
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＯＦＤＭ信号を送受信する無線局相互間においてデータの再送要求が発生した場合には
、送信側の無線局は少なくとも同一伝送データについては再送するデータ系列に

再送
毎に異なるスクランブル系列を掛けることにより、再送毎に異なるＯＦＤＭシンボルの時
間波形を得て再送要求に対する再送信号として送信することを特徴とする再送制御方法。
【請求項２】
　ＯＦＤＭ信号を送受信する無線局相互間においてデータの再送要求が発生した場合には
、送信側の無線局は少なくとも同一伝送データについては再送するデータ系列を

再送毎に異な
る並べ替え方法で並べ替えることにより、再送毎に異なるＯＦＤＭシンボルの時間波形を
得て再送要求に対する再送信号として送信することを特徴とする再送制御方法。
【請求項３】
　ＯＦＤＭ信号を送受信する無線局相互間においてデータの再送要求が発生した場合には
、送信側の無線局は少なくとも同一伝送データについては再送するデータ系列を変調して
得たスペクトル信号を

再送毎に異なる並べ替え方法で並べ替えることにより、再送毎に異なる
ＯＦＤＭシンボルの時間波形を得て再送要求に対する再送信号として送信することを特徴
とする再送制御方法。
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、複数種
類のスクランブル系列の中からスクランブル系列を再送毎に順番に変更して用いて、

、複数種
類の並べ替え方法の中から並べ替え方法を再送毎に順番に変更して用いて、

、複数種類の並べ替え方法の中から並べ替え方法を再送毎に順番に
変更して用いて、



【請求項４】
　データ系列をＯＦＤＭシンボルの時間波形に変換して送信する送信手段と、
　前記送信手段の送信信号を受信した受信局からデータの再送要求が発生した場合には、
再送するデータ系列に

制御手段とを具備したことを特徴とする再送制御装置。
【請求項５】
　
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ディジタルデータ系列をＯＦＤＭ信号を用いて無線伝送する場合の再送制御方
法及び再送制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、屋内あるいは屋外での高速無線データ通信システムが必要とされている。高速なデ
ータ通信を実現する無線通信システムでは送信された信号が建物などによる反射により様
々な経路を通って受信されるマルチパス干渉の軽減が必要である。マルチパス干渉が生じ
ると受信特性が大きく劣化する。一般に耐マルチパス受信方式として等化器が用いられる
が、高速無線通信システムに適用するには装置規模が大きく、小型化、低消費電力の点で
非常に不利で現実的でない。
【０００３】
そこで、マルチパス対策として、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ： Orthgonal Frequency 
Division Multiplexing ）方式を用いた無線通信システムが検討されている。ＯＦＤＭ方
式は、お互いに直交する最小の間隔でサブキャリアを立てて情報を伝送するマルチキャリ
ア伝送方式であり、マルチパスによるシンボル間干渉の影響を大きく緩和することができ
るため、マルチパスが生じても受信特性の劣化が小さい伝送方式である。またＯＦＤＭ方
式を用いると、各サブキャリアの伝送レートを大幅に低下させることができ、ディジタル
信号処理による一括処理（高速逆フーリエ変換及び高速フーリエ変換）によってマルチキ
ャリア信号の変復調が可能となる。
【０００４】
しかし、ＯＦＤＭ伝送方式の単位時間波形（ＯＦＤＭシンボル）は、ノイズ性の信号であ
るので、シングルキャリア伝送方式と比較して、時間波形の振幅変動が大きい。このため
、送信電力増幅器のバックオフを小さく設定した場合には、電力増幅による非線形歪みが
生じ、伝送品質の低下（伝送誤り）につながる。
【０００５】
また、このような大きな振幅変動を考慮してバックオフを大きく設定すると、高効率な電
力増幅ができなくなる。小さいバックオフでの動作を可能とするために、バックオフを変
化させるリニアライザの適用も検討されるが、装置規模が大きく、小型化、低消費電力化
、低コスト化には不向きである。
【０００６】
このような問題点の解決策として、ＯＦＤＭシンボル毎のピーク電力を検出し、検出され
たピーク電力に応じて、送信するＯＦＤＭシンボルの平均電力を制御する方法が検討され
ている。この方法では、ＯＦＤＭシンボルの時間波形をピーク電力で正規化することによ
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、複数種類のスクランブル系列の中からスクランブル系列を再送毎
に順番に変更して用いて、再送毎に異なるスクランブル系列を掛けることにより、再送毎
に異なるＯＦＤＭシンボルの時間波形を得て再送要求に対する再送信号として前記送信手
段に与える

データ系列をＯＦＤＭシンボルの時間波形に変換して送信する送信手段と、
前記送信手段の送信信号を受信した受信局からデータの再送要求が発生した場合には、

再送するデータ系列を、複数種類の並べ替え方法の中から並べ替え方法を再送毎に順番に
変更して用いて、再送毎に異なる並べ替え方法で並べ替えることにより、再送毎に異なる
ＯＦＤＭシンボルの時間波形を得て再送要求に対する再送信号として前記送信手段に与え
る制御手段とを具備したことを特徴とする再送制御装置。



って、全シンボルのピーク電力を一定にする。ピーク電力が全シンボルで一定であるので
、送信電力増幅器のバックオフ量を低減することが可能となる。
【０００７】
この方法は、送信電力増幅器を高効率動作させることができる反面、送信されるＯＦＤＭ
シンボルごとに伝送品質が変化する。従って、振幅変動が大きく、且つ大きな振幅のＯＦ
ＤＭシンボルについては、平均電力の抑圧が大きく、結果的に伝送品質の劣化、すなわち
伝送誤りが生じ易くなる。
【０００８】
そこで、無線基地局と無線端末局等の間でデータ通信を行う場合には、伝送誤りが検出さ
れると、誤りが検出されたデータについてデータの再送要求を行い、同一データを再送す
る方法が採用されている。しかしながら、ＯＦＤＭシンボルの時間波形に起因して伝送誤
りが生じていることから、再送したデータについても伝送誤りが生じる可能性が高く、ス
ループットが低下してしまうという問題点があった。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来、ＯＦＤＭ伝送においては、特別大規模な装置無しで送信電力増幅器を
効率良く動作させることができる伝送方法が採用されるが、この伝送方法では、振幅変動
が大きく、且つ大きな振幅のＯＦＤＭシンボルの平均電力が抑圧されてしまい、結果的に
伝送品質の劣化、すなわち伝送誤りが生じ易くなる。誤りが検出されたデータの再送要求
に応答したデータについても誤りが生じる可能性が高く、再送が繰返されてスループット
が低下してしまうという問題点があった。
【００１０】
本発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、データの再送時にＯＦＤＭ
時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上させることにより再送時の伝送誤りを
軽減してスループットを向上させることができる再送制御方法及び再送制御装置を提供す
ることを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る再送制御方法は、ＯＦＤＭ信号を送受信する無線局相互間においてデータ
の再送要求が発生した場合には、送信側の無線局は少なくとも同一伝送データについては
再送するデータ系列に、複数種類のスクランブル系列の中からスクランブル系列を再送毎
に順番に変更して用いて、再送毎に異なるスクランブル系列を掛けることにより、再送毎
に異なるＯＦＤＭシンボルの時間波形を得て再送要求に対する再送信号として送信するこ
とを特徴とする。
【００１２】
本発明の請求項１において、データの再送要求が発生した場合には、送信側の無線局は再
送するデータ系列を再送毎に異なるＯＦＤＭシンボルの時間波形に変換して送信する。Ｏ
ＦＤＭシンボルの時間波形が異なることによって、再送時には、ＯＦＤＭシンボルの振幅
が前回よりも低減される可能性がある。従って、データの再送によって、送信平均電力が
向上することがあり、伝送誤りが軽減される。
【００１３】
本発明の請求項２においては、データの再送要求が発生すると、少なくとも同一伝送デー
タについては再送するデータ系列に再送毎に異なるスクランブル系列を掛ける。これによ
り、ＯＦＤＭシンボルの時間波形を再送毎に異なるものとする。
【００１４】
本発明の請求項４においては、データの再送要求が発生すると、少なくとも同一伝送デー
タについては再送するデータ系列を再送毎に並べ替える。これにより、ＯＦＤＭシンボル
の時間波形を再送毎に異なるものとする。
【００１５】
本発明の請求項６においては、データの再送要求が発生すると、少なくとも同一伝送デー
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タについては再送するデータ系列を変調して得たスペクトル信号を再送毎に並べ替える。
これにより、ＯＦＤＭシンボルの時間波形を再送毎に異なるものとする。
【００１６】
本発明の請求項８においては、送信手段によってデータ系列はＯＦＤＭシンボルの時間波
形に変換される。制御手段は、再送要求が発生した場合には、ＯＦＤＭシンボルの時間波
形が再送毎に異なるものとなるように制御する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。図１は本発明に係る
再送制御装置の一実施の形態を示すブロック図である。図１の実施の形態は本発明を無線
