発生した場合に、伝送効率を向上させることができる。
【０１７５】
なお、本実施の形態のおけるＡＲＱ制御情報は、上記構成以外でも、既に述べた実施の形
態のいずれにおけるＡＲＱ制御情報の構成を用いてもよい。
【０１７６】
又、離散的な誤りに対応できるビット構成であれば、複数のＡＲＱ制御情報は必ずしも連
続して送信しなくてもよい。
【０１７７】
（実施の形態１０）
本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法は、実施の形態１と同様の構成を有し、
但しエラーの発生状況に応じてＡＲＱ制御情報の構成を変えるものである。
【０１７８】
以下、図３０から図３３を用いて、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法につ
いて説明する。図３０は、本発明の実施の形態１０に係る送受信装置の概略構成を示す要
部ブロック図であり、図３１及び図３２は、それぞれ、本発明の実施の形態１０に係るシ
ーケンスの一例を示す模式図であり、図３３は、本発明の実施の形態１０に係るＡＲＱ制
御情報の一構成例を示す模式図である。なお、実施の形態１と同様の構成には同一の符号
を付し、詳しい説明は省略する。
【０１７９】
図３３（ａ）に示すビット構成は、通常のＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式におけるＡＲＱ制御情
報の構成（ビット群３３０２及びビット群３３０３）に識別フラグを示す１ビット（ビッ
ト３３０１）を付加したものであり、図３３（ｂ）に示すビット構成は、ビットマップ形
式を用いたＡＲＱ制御情報の構成（ビット群３３０５及びビット３３０６～３３０９）に
識別フラグを示す１ビット（ビット３３０４）を付加したものである。
【０１８０】
識別フラグは、０であれば、通常のＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式に則ってＡＲＱ制御情報が送
信されていることを示し、１であれば、ビットマップ形式を用いたＡＲＱ制御情報が送信
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されていることを示す。
【０１８１】
図３０に示す送信側においては、再送制御情報選択部３００１は、受信したＡＲＱ制御情
報中の識別フラグに基づいて、ＡＲＱ制御情報のビット構成を判別し、ビットマップ形式
であれば、受信したＡＲＱ制御情報をビットマップ処理部１０８に出力し、通常のＰＲＩ
ＭＥ－ＡＲＱ方式の構成であれば、セレクタ部３００２を介して、再送制御部１０９へ出
力する。
【０１８２】
一方受信側では、再送制御情報判定部３００３は、ＳＮ判定部１１３の出力からＳＮのエ
ラーが連続的であるか離散的であるかを判別し、再送制御情報切替部３００５に伝達する
。再送制御情報生成部３００４は、ＳＮ判定部１１３の出力に基づいて、通常のＰＲＩＭ
Ｅ－ＡＲＱ方式のＡＲＱ制御情報を生成する。再送制御情報切替部３００５は、再送制御
情報判定部３００３の出力に基づいて、再送制御情報生成部３００４によって生成された
通常のＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式のＡＲＱ制御情報か、又はビットマップ生成部１１５によ
って生成されたビットマップ形式を用いたＡＲＱ制御情報か、いずれかを選択的に出力す
る。
【０１８３】
１フレームのパケット数が１３とすると、図３１に示すように、誤りが発生したＳＮが２
及び１２というように、離散的に誤りが発生した場合は、通常のＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式
を用いた方が伝送効率がよい。又、図３２に示すように、誤りがＳＮ＝８、１０、１１と
いうように非離散的である場合は、ビットマップ形式を用いる方が伝送効率が向上する。
【０１８４】
このように、本実施の形態によれば、フレーム内におけるエラー発生状況に応じてＡＲＱ
制御情報の構成を適応的に切り替えるため、伝送効率を向上させることができる。
【０１８５】
なお、本実施の形態に係る送受信装置及び誤り制御方法によって切り替えるＡＲＱ制御情
報の構成は、上記２構成に限られず、既に述べたいずれの実施の形態におけるＡＲＱ制御
情報の構成を用いることもできる。
【０１８６】
又、識別フラグは、１ビットに限られない。識別フラグを２ビット以上からなるようにす
ることによって、２以上の構成を切り替えるようにすることもできる。
【０１８７】
又、ＡＲＱ制御情報の種類を切り替えるのではなく、同じ構成を採るが、ビットマップ形
式のビット数を増減させる等、構成するビット又はビット群の数を増減するようにするこ
ともできる。
【０１８８】
（実施の形態１１）
本実施の形態に係る送受信装置は、実施の形態１０と同様の構成を有し、但し復調信号の
判定誤差を用いて回線品質を推定し、回線品質に応じてＡＲＱ制御情報に用いるビット数
を変えるものである。
【０１８９】
以下、図３４及び図３５を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図