通信システムを構成する基地局又は無線端末に適用した例である。
【００１８】
本実施の形態において、基地局又は無線端末は、再送要求信号を受信した場合に再送する
ディジタルデータ系列にスクランブルを掛けることを特徴とする。
【００１９】
図１において、送信系は、スクランブル部１、スクランブル制御部２、変調部４、ＯＦＤ
Ｍ送信部５、信号分波部６及びアンテナ７によって構成され、受信系は、アンテナ７、信
号分波部６、ＯＦＤＭ受信部３、復調部８、デスクランブル部９及びデスクランブル制御
部１０によって構成されている。
【００２０】
スクランブル部１はディジタルデータ系列が入力され、所定のスクランブル手法によって
ディジタルデータ系列にスクランブルを施して変調部４に出力する。本実施の形態におい
ては、スクランブル部１はスクランブル制御部２によってスクランブル系列が制御される
ようになっている。
【００２１】
スクランブル部１に入力されるディジタルデータ系列は、畳み込み符号化、リードソロモ
ン（ＲＳ）符号化及びインターリーブ処理等が行われているデータ系列であってもよい。
【００２２】
スクランブル制御部２は、後述するＯＦＤＭ受信部３から再送要求信号が入力されると、
スクランブル部１による再送前のスクランブル系列と異なるスクランブル系列を設定する
。スクランブル制御部２は、再送前後でスクランブル部１のスクランブル系列を変化させ
ればよく、スクランブルを掛けた場合と掛けない場合とを切換えるようにしてもよい。
【００２３】
例えば、スクランブル制御部２は、再送要求によって再送されるディジタルデータ系列（
再送ディジタルデータ系列）に対してはスクランブルを掛けるように制御し、それ以外の
ディジタルデータ系列に対してはスクランブルを掛けないように制御する。
【００２４】
変調部４は入力されたディジタルデータ系列に所定の変調を施してＯＦＤＭ送信部５に出
力する。ＯＦＤＭ送信部５は、高速逆フーリエ変換（ＩＦＦＴ）による時間信号への変換
処理、Ｄ／Ａ変換処理及びマルチパスによる遅延波成分を吸収するためのガードタイム付
加処理等の信号処理を行ってＯＦＤＭシンボルを生成する。ＯＦＤＭ送信部５は生成した
ＯＦＤＭシンボルを周波数変換して送信信号を作成して信号分波部６に出力する。
【００２５】
信号分波部６は、ＯＦＤＭ送信部５からの送信信号をアンテナ７を介して送信し、アンテ
ナ７からの受信信号をＯＦＤＭ受信部３に供給するようになっている。
【００２６】
アンテナ７からの送信信号は図示しない他機において受信される。他機は伝送信号に伝送
誤りがある場合には、再送要求信号を送出するようになっている。
【００２７】
一方、受信系においては、アンテナ７を介して受信された受信信号は信号分波部６を介し
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てＯＦＤＭ受信部３に供給される。ＯＦＤＭ受信部３は、送信信号を周波数変換処理する
ことによりＯＦＤＭシンボルを得、更に、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）によって元のデー
タ系列を得て復調部８に出力する。本実施の形態においては、受信信号が他機における伝
送誤りの発生を示す再送要求である場合には、ＯＦＤＭ受信部３は再送要求信号を発生し
てスクランブル制御部２に供給するようになっている。
【００２８】
復調部８は入力されたデータ系列を送信側の変調処理の逆処理を行って元のディジタルデ
ータ系列に戻す。復調部８の出力はデスクランブル部９に供給される。デスクランブル部
９は、デスクランブル制御部１０に制御されて、送信側のスクランブル系列に対応したデ
スクランブルを行って、元のディジタルデータ系列を復元するようになっている。なお、
デスクランブル制御部１０は、送信側においてスクランブル処理が行われていない場合に
は、入力されたデータをそのまま出力させるように、デスクランブル部９を制御するよう
になっている。
【００２９】
また、再送要求は、ＯＦＤＭ受信部３以外でも、例えば受信ディジタルデータ系列に変換
された後に検出されても構わない。
【００３０】
次に、このように構成された実施の形態の動作について図２のフローチャートを参照して
説明する。図２は基地局及び無線端末の処理フローを示している。図２の左側は基地局の
処理であり、右側は無線端末の処理である。
【００３１】
基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータシンボルを受信
する場合の一例について説明する。
【００３２】
基地局では、図２のステップＳ 1 によって、ＯＦＤＭデータシンボルが生成される。即ち
、送信するディジタルデータ系列は、スクランブル部１に与えられて、所定のスクランブ
ル系列でスクランブルが掛けられる。なお、この時点では、スクランブルを施さなくても
よい。
【００３３】
スクランブル部１からのディジタルデータ系列は、変調部４によって変調され、ＯＦＤＭ
送信部５に供給される。ＯＦＤＭ送信部５では、高速逆フーリエ変換による時間信号への
変換処理、Ｄ／Ａ変換処理、マルチパスにより遅延波成分を吸収するためのガードタイム
付加処理を行ってＯＦＤＭシンボルを生成し、周波数変換処理によって送信信号を発生す
る。ＯＦＤＭ送信部５からの送信信号は、ステップＳ 2 において、信号分波部６からアン
テナ７を介して無線端末に対して送信される。
【００３４】
無線端末は、ステップＳ 3 において、ＯＦＤＭデータシンボルを受信する。アンテナ７で
受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以外）であると
する。ＯＦＤＭ受信部３では、信号分波部６を経由して入力される受信ＯＦＤＭシンボル
に対して、周波数変換処理、ガードタイム除去処理、Ａ／Ｄ変換処理及び高速フーリエ変
換（ＦＦＴ）によるスペクトル信号の生成等を行い、スペクトル信号を復調部８に供給す
る。
【００３５】
復調部８では、スペクトル信号を受信ディジタルデータ系列に変換し、デスクランブル部
９に与える。受信ディジタルデータ系列には他機のスクランブル制御部２で制御されたデ
スクランブル信号が掛けられており、デスクランブル部９において受信ディジタルデータ
系列にデスクランブル信号を掛けることによって、スクランブル信号が掛けられる前のデ
ィジタルデータ系列が得られる。
【００３６】
無線端末においては、ステップＳ 4 において、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り検出を行う
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。受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りを検出すると、無線端末は再送要求信号を基地局に
送信する（ステップＳ 5 ）。誤りが検出されない場合には、無線端末は確認信号を基地局
に送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし、誤りが検出されない場合には確認
信号を基地局に送信しなくても構わない。
【００３７】
いま、ここで、無線端末が伝送誤りを検出するものとする。この場合には、ステップＳ 5 
において再送要求信号を送信する。この再送要求は基地局のアンテナ７において受信され
る（ステップＳ 7 ）。
【００３８】
基地局においては、受信ディジタルデータ系列が再送要求であることを例えばＯＦＤＭ受
信部３がＯＦＤＭデータシンボルを受信した時に検出することも可能であり、またディジ
タルデータ系列に変換した後に検出することも可能である。
【００３９】
ＯＦＤＭ受信部３は再送要求を検出すると、再送要求信号をスクランブル制御部２に出力
する。そうすると、再送ディジタルデータ系列がスクランブル部１に再度入力されて、ス
テップＳ 8 において、再送要求信号に応じたスクランブルが掛けられる。即ち、スクラン
ブル制御部２は、スクランブル部１に、再送前に用いていたスクランブル系列と異なるス
クランブル系列を用いたスクランブルを行わせる。
【００４０】
例えば、１回目の送信時にスクランブルが掛けられていない場合には、再送時には所定の
スクランブル系列でスクランブルが掛けられる。スクランブル部１の出力は再び変調部４
で変調されＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭデータシンボルに変換される（ステップＳ 9 ）。
【００４１】
再送ディジタルデータ系列にはスクランブルが掛けられるので、等しいディジタルデータ
系列から生成される再送前ＯＦＤＭデータシンボルと再送ＯＦＤＭデータシンボルとの時
間波形が異なり、ピーク電力が変化する。
【００４２】
基地局は、ステップＳ 10において、再送ＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末は再
送ＯＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップＳ 11）。無線端末は、受信再送ディジタ
ルデータ系列にデスクランブル信号を掛けて元のデータ系列に戻し（ステップＳ 12）、誤
り検出を行う（ステップＳ 13）。
【００４３】
誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を再度基地局に送信する（ステップＳ 5 ）
。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に送信し、受信が完了する（
ステップＳ 6 ）。ただし、この場合にも、誤りが検出されないときには確認信号を基地局
に送信しなくともよい。
【００４４】
ＯＦＤＭシンボルを伝送する無線通信システムでは、送信電力増幅器のバックオフ量の制
限によって送信ＯＦＤＭシンボルの時間波形に歪みが生じることがあるが、このようなシ
ステムでは、再送前のＯＦＤＭシンボルのピーク電力の著しい増加が原因となる。しかし
基地局もしくは無線端末を図１の構成とすると、再送ＯＦＤＭシンボルのピーク電力が変
化するため、再送するＯＦＤＭシンボルの時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を
向上させることにより再送時の伝送誤りを軽減することが可能となる。
【００４５】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列に掛けるスクランブル
系列を再送前後で異なるものとすることによって、再送時のＯＦＤＭ時間波形の振幅変動
を抑圧し、送信平均電力を向上させることができる。これにより、再送時の伝送誤りの軽
減させて、スループットを向上させることが可能となる。
【００４６】
図３は本発明の他の実施の形態を示すブロック図である。図３において図１と同一の構成
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要素には同一符号を付して説明を省略する。
【００４７】
図３は、ＯＦＤＭシンボルの時間波形ごとのピーク電力を検出し、ピーク電力に応じて送
信するＯＦＤＭシンボルの平均電力を制御する無線通信システムに適用した基地局又は無
線端末の一例である。
【００４８】
図３と図１とを比較すると、図３にピーク電力測定部１１と送信電力制御部１２が含まれ
ていることのみが異なる。
【００４９】
ピーク電力測定部１１は、ディジタルデータ系列から生成されたＯＦＤＭデータシンボル
がＯＦＤＭ送信部５から出力されると、ＯＦＤＭデータシンボルの時間波形のピーク電力
を測定し、その結果を送信電力制御部１２に出力する。送信電力制御部１２は、ＯＦＤＭ
送信部５から出力されるＯＦＤＭデータシンボルが入力されると、ピーク電力測定部１１
で測定したピーク電力に応じてＯＦＤＭデータシンボルの送信電力を変化させる。例えば
、ピーク電力でＯＦＤＭデータシンボルの時間波形を正規化し、ピーク電力値が全シンボ
ルで一定となるように送信電力を制御する。
【００５０】
このように構成された実施の形態においても、再送要求信号をＯＦＤＭ受信部３が受信す
ると、ディジタルデータ系列は、再度スクランブル部１に入力される。１回目の伝送時に
スクランブルを掛けていないものとすると、スクランブル制御部２は、再送時にスクラン
ブル信号を掛けるようにスクランブル部１を制御する。スクランブルが掛けられたディジ
タルデータ系列は、ＯＦＤＭデータシンボルに変換される。再送ディジタルデータ系列に
スクランブルが掛けられていることから、再送ＯＦＤＭデータシンボルは、再送前のＯＦ
ＤＭデータシンボルとはピーク電力が低減される可能性が高い。
【００５１】
ＯＦＤＭデータシンボルが誤って受信される原因として、ピーク電力が著しく大きいため
に平均電力が大きく低下したことが考えられる。その場合、再送要求信号に対して同一の
ＯＦＤＭデータシンボルを単に再送しただけでは、再度誤りが生じる可能性が高い。しか
し、本再送制御方法を用いると、再送前のＯＦＤＭシンボルに比べて再送ＯＦＤＭシンボ
ルの平均電力の低下が抑えられる可能性が高くなり、再送ＯＦＤＭシンボルの伝送誤りが
軽減される。
【００５２】
このように、本実施の形態においても図１の実施の形態と同様の効果を得ることができる
。
【００５３】
図４は本発明に係る再送制御方法の他の実施の形態を示すフローチャートである。図４に
おいて図２と同一のステップには同一符号を付して説明を省略する。なお、本実施の形態
の無線通信システムの再送制御方法を実現するための基地局及び無線端末としては、図１
と同一構成のものを用いることができる。
【００５４】
本実施の形態はスクランブル制御及びデスクランブル制御のみが図２の再送制御方法と異
なる。即ち、本実施の形態においては、ステップＳ 21を付加しており、図１においてスク
ランブル制御部２及びデスクランブル制御部１０の動作のみが異なることになる。
【００５５】
まず、基地局及び無線端末におけるＯＦＤＭデータシンボルの送信方法について説明する
。
【００５６】
ＯＦＤＭデータシンボル送信後、ＯＦＤＭ受信部３で再送要求信号が検出されると、スク
ランブル制御部２に再送ディジタルデータ系列が入力される。スクランブル制御部２は、
再送要求信号の受信回数に応じて再送データ系列に掛けるスクランブル信号の設定を行う
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。例えばスクランブル制御部２は、再送要求信号を受信する度に、用意された複数のスク
ランブル系列から一つを選択する。選択方法は、再送要求信号を受信する度に、数種類の
スクランブル系列を順番に変更して用いる方法や、または数種類のスクランブル系列をラ
ンダムに用いる方法などが考えられる。
【００５７】
次に、図４の再送制御方法における基地局及び無線端末の受信方法について説明する。
【００５８】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以
外）であるとすると、受信ＯＦＤＭデータシンボルは、ＯＦＤＭ受信部３でスペクトル信
号に変換された後に、復調部８において復調され、受信ディジタルデータ系列が得られる
。デスクランブル制御部１０は、送信側においてＯＦＤＭデータシンボルに掛けられたス
クランブルに対応したデスクランブル信号を設定する。このデスクランブル信号がデスク
ランブル部９に与えられて、デスクランブル処理が行われる。こうして、スクランブル信
号が掛けられる前の元の並び順のディジタルデータ系列が得られる。
【００５９】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルが再送要求信号である場合には、ＯＦＤＭ受信部
３又はデスクランブル部９が出力するディジタルデータ系列などによって、ＯＦＤＭ信号
又はディジタルデータ系列の何度目の再送要求信号であるかが判別される。再送要求信号
が受信されると、ディジタルデータ系列は再送要求信号に応じたスクランブルが掛けられ
た後、再び変調部４で変調され、ＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭデータシンボルに変換され
て送信される。
【００６０】
次に、このように構成された実施の形態の作用について図４を参照して説明する。
【００６１】
図４を用いて基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータシ
ンボルを受信する場合の再送制御方法の一例について説明する。
【００６２】
図４のステップＳ 1 において、基地局でＯＦＤＭデータシンボルが生成されると、基地局
はＯＦＤＭデータシンボルを無線端末に対して送信する（ステップＳ 2 ）。無線端末はＯ
ＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップＳ 3 ）と、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り検
出を行う（ステップＳ 4 ）。
【００６３】
受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りが検出されると、無線端末はステップＳ 5 において再
送要求信号を基地局に送信する。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地
局に送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認
信号を基地局に送信しなくても構わない。
【００６４】
一方、基地局は、ステップＳ 7 において再送要求信号を受信すると、スクランブルの設定
を行う。本実施の形態においては、再送要求信号の受信回数に応じて、再送データ系列に
掛けるスクランブル信号を設定する（ステップＳ 21）。スクランブル信号の設定は、例え
ば図１のスクランブル制御部２で行われる。
【００６５】
スクランブル制御部２は、再送要求信号を受信する度に、複数のスクランブル系列から一
つを選択する。選択方法は、例えば再送要求信号を受信する度に、数種類のスクランブル
系列を順番に使う方法や、または数種類のスクランブル系列をランダムに使う方法などが
挙げられる。
【００６６】
基地局は再送データ系列に設定したスクランブルを掛けて（ステップＳ 8 ）、再送ＯＦＤ
Ｍデータシンボルを生成する（ステップＳ 9 ）。基地局は再送ＯＦＤＭデータシンボルを
送信し（ステップＳ 10）、無線端末は再送ＯＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップ
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Ｓ 11）。
【００６７】
無線端末は、受信再送ディジタルデータ系列にデスクランブル信号を掛け（ステップＳ 12
）、誤り検出を行う（ステップＳ 13）。誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を
基地局に送信する（ステップＳ 5 ）。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を
基地局に送信して、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合に
は確認信号を基地局に送信しなくとも構わない。
【００６８】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列に対して、再送要求信
号の受信回数に応じたスクランブルを掛けることによって、再送時のＯＦＤＭ時間波形の
振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上させることにより再送時の伝送誤りの軽減させる