３４は、本発明の実施の形態１１に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図であ
り、図３５は、本発明の実施の形態１１に係る送受信装置の復調処理部及び再送制御パラ
メータ決定部の概略構成を示す要部ブロック図である。なお、実施の形態１０と同様の構
成には同一の符号を付し、詳しい説明は省略する。
【０１９０】
図３４において、再送制御パラメータ決定部３４０１は、復調処理部の出力から、受信信
号の回線品質を推定し、推定された回線品質に応じてビットマップ生成部１１５、再送制
御情報生成部３００４及び再送制御情報切替部３００５を制御し、回線品質に応じて、通
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常のＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式のＡＲＱ制御情報及びビットマップ形式を用いたＡＲＱ制御
情報に用いられるビット数又はビット群数を増減させる。
【０１９１】
図３５において、復調部３５０１は、受信信号を復調し、判定部３５０２は、信号点の判
定を行う。
【０１９２】
減算器３５０３は、判定器３５０２の入力信号と出力信号とを減算処理して判定誤差を算
出し、減算器３５０４は、減算器３５０３の出力である判定誤差としきい値とを減算処理
し、判定部３５０５が大小判定を行う。
【０１９３】
この判定結果によって、判定誤差が所定値より多い場合は回線品質が劣悪な状況であると
判断し、所定値より少ない場合は回線品質が良好であると判断する。
【０１９４】
回線品質が劣悪な場合、ＡＲＱ制御情報に用いられるビット数又はビット群数を増やすこ
とによって誤り率の向上を図り、回線品質が良好な場合、ビット数又はビット群数を減ら
し、伝送効率向上を図る。
【０１９５】
このように、本実施の形態によれば、回線品質に応じてＡＲＱ制御情報に用いるビット数
又はビット群数を適当的に変えるため、誤り率を低く抑えつつ伝送効率の向上を図ること
ができる。
【０１９６】
（実施の形態１２）
本実施の形態に係る送受信装置は、実施の形態１１と同様の構成を有し、但し判定誤差を
平均化してから用いるものである。
【０１９７】
以下、図３６を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図３６は、本
発明の実施の形態１２に係る送受信装置の復調処理部及び再送制御パラメータ決定部の概
略構成を示す要部ブロック図である。なお、実施の形態１１と同様の構成には同一の符号
を付し、詳しい説明は省略する。
【０１９８】
図３６において、平均化器３６０１は、減算器３５０３の出力である判定誤差を平均化す
る。
【０１９９】
このように、本実施の形態によれば、判定誤差を平均化してから用いるため、回線品質の
検出精度を向上させることができる。
【０２００】
（実施の形態１３）
本実施の形態に係る送受信装置は、実施の形態１２と同様の構成を有し、但し判定誤差を
スロット間で平均してから用いるものである。
【０２０１】
以下、図３７及び図３８を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図
３７は、本発明の実施の形態１３に係る送受信装置の復調処理部及び再送制御パラメータ
決定部の概略構成を示す要部ブロック図であり、図３８は、本発明の実施の形態７に係る
送受信装置のスロット間平均部の概略構成を示す要部ブロック図である。なお、実施の形
態１２と同様の構成には同一の符号を付し、詳しい説明は省略する。
【０２０２】
図３７において、スロット間平均部３７０１は、平均化された各スロットの判定誤差の平
均値を算出し、減算器３５０４に出力する。
【０２０３】
図３８において、スイッチ３８０１は、スロット毎に出力先を切り替え、メモリ３８０２
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は、各スロットの平均化された判定誤差を一時的に格納し、平均化部３８０３は、各スロ
ットの平均化された判定誤差に対して平均化処理する。
【０２０４】
このように、本実施の形態によれば、各スロットにおける平均化された判定誤差をスロッ
ト間で平均化するため、回線品質推定精度を向上させることができる。
【０２０５】
（実施の形態１４）
本実施の形態に係る送受信装置は、実施の形態１３と同様の構成を有し、但し１フレーム
前の回線推定値と現フレームの回線推定値とを加重平均するものである。
【０２０６】
以下、図３９を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図３９は、本
発明の実施の形態１４に係る送受信装置のスロット間平均部の概略構成を示す要部ブロッ
ク図である。なお、実施の形態１３と同様の構成には同一の符号を付し、詳しい説明は省
略する。
【０２０７】
図３９において、乗算器３９０１は、現フレームの回線推定値に０．１を乗じ、メモリ３