ことが可能となる。
【００６９】
図５は本発明の他の実施の形態を示すフローチャートである。図５において図２と同一の
ステップには同一符号を付して説明を省略する。なお、本実施の形態においても無線通信
システムの再送制御方法を実現するための基地局及び無線端末としては、図１と同一構成
のものを用いることができる。
【００７０】
本実施の形態においてもスクランブル制御及びデスクランブル制御のみが図２の再送制御
方法と異なる。即ち、本実施の形態においては、ステップＳ 25を付加しており、図１にお
いてスクランブル制御部２及びデスクランブル制御部１０の動作のみが異なることになる
。
【００７１】
まず、基地局及び無線端末におけるＯＦＤＭデータシンボルの送信方法について説明する
。
【００７２】
例えば図１のＯＦＤＭ受信部３で再送要求信号が検出されると、スクランブル部１に再送
ディジタルデータ系列が入力される。本実施の形態においては、スクランブル制御部２は
、スクランブル部１に入力されるＯＦＤＭデータシンボルが再送前のものと同一であるか
否かを検出することができるようになっている。スクランブル制御部２は、同一ＯＦＤＭ
データシンボルに対する再送要求信号の受信回数に応じて再送データ系列に掛けるスクラ
ンブル信号の設定を行う。例えばスクランブル制御部２は、あらかじめ複数のスクランブ
ル系列を用意し、同一ＯＦＤＭデータシンボルの再送要求信号の受信回数に対応したスク
ランブル系列を選択する。
【００７３】
次に、図５の再送制御方法における基地局及び無線端末の受信方法について説明する。
【００７４】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以
外）であるとすると、受信ＯＦＤＭデータシンボルは、ＯＦＤＭ受信部３でスペクトル信
号に変換された後に、復調部８で復調され、受信ディジタルデータ系列が得られる。受信
ディジタルデータ系列は、デスクランブル制御部１０で制御されたデスクランブル信号が
掛けられ、スクランブル信号が掛けられる前の元の並び順のディジタルデータ系列が得ら
れる。
【００７５】
デスクランブル制御部１０は、ＯＦＤＭデータシンボルに掛けられたスクランブルに対応
したデスクランブル信号を設定する。デスクランブル部９は復調部８の出力にデスクラン
ブル信号を掛け、スクランブル信号が掛けられる前の元の並び順のディジタルデータ系列
を出力する。送信側では、スクランブル制御部２で、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対す
る再送要求信号の受信回数に応じて再送データ系列に掛けるスクランブル信号の設定を行
うので、受信側では同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送要求回数からデスクランブ
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ル信号の設定を行うことができる。
【００７６】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルが再送要求信号である場合、ＯＦＤＭ受信部３又
はデスクランブル部９が出力するディジタルデータ系列などによって、同一のディジタル
データ系列に対する何度目の再送要求信号であるかが分かる。再送要求信号が受信される
と、ディジタルデータ系列は再送要求信号に応じたスクランブルを掛けられた後、再び変
調部４で変調され、ＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭデータシンボルに変換されて送信される
。
【００７７】
次に、このように構成された実施の形態の作用について図５を参照して説明する。
【００７８】
図５を用いて基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータシ
ンボルを受信する場合の再送制御方法の一例について説明する。
【００７９】
基地局でＯＦＤＭデータシンボルが生成される（ステップＳ 1 ）と、基地局はＯＦＤＭデ
ータシンボルを無線端末に対して送信する（ステップＳ 2 ）。無線端末はＯＦＤＭデータ
シンボルを受信する（ステップＳ 3 ）と、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り検出を行う（ス
テップＳ 4 ）。
【００８０】
受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に
送信する（ステップＳ 5 ）。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に
送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号
を基地局に送信しなくても構わない。
【００８１】
一方、基地局は、再送要求信号を受信すると（ステップＳ 7 ）、再送データ系列に掛ける
スクランブル系列の設定を行う。本実施の形態においては、同一ＯＦＤＭデータシンボル
に対する再送要求信号の受信回数に応じて再送データ系列に掛けるスクランブル信号を設
定する（ステップＳ 25）。
【００８２】
スクランブル信号の設定は、例えば図１のスクランブル制御部２で行われる。スクランブ
ル制御部２は、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送回数に対応するスクランブル系
列を予め用意し、その中から同一ＯＦＤＭデータシンボルの再送回数に対応するスクラン
ブル信号を選択する。
【００８３】
基地局は再送データ系列に設定したスクランブルを掛けて（ステップＳ 8 ）、再送ＯＦＤ
Ｍデータシンボルを生成する（ステップＳ 9 ）。基地局は再送ＯＦＤＭデータシンボルを
送信し（ステップＳ 10）、無線端末は再送ＯＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップ
Ｓ 11）。無線端末は、受信再送ディジタルデータ系列にデスクランブル信号を掛け（ステ
ップ 12）、誤り検出を行う（ステップＳ 13）。
【００８４】
誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に送信する（ステップＳ 5 ）。誤
りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に送信し、受信が完了する（ステ
ップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号を基地局に送信しなくとも構わ
ない。
【００８５】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列に対して、同一ＯＦＤ
Ｍデータシンボルに対する再送要求信号の受信回数に応じたスクランブルを掛けることに
よって、再送時のＯＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上させること
により再送時の伝送誤りの軽減させることが可能となる。また同一ＯＦＤＭデータシンボ
ルに対する再送要求毎に再送ＯＦＤＭ時間波形の平均送信電力が変化するため、送信平均
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電力を向上させることにより再送時の伝送誤りの軽減させることが可能となる。
【００８６】
図６は、本発明の他の実施の形態を示すブロック図である。図６において図１と同一の構
成要素には同一符号を付して説明を省略する。本実施の形態は無線通信システムを構成す
る基地局又は無線端末を示している。本実施の形態においては、基地局又は無線端末が再
送要求信号を受信した場合に、再送するディジタルデータ系列を並べ替えるようにしてい
る。
【００８７】
図６の基地局又は無線端末は、図１のスクランブル部１、スクランブル制御部２、デスク
ランブル部９及びデスクランブル制御部１０に夫々代えて送信データ並べ替え部１３、送
信データ並べ替え制御部１４、受信データ並べ替え部１５及び受信データ並べ替え制御部
１６を採用した点が図１の実施の形態と異なる。
【００８８】
なお、本実施の形態を図３の実施の形態に適用することもでき、この場合には、図３の基
地局又は無線端末のスクランブル部１を送信データ並べ替え部１３、スクランブル制御部
２を送信データ並べ替え制御部１４、デスクランブル部９を受信並べ替え部１５、デスク
ランブル制御部１０を受信データ並べ替え制御部１６に置き換えればよい。
【００８９】
ディジタルデータ系列は、送信データ並べ替え部１３に入力される。送信データ並べ替え
部１３は、送信データ並べ替え制御部１４からの制御信号によって送信データの並べ替え
を行う。ＯＦＤＭ受信部３で再送要求信号が検出されるとする。送信データ並べ替え制御
部１４は、ＯＦＤＭ受信部３で受信された再送要求信号に応じて並べ替えの方法を制御す
る。
【００９０】
例えば、送信データ並べ替え制御部１４は、再送要求によって再送されるディジタルデー
タ系列（再送ディジタルデータ系列）に対しては、並べ替えを行うように制御し、それ以
外のディジタルデータ系列に対しては並べ替えを行わないように制御する。
【００９１】
再送要求信号は、ＯＦＤＭ受信部３以外でも、例えば受信ディジタルデータ系列に変換さ
れた後に検出されても構わない。
【００９２】
送信データ並べ替え部１３に入力されるディジタルデータ系列は、畳み込み符号化やリー
ドソロモン（ＲＳ）符号化、インターリーブ等が行われているデータ系列であっても良い
。入力されるディジタルデータ系列が再送ディジタルデータ系列でないならば、送信デー
タ並べ替え部１３を通過しても構わない。
【００９３】
送信データ並べ替え部１３によって並べ替えられたディジタルデータ系列又は送信データ
並べ替え部１３を通過したディジタルデータ系列は、変調部４で変調され、ＯＦＤＭ送信
部５に入力される。ＯＦＤＭ送信部５では、高速逆フーリエ変換（ＩＦＦＴ）による時間
信号への変換処理、Ｄ／Ａ変換処理、マルチパスによる遅延波成分を吸収するためのガー
ドタイム付加処理等の信号処理によってＯＦＤＭシンボルを生成し、周波数変換を行って
送信信号を得る。ＯＦＤＭ送信部５で生成されたＯＦＤＭシンボルは、信号分波部６を経
由してアンテナ７から送信される。
【００９４】
一方、受信データ並べ替え制御部１６は、送信側の並べ替え方法に対応した並べ替え方法
を受信データ並べ替え部１５に設定する。受信データ並べ替え部１５は、復調部８からの
ディジタルデータ系列を並べ替えて、並べ替え処理前の元の配列に戻して出力するように
なっている。
【００９５】
次に、このように構成された実施の形態の動作について説明する。
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【００９６】
先ず、基地局及び無線端末の受信方法について説明する。
【００９７】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以
外）であるとする。ＯＦＤＭ受信部３では、信号分波部６を経由して入力される受信ＯＦ
ＤＭシンボルに対して、周波数変換処理、ガードタイム除去処理、Ａ／Ｄ変換処理、高速
フーリエ変換（ＦＦＴ）処理によるスペクトル信号の生成等を行い、スペクトル信号を復
調部８に入力する。復調部８では、スペクトル信号を受信ディジタルデータ系列に変換し
、受信データ並べ替え部１５に供給する。受信データ並べ替え制御部１５は、受信データ
並べ替え制御部１６の制御により、送信データ並べ替え部１３による並べ替えを元の並び
順に戻すように並べ替えを行い、送信データ並べ替え部１３によって並べ替えが行われる
前のディジタルデータ系列を出力する。
【００９８】
例えば受信データ並べ替え制御部１６は、受信ディジタルデータ系列が再送ディジタルデ
ータ系列でないならば、並べ替えを行わないように制御し、受信ディジタルデータ系列が
再送ディジタルデータ系列ならば、送信データ並べ替え部１３による並べ替えを元の並び
順に戻すように並べ替えを行うように制御する。受信ディジタルデータ系列が再送ディジ
タルデータ系列か否かを判定するためには、例えばＯＦＤＭ受信部３がＯＦＤＭデータシ
ンボルを受信した時に検出することも可能であり、またディジタルデータ系列に変換した
後に検出することも可能である。
【００９９】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルが再送要求信号である場合、ＯＦＤＭ受信部３又
は受信データ並べ替え部１５が出力するディジタルデータ系列などによって、受信ＯＦＤ
Ｍ信号又は受信ディジタルデータ系列が再送要求信号であると判断される。再送要求信号
が受信されると、再送ディジタルデータ系列が送信データ並べ替え部１３に入力され、再
送要求信号に応じて再送ディジタルデータ系列の並べ替えが行われる。並べ替えが行われ
た再送ディジタルデータ系列は、再び変調部４で変調され、ＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭ
データシンボルに変換されて送信される。
【０１００】
再送ディジタルデータ系列は並べ替えられるので、同一のディジタルデータ系列から生成
される再送前ＯＦＤＭデータシンボルと再送ＯＦＤＭデータシンボルとの時間波形が異な
り、ピーク電力が変化する。
【０１０１】
ＯＦＤＭシンボルを伝送する無線通信システムでは、送信電力増幅器のバックオフ量の制
限によって送信ＯＦＤＭシンボルの時間波形に歪みが生じることがあるが、このようなシ
ステムでは、再送前のＯＦＤＭシンボルのピーク電力の著しい増加が原因となる。しかし
基地局又は無線端末を図６の構成とすると、再送ＯＦＤＭシンボルのピーク電力が変化す
るため、再送するＯＦＤＭシンボルの時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上
させることにより再送時の伝送誤りを軽減することが可能となる。
【０１０２】
更に、図６の基地局もしくは無線端末の動作を図７のフローチャートを用いて説明する。
ここでは、基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータシン
ボルを受信する場合の一例について説明する。図７において図２と同一のステップには同
一符号を付して説明を省略する。
【０１０３】
基地局でＯＦＤＭデータシンボルが生成される（ステップＳ 1 ）と、基地局は、ＯＦＤＭ
データシンボルを無線端末に対して送信する（ステップＳ 2 ）。無線端末はＯＦＤＭデー
タシンボルを受信する（ステップＳ 3 ）と、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り検出を行う（
ステップＳ 4 ）。
【０１０４】
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受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に
送信する（ステップＳ 5 ）。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に
送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号
を基地局に送信しなくても構わない。
【０１０５】
本実施の形態においては、基地局が再送要求信号を受信すると（ステップＳ 7 ）、基地局
は、ステップＳ 31において再送データ系列を並べ替えた後、再送ＯＦＤＭデータシンボル
を生成する（ステップＳ 9 ）。基地局は再送ＯＦＤＭデータシンボルを送信し（ステップ
Ｓ 10）、無線端末は再送ＯＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップＳ 11）。
【０１０６】
無線端末は、受信再送ディジタルデータ系列を並べ替えて基地局で再送ディジタルデータ
を並べ替える前のディジタルデータ系列に戻し（ステップＳ 32）、誤り検出を行う（ステ
ップＳ 13）。
【０１０７】
誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に送信する（ステップＳ 5 ）。誤
りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に送信し、受信が完了する（ステ
ップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号を基地局に送信しなくても構わ
ない。
【０１０８】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列を並べ替えることによ
って、再送時のＯＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上させることに
より再送時の伝送誤りを軽減させることが可能となる。
【０１０９】
図８は本発明に係る再送制御方法の他の実施の形態を示すフローチャートである。図８に
おいて図７と同一のステップには同一符号を付して説明を省略する。なお、本実施の形態
の無線通信システムの再送制御方法を実現するための基地局及び無線端末としては、図６
と同一構成のものを用いることができる。
【０１１０】
本実施の形態は送信データの並べ替え制御及び受信データの並べ替え制御のみが図７の再
送制御方法と異なる。即ち、本実施の形態においては、ステップＳ 35を付加しており、図
６において送信データ並べ替え制御部１４及び受信データ並べ替え制御部１６の動作のみ
が異なることになる。
【０１１１】
まず、基地局及び無線端末におけるＯＦＤＭデータシンボルの送信方法について説明する
。
【０１１２】
ＯＦＤＭデータシンボル送信後、ＯＦＤＭ受信部３で再送要求信号が検出されると、送信
データ並べ替え部１３に再送ディジタルデータ系列が入力される。送信データ並べ替え制
御部１４は、再送要求信号の受信回数に応じて再送データ系列の並べ替え方法の設定を行
う。例えば送信データ並べ替え制御部１４は、再送要求信号を受信する度に、用意された
複数の並べ替え方法から一つを選択する。選択方法は、再送要求信号を受信する度に、数
種類の並べ替え方法を順番に使う方法や、または数種類の並べ替え方法をランダムに用い
る方法などが挙げられる。
【０１１３】
次に、図８の再送制御方法における基地局及び無線端末の受信方法について説明する。
【０１１４】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以
外）であるとすると、受信ＯＦＤＭデータシンボルは、ＯＦＤＭ受信部３でスペクトル信
号に変換された後に、復調部８において復調され、受信ディジタルデータ系列が得られる
。受信データ並べ替え制御部１６は、送信側におけるデータの並べ替え方法に対応した並
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べ替え方法を設定する。この並べ替え方法に基づいて、受信データ並べ替え部１５がデー
タの並べ替えを行う。こうして、送信側においてデータの並べ替えが行われる前の元の並
び順のディジタルデータ系列が得られる。
【０１１５】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルが再送要求信号である場合には、ＯＦＤＭ受信部
３又は受信データ並べ替え部１５が出力するディジタルデータ系列などによって、ＯＦＤ
Ｍ信号又はディジタルデータ系列の何度目の再送要求信号であるかが判別される。再送要
求信号が受信されると、ディジタルデータ系列は再送要求信号に応じて並べ替えが行われ
た後、再び変調部４で変調され、ＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭデータシンボルに変換され