９０２は、１フレーム前の回線推定値を格納し、乗算器３９０３は、１フレーム前の回線
推定値に０．９を乗じ、加算器３９０４は、乗算器３９０１と乗算器３９０３の出力とを
加算し、減算器３５０４に出力する。
【０２０８】
このように、本実施の形態によれば、１フレーム前の回線推定値と現フレームの回線推定
値と加重平均するため、回線品質推定の精度を上げることができる。
【０２０９】
（実施の形態１５）
本実施の形態に係る送受信装置は、実施の形態１４と同様の構成を有し、但し加重平均に
用いる係数の値を可変とするものである。
【０２１０】
以下、図４０を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図４０は、本
発明の実施の形態１５に係る送受信装置のスロット間平均部の概略構成を示す要部ブロッ
ク図である。なお、実施の形態１４と同様の構成には同一の符号を付し、詳しい説明は省
略する。
【０２１１】
図４０において、スイッチ４００１は、０．５又は０．１を選択的に出力し、スイッチ４
００２は、０．５又は０．９を選択的に出力する。スイッチ４００１及びスイッチ４００
２から出力される係数の和は常に１になるものとする。
【０２１２】
このように、本実施の形態によれば、加重平均に用いる係数を可変とするため、加重平均
処理の収束速度を早めることができる。
【０２１３】
（実施の形態１６）
本実施の形態に係る送受信装置は、実施の形態１４と同様の構成を有し、但し加重平均を
ビットシフトで実現するものである。
【０２１４】
以下、図４１を用いて、本実施の形態に係る送受信装置について説明する。図４１は、本
発明の実施の形態１６に係る送受信装置のスロット間平均部の概略構成を示す要部ブロッ
ク図である。なお、実施の形態１４と同様の構成には同一の符号を付し、詳しい説明は省
略する。
【０２１５】
ディジタル信号を１ビットシフトさせると振幅が半分になることに鑑み、ビットシフト器
を用いることによって、スロット間平均部３７０１から演算量を要す乗算器を省くことが
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できる。
【０２１６】
２ビットシフト器４１０１は、現フレームの回線推定値を２ビットシフトさせ、０．２５
倍とする。２ビットシフト器４１０２及び１ビットシフト器４１０３は、メモリ３９０２
の出力である１フレーム前の回線推定値を、それぞれ２ビットシフト、１ビットシフトさ
せ、それぞれ０．２５倍、０．５倍とする。
【０２１７】
加算器４１０４は、２ビットシフト器４１０２及び１ビットシフト器４１０３の出力を加
算し、１フレーム前の回線推定値の０．７５倍を生成する。最後に加算器３９０４が、２
ビットシフト器４１０１の出力と加算器４１０４の出力とを加算し、減算器３５０４に出
力する。
【０２１８】
このように、本実施の形態によれば、ビットシフトで加重平均処理を実現することができ
るため、演算量を減らすことができる。
【０２１９】
なお、上記実施の形態１～１６においては、エラーチェックの方法としてＣＲＣ検査を例
に挙げたが、エラー判定ができるならば、任意の方法でよい。
【０２２０】
又、上記実施の形態１～１６は、いずれも適宜組み合わせて実施することができ、送信制
御に関する形態では、ビットが表わす数値がＳＮかフレーム番号か等は不問である。
【０２２１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、伝送効率を劣化させずに誤り率を低下させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図３】本発明の実施の形態１に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図４】本発明の実施の形態２に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図
【図５】本発明の実施の形態２に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図６】本発明の実施の形態２に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図７】本発明の実施の形態２に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図８】本発明の実施の形態２に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図９】本発明の実施の形態３に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図１０】本発明の実施の形態３に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図１１】本発明の実施の形態３に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図１２】本発明の実施の形態３に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図１３】本発明の実施の形態４に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図１４】本発明の実施の形態４に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図１５】本発明の実施の形態４に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図１６】本発明の実施の形態４に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図１７】　