て送信される。
【０１１６】
次に、このように構成された実施の形態の作用について図８を参照して説明する。
【０１１７】
図８を用いて基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータシ
ンボルを受信する場合の再送制御方法の一例について説明する。
【０１１８】
図８のステップＳ 1 において、基地局でＯＦＤＭデータシンボルが生成されると、基地局
はＯＦＤＭデータシンボルを無線端末に対して送信する（ステップＳ 2 ）。無線端末はＯ
ＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップＳ 3 ）と、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り検
出を行う（ステップＳ 4 ）。
【０１１９】
受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りが検出されると、無線端末はステップＳ 5 において再
送要求信号を基地局に送信する。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地
局に送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認
信号を基地局に送信しなくても構わない。
【０１２０】
一方、基地局は、ステップＳ 7 において再送要求信号を受信すると、再送データ系列を並
べ換えるための並べ替え方法の設定を行う。本実施の形態においては、再送要求信号の受
信回数に応じて、再送データ系列を並べ換えるための並べ替え方法を設定する（ステップ
Ｓ 35 ）。並べ替え方法の設定は、例えば図１の送信データ並べ替え制御部１４で行われ
る。
【０１２１】
送信データ並べ替え制御部１４は、再送要求信号を受信する度に、数種類の並べ替え方法
から一つを選択する。選択方法は、例えば再送要求信号を受信する度に、数種類の並べ替
え方法を順番に使う方法や、または数種類の並べ替え方法をランダムに使う方法などが挙
げられる。
【０１２２】
基地局は再送データ系列に設定した並べ替え方法で並べ替えを行い（ステップＳ 31）、再
送ＯＦＤＭデータシンボルを生成する（ステップＳ 9 ）。基地局は再送ＯＦＤＭデータシ
ンボルを送信し（ステップＳ 10）、無線端末は再送ＯＦＤＭデータシンボルを受信する（
ステップＳ 11）。
【０１２３】
無線端末は、受信再送ディジタルデータ系列を並べ替えて（ステップＳ 32）、誤り検出を
行う（ステップＳ 13）。誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に送信す
る（ステップＳ 5 ）。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に送信し
て、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号を基
地局に送信しなくとも構わない。
【０１２４】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列に対して、再送要求信
号の受信回数に応じた並べ替えを行うことによって、再送時のＯＦＤＭ時間波形の振幅変
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動を抑圧し、送信平均電力を向上させることにより再送時の伝送誤りの軽減させることが
可能となる。
【０１２５】
図９は本発明の他の実施の形態を示すフローチャートである。図９において図７と同一の
ステップには同一符号を付して説明を省略する。なお、本実施の形態においても無線通信
システムの再送制御方法を実現するための基地局及び無線端末としては、図６と同一構成
のものを用いることができる。
【０１２６】
本実施の形態においても送信データの並べ替え方法及び受信データの並べ替え方法のみが
図７の再送制御方法と異なる。即ち、本実施の形態においては、ステップＳ 38を付加して
おり、図６において送信データ並べ替え制御部１４及び受信データ並べ替え制御部１６の
動作のみが異なることになる。
【０１２７】
まず、基地局及び無線端末におけるＯＦＤＭデータシンボルの送信方法について説明する
。
【０１２８】
例えば図６のＯＦＤＭ受信部３で再送要求信号が検出されると、送信データ並べ替え部１
３に再送ディジタルデータ系列が入力される。本実施の形態においては、送信データ並べ
替え制御部１４は、送信データ並べ替え部１３に入力されるＯＦＤＭデータシンボルが再
送前のものと同一であるか否かを検出することができるようになっている。送信データ並
べ替え制御部１４は、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送要求信号の受信回数に応
じて再送データ系列の並べ替え方法の設定を行う。例えば送信データ並べ替え制御部１４
は、あらかじめ複数の並べ替え方法を用意し、同一ＯＦＤＭデータシンボルの再送要求信
号の受信回数に対応した並べ替え方法を選択する。
【０１２９】
次に、図９の再送制御方法における基地局及び無線端末の受信方法について説明する。
【０１３０】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以
外）であるとすると、受信ＯＦＤＭデータシンボルは、ＯＦＤＭ受信部３でスペクトル信
号に変換された後に、復調部８で復調され、受信ディジタルデータ系列が得られる。受信
ディジタルデータ系列は、受信データ並べ替え制御部１６で指定された並べ替え方法によ
って、並べ替えが行われる前の元の並び順のディジタルデータ系列に戻される。
【０１３１】
受信データ並べ替え制御部１６は、送信側の並べ替え方法に対応した並べ替え方法を設定
する。受信データ並べ替え部１５は復調部８の出力を並べ替えて、並べ替えが行われる前
の元の並び順のディジタルデータ系列を出力する。送信側では、送信データ並べ替え制御
部１４で、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送要求信号の受信回数に応じて再送デ
ータ系列の並べ替え方法の設定を行うので、受信側では、同一ＯＦＤＭデータシンボルに
対する再送要求回数から並べ替え方法の設定を行うことができる。
【０１３２】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルが再送要求信号である場合、ＯＦＤＭ受信部３又
は受信データ並べ替え部１５が出力するディジタルデータ系列などによって、同一のディ
ジタルデータ系列に対する何度目の再送要求信号であるかが分かる。再送要求信号が受信
されると、ディジタルデータ系列は再送要求信号に応じた並べ替えが行われた後、再び変
調部４で変調され、ＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭデータシンボルに変換されて送信される
。
【０１３３】
次に、このように構成された実施の形態の作用について図９を参照して説明する。
【０１３４】
図９を用いて基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータシ
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ンボルを受信する場合の再送制御方法の一例について説明する。
【０１３５】
基地局でＯＦＤＭデータシンボルが生成される（ステップＳ 1 ）と、基地局はＯＦＤＭデ
ータシンボルを無線端末に対して送信する（ステップＳ 2 ）。無線端末はＯＦＤＭデータ
シンボルを受信する（ステップＳ 3 ）と、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り検出を行う（ス
テップＳ 4 ）。
【０１３６】
受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に
送信する（ステップＳ 5 ）。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に
送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号
を基地局に送信しなくても構わない。
【０１３７】
一方、基地局は、再送要求信号を受信すると（ステップＳ 7 ）、再送データ系列の並べ替
え方法の設定を行う。本実施の形態においては、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再
送要求信号の受信回数に応じて再送データ系列の並べ替え方法を設定する（ステップＳ 38
）。
【０１３８】
並べ替えの設定は、例えば図６の送信データ並べ替え制御部１４で行われる。送信データ
並べ替え制御部１４は、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送回数に対応する並べ替
え方法を予め用意し、その中から同一ＯＦＤＭデータシンボルの再送回数に対応する並べ
替え方法を選択する。
【０１３９】
基地局は再送データ系列に設定した並べ替えを行って（ステップＳ 31）、再送ＯＦＤＭデ
ータシンボルを生成する（ステップＳ 9 ）。基地局は再送ＯＦＤＭデータシンボルを送信
し（ステップＳ 10）、無線端末は再送ＯＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップＳ 11
）。無線端末は、受信再送ディジタルデータ系列を並べ替えて（ステップ 32）元のデータ
を復元し、誤り検出を行う（ステップＳ 13）。
【０１４０】
誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に送信する（ステップＳ 5 ）。誤
りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に送信し、受信が完了する（ステ
ップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号を基地局に送信しなくとも構わ
ない。
【０１４１】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列に対して、同一ＯＦＤ
Ｍデータシンボルに対する再送要求信号の受信回数に応じて異なる並べ替え方法を選択す
ることによって、再送時のＯＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上さ
せることにより再送時の伝送誤りの軽減させることが可能となる。また同一ＯＦＤＭデー
タシンボルに対する再送要求毎に再送ＯＦＤＭ時間波形の平均送信電力が変化するため、
送信平均電力を向上させることにより再送時の伝送誤りの軽減させることが可能となる。
【０１４２】
また、本実施の形態は、図３の実施の形態と同様に、ＯＦＤＭデータシンボルの時間波形
のピーク電力を測定し、測定結果に基づいてＯＦＤＭデータシンボルの時間波形の電力制
御を行うものに適用してもよいことは明らかである。この場合には、再送前のＯＦＤＭシ
ンボルに比べて再送ＯＦＤＭシンボルの平均電力の低下が抑制される可能性が高くなり、
再送ＯＦＤＭシンボルの伝送誤りが軽減される。
【０１４３】
図１０は、本発明の他の実施の形態を示すブロック図である。図１０において図６と同一
の構成要素には同一符号を付して説明を省略する。本実施の形態は無線通信システムを構
成する基地局又は無線端末を示している。本実施の形態においては、基地局又は無線端末
が再送要求信号を受信した場合に、再送するディジタルデータ系列を変調した変調信号を
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並べ替えるようにしている。
【０１４４】
図１０の基地局又は無線端末は、図６の送信データ並べ替え部１３、送信データ並べ替え
制御部１４、受信データ並べ替え部１５及び受信データ並べ替え制御部１６に夫々代えて
送信スペクトル並べ替え部１７、送信スペクトル並べ替え制御部１８、受信スペクトル並
べ替え部１９及び受信スペクトル並べ替え制御部２０を採用した点が図６の実施の形態と
異なる。
【０１４５】
図４において、ディジタルデータ系列は変調部４に入力される。変調部４は、ディジタル
データ系列を変調し、変調信号を出力する。この変調信号はＯＦＤＭシンボルの送信スペ
クトルに相当する。送信スペクトルは、送信スペクトル並べ替え部１７に入力され、送信
スペクトル並べ替え部１７は送信スペクトル並べ替え制御部１８からの制御信号によって
送信スペクトルの並べ替えを行う。
【０１４６】
ＯＦＤＭ受信部３で再送要求信号が検出されるとする。送信スペクトル並べ替え制御部１
８は、ＯＦＤＭ受信部３で受信された再送要求信号に応じて並べ替えの方法を制御する。
【０１４７】
例えば、送信スペクトル並べ替え制御部１８は、再送要求によって再送されるディジタル
データ系列（再送ディジタルデータ系列）を変調して得られる送信スペクトルに対しては
、並べ替えを行うように制御し、それ以外のディジタルデータ系列を変調して得られる送
信スペクトルに対しては並べ替えを行わないように制御する。
【０１４８】
再送要求信号は、ＯＦＤＭ受信部３以外でも、例えば受信ディジタルデータ系列に変換さ
れた後に検出されても構わない。ここで変調部４に入力されるディジタルデータ系列は、
畳み込み符号化やリードソロモン（ＲＳ）符号化、インターリーブ等が行われているデー
タ系列であっても良い。入力されるディジタルデータ系列が再送ディジタルデータ系列で
ないならば、送信スペクトル並べ替え部１７を通過しても構わない。送信スペクトル並べ
替え部１７によって並べ替えられた送信スペクトル又は送信スペクトル並べ替え部１７を
通過した送信スペクトルは、ＯＦＤＭ送信部５に入力される。
【０１４９】
ＯＦＤＭ送信部５は、高速逆フーリエ変換（ＩＦＦＴ）による時間信号への変換処理、Ｄ
／Ａ変換処理、マルチパスによる遅延波成分を吸収するためのガードタイム付加処理等の
信号処理によってＯＦＤＭシンボルを生成し、周波数変換を行って送信信号を得る。ＯＦ
ＤＭ送信部５で生成されたＯＦＤＭシンボルは、信号分波部６を経由してアンテナ７から
送信される。
【０１５０】
一方、受信スペクトル並べ替え制御部２０は、送信側の並べ替え方法に対応した並べ替え
方法を受信スペクトル並べ替え部１９に設定する。受信スペクトル並べ替え部１９は、Ｏ
ＦＤＭ受信部３からの受信スペクトルを並べ替えて、並べ替え処理前の元の配列に戻して
復調部８に供給するようになっている。
【０１５１】
次に、このように構成された実施の形態の動作について説明する。
【０１５２】
先ず、基地局及び無線端末の受信方法について説明する。
【０１５３】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以
外）であるとする。ＯＦＤＭ受信部３では、信号分波部６を経由して入力される受信ＯＦ
ＤＭシンボルに対して、周波数変換処理、ガードタイム除去処理、Ａ／Ｄ変換処理、高速
フーリエ変換（ＦＦＴ）処理によるスペクトル信号の生成等を行い、スペクトル信号を受
信スペクトル並べ替え部１９に供給する。受信スペクトル並べ替え部１９では、受信スペ
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クトル並べ替え制御部２０の制御により、送信スペクトル並べ替え部１７による並べ替え
を元の並び順に戻すように並べ替えを行い、送信スペクトル並べ替え部１７によって並べ
替えが行われる前のスペクトル信号を出力する。
【０１５４】
例えば受信スペクトル並べ替え制御部２０は、受信ディジタルデータ系列が再送ディジタ
ルデータ系列でないならば、並べ替えを行わないように制御し、受信ディジタルデータ系
列が再送ディジタルデータ系列ならば、送信スペクトル並べ替え部１７による並べ替えを
元の並び順に戻すように並べ替えを行うように制御する。受信ディジタルデータ系列が再
送ディジタルデータ系列か否かを判定するためには、例えばＯＦＤＭ受信部３がＯＦＤＭ
データシンボルを受信した時に検出することも可能であり、またディジタルデータ系列に
変換した後に検出することも可能である。
【０１５５】
受信スペクトル並べ替え部１９の出力は、復調部８に供給する。復調部８では、スペクト
ル信号を受信ディジタルデータ系列に変換する。
【０１５６】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルが再送要求信号である場合、ＯＦＤＭ受信部３又
は復調部８が出力するディジタルデータ系列などによって、受信ＯＦＤＭ信号又は受信デ
ィジタルデータ系列が再送要求信号であると判断される。再送要求信号が受信されると、
再送ディジタルデータ系列は変調部４に入力される。変調部４からの送信スペクトルは送
信スペクトル並べ替え部１７に供給されて、送信スペクトルの並べ替えが行われる。並べ
替えが行われた送信スペクトルは、ＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭデータシンボルに変換さ
れて送信される。
【０１５７】
再送ディジタルデータ系列を変調して得られた送信スペクトルは並べ替えられるので、等
しいディジタルデータ系列から生成される再送前ＯＦＤＭデータシンボルと再送ＯＦＤＭ
データシンボルとの時間波形が異なり、ピーク電力が変化する。
【０１５８】
ＯＦＤＭシンボルを伝送する無線通信システムでは、送信電力増幅器のバックオフ量の制
限によって送信ＯＦＤＭシンボルの時間波形に歪みが生じることがあるが、このようなシ
ステムでは、再送前のＯＦＤＭシンボルのピーク電力の著しい増加が原因となる。しかし
基地局又は無線端末を図１０の構成とすると、再送ＯＦＤＭシンボルのピーク電力が変化
するため、再送するＯＦＤＭシンボルの時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向
上させることにより再送時の伝送誤りを軽減することが可能となる。
【０１５９】
更に、図１０の基地局もしくは無線端末の動作を図１１のフローチャートを用いて説明す
る。ここでは、基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータ
シンボルを受信する場合の一例について説明する。図１１において図７と同一のステップ
には同一符号を付して説明を省略する。
【０１６０】
基地局でＯＦＤＭデータシンボルが生成される（ステップＳ 1 ）と、基地局は、ＯＦＤＭ
データシンボルを無線端末に対して送信する（ステップＳ 2 ）。無線端末はＯＦＤＭデー
タシンボルを受信する（ステップＳ 3 ）と、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り検出を行う（
ステップＳ 4 ）。
【０１６１】
受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に
送信する（ステップＳ 5 ）。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に
送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号
を基地局に送信しなくても構わない。
【０１６２】
本実施の形態においては、基地局が再送要求信号を受信すると（ステップＳ 7 ）、基地局
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は、ステップＳ 41において再送ディジタルデータ系列を変調して得られる送信スペクトル
信号を並べ替えた後、再送ＯＦＤＭデータシンボルを生成する（ステップＳ 9 ）。基地局