本発明の実施の形態５に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図１８】本発明の実施の形態５に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図１９】本発明の実施の形態５に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図２０】本発明の実施の形態５に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図２１】本発明の実施の形態６に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図２２】本発明の実施の形態６に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図２３】本発明の実施の形態６に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図２４】本発明の実施の形態７に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図２５】本発明の実施の形態７に係る通信フレームの一構成例を示す模式図
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【図２６】本発明の実施の形態８に係るデータパケットの通信状態を示す模式図
【図２７】本発明の実施の形態８に係るデータパケットの通信状態を示す模式図
【図２８】本発明の実施の形態８に係るデータパケットの通信状態を示す模式図
【図２９】本発明の実施の形態９に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図３０】本発明の実施の形態１０に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図
【図３１】本発明の実施の形態１０に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図３２】本発明の実施の形態１０に係るシーケンスの一例を示す模式図
【図３３】本発明の実施の形態１０に係るＡＲＱ制御情報の一構成例を示す模式図
【図３４】本発明の実施の形態１１に係る送受信装置の概略構成を示す要部ブロック図
【図３５】本発明の実施の形態１１に係る送受信装置の復調処理部及び再送制御パラメー
タ決定部の概略構成を示す要部ブロック図
【図３６】本発明の実施の形態１２に係る送受信装置の復調処理部及び再送制御パラメー
タ決定部の概略構成を示す要部ブロック図
【図３７】本発明の実施の形態１３に係る送受信装置の復調処理部及び再送制御パラメー
タ決定部の概略構成を示す要部ブロック図
【図３８】本発明の実施の形態７に係る送受信装置のスロット間平均部の概略構成を示す
要部ブロック図
【図３９】本発明の実施の形態１４に係る送受信装置のスロット間平均部の概略構成を示
す要部ブロック図
【図４０】本発明の実施の形態１５に係る送受信装置のスロット間平均部の概略構成を示
す要部ブロック図
【図４１】本発明の実施の形態１６に係る送受信装置のスロット間平均部の概略構成を示
す要部ブロック図
【図４２】ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式の誤り制御を行う送受信装置の概略構成を示す要部ブ
ロック図
【図４３】ＰＲＩＭＥ－ＡＲＱ方式のシーケンスの一例を示す模式図
【符号の説明】
１０８　ビットマップ処理部
１１５　ビットマップ生成部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】 【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】 【 図 ３ ５ 】
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【 図 ３ ６ 】 【 図 ３ ７ 】

【 図 ３ ８ 】

【 図 ３ ９ 】

【 図 ４ ０ 】

【 図 ４ １ 】
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【 図 ４ ２ 】 【 図 ４ ３ 】
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