は再送ＯＦＤＭデータシンボルを送信し（ステップＳ 10）、無線端末は再送ＯＦＤＭデー
タシンボルを受信する（ステップＳ 11）。
【０１６３】
無線端末は、受信スペクトルを並べ替えて基地局で送信スペクトルを並べ替える前の並び
順に戻し（ステップＳ 42）、誤り検出を行う（ステップＳ 13）。
【０１６４】
誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に送信する（ステップＳ 5 ）。誤
りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に送信し、受信が完了する（ステ
ップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号を基地局に送信しなくても構わ
ない。
【０１６５】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列を変調して得られる送
信スペクトル信号を並べ替えることによって、再送時のＯＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑
圧し、送信平均電力を向上させることにより再送時の伝送誤りを軽減させることが可能と
なる。
【０１６６】
図１２は本発明に係る再送制御方法の他の実施の形態を示すフローチャートである。図１
２において図１１と同一のステップには同一符号を付して説明を省略する。なお、本実施
の形態の無線通信システムの再送制御方法を実現するための基地局及び無線端末としては
、図１０と同一構成のものを用いることができる。
【０１６７】
本実施の形態は送信データの並べ替え制御及び受信データの並べ替え制御のみが図１１の
再送制御方法と異なる。即ち、本実施の形態においては、ステップＳ 45を付加しており、
図１０において送信スペクトル並べ替え制御部１８及び受信スペクトル並べ替え制御部２
０の動作のみが異なることになる。
【０１６８】
まず、基地局及び無線端末におけるＯＦＤＭデータシンボルの送信方法について説明する
。
【０１６９】
ＯＦＤＭデータシンボル送信後、ＯＦＤＭ受信部３で再送要求信号が検出されると、再送
ディジタルデータ系列は再び変調部４によって送信スペクトルに変換される。送信スペク
トル並べ替え制御部１８は、ＯＦＤＭ受信部３で受信された再送要求信号の受信回数に応
じて再送データの送信スペクトルの並べ替え方法の設定を行う。例えば送信スペクトル並
べ替え制御部１８は、再送要求信号を受信する度に、用意された複数の並べ替え方法から
一つを選択する。選択方法は、再送要求信号を受信する度に、数種類の並べ替え方法を順
番に使う方法や、または数種類の並べ替え方法をランダムに用いる方法などが挙げられる
。
【０１７０】
変調部４から出力された送信スペクトルは、送信スペクトル並べ替え部１７によって並べ
替えられ、ＯＦＤＭ送信部５に入力される。送信スペクトルはＯＦＤＭ送信部５において
ＯＦＤＭシンボルに変換され、信号分波部６を経由してアンテナ７から送信される。
【０１７１】
次に、図１２の再送制御方法における基地局及び無線端末の受信方法について説明する。
【０１７２】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以
外）であるとすると、受信ＯＦＤＭデータシンボルは、ＯＦＤＭ受信部３でスペクトル信
号に変換された後に、受信スペクトル並べ替え部１９に供給される。受信スペクトル並べ
替え制御部２０は、送信側における送信スペクトルの並べ替え方法に対応した並べ替え方
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法を設定する。この並べ替え方法に基づいて、受信スペクトル並べ替え部１９は受信スペ
クトルの並べ替えを行う。こうして、送信側において送信スペクトルの並べ替えが行われ
る前の元の並び順の受信スペクトルが得られる。
【０１７３】
この受信スペクトルは復調部８に供給され、復調部８において復調されて、元の受信ディ
ジタルデータ系列が得られる。
【０１７４】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルが再送要求信号である場合には、ＯＦＤＭ受信部
３又は復調部８が出力するディジタルデータ系列などによって、ＯＦＤＭ信号又はディジ
タルデータ系列の何度目の再送要求信号であるかが判別される。再送要求信号が受信され
ると、ディジタルデータ系列を変調して得られた送信スペクトルは、再送要求信号に応じ
て並べ替えが行われた後、ＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭデータシンボルに変換されて送信
される。
【０１７５】
次に、このように構成された実施の形態の作用について図１２を参照して説明する。
【０１７６】
図１２を用いて基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータ
シンボルを受信する場合の再送制御方法の一例について説明する。
【０１７７】
図１２のステップＳ 1 において、基地局でＯＦＤＭデータシンボルが生成されると、基地
局はＯＦＤＭデータシンボルを無線端末に対して送信する（ステップＳ 2 ）。無線端末は
ＯＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップＳ 3 ）と、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り
検出を行う（ステップＳ 4 ）。
【０１７８】
受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りが検出されると、無線端末はステップＳ 5 において再
送要求信号を基地局に送信する。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地
局に送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認
信号を基地局に送信しなくても構わない。
【０１７９】
一方、基地局は、ステップＳ 7 において再送要求信号を受信すると、再送データ系列を変
調して得られる送信スペクトルを並べ換えるための並べ替え方法の設定を行う。本実施の
形態においては、再送要求信号の受信回数に応じて、再送データ系列を変調して得られる
送信スペクトルを並べ換えるための並べ替え方法を設定する（ステップＳ 45 ）。並べ替
え方法の設定は、例えば図１の送信スペクトル並べ替え制御部１８で行われる。
【０１８０】
送信スペクトル並べ替え制御部１８は、再送要求信号を受信する度に、数種類の並べ替え
方法から一つを選択する。選択方法は、例えば再送要求信号を受信する度に、数種類の並
べ替え方法を順番に使う方法や、または数種類の並べ替え方法をランダムに使う方法など
が挙げられる。
【０１８１】
基地局は再送スペクトル信号に設定した並べ替え方法で並べ替えを行い（ステップＳ 41）
、再送ＯＦＤＭデータシンボルを生成する（ステップＳ 9 ）。基地局は再送ＯＦＤＭデー
タシンボルを送信し（ステップＳ 10）、無線端末は再送ＯＦＤＭデータシンボルを受信す
る（ステップＳ 11）。
【０１８２】
無線端末は、受信スペクトルを並べ替えて（ステップＳ 42）、誤り検出を行う（ステップ
Ｓ 13）。誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に送信する（ステップＳ
5 ）。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に送信して、受信が完了
する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号を基地局に送信しな
くとも構わない。
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【０１８３】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列を変調して得られるス
ペクトルに対して、再送要求信号の受信回数に応じた並べ替えを行うことによって、再送
時のＯＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上させることにより再送時
の伝送誤りの軽減させることが可能となる。
【０１８４】
図１３は本発明の他の実施の形態を示すフローチャートである。図１３において図１１と
同一のステップには同一符号を付して説明を省略する。なお、本実施の形態においても無
線通信システムの再送制御方法を実現するための基地局及び無線端末としては、図１０と
同一構成のものを用いることができる。
【０１８５】
本実施の形態においても送信データの並べ替え方法及び受信データの並べ替え方法のみが
図１１の再送制御方法と異なる。即ち、本実施の形態においては、ステップＳ 48を付加し
ており、図１０において送信スペクトル並べ替え制御部１８及び受信スペクトル並べ替え
制御部２０の動作のみが異なることになる。
【０１８６】
まず、基地局及び無線端末におけるＯＦＤＭデータシンボルの送信方法について説明する
。
【０１８７】
例えば図１０のＯＦＤＭ受信部３で再送要求信号が検出されると、再送ディジタルデータ
系列は再度変調部４に入力されて送信スペクトルに変換され、送信スペクトル並べ替え部
１７に供給される。本実施の形態においては、送信スペクトル並べ替え制御部１８は、送
信スペクトル並べ替え部１７に入力されるＯＦＤＭデータシンボルが再送前のものと同一
であるか否かを検出することができるようになっている。送信スペクトル並べ替え制御部
１８は、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送要求信号の受信回数に応じて再送デー
タ系列を変調して得られる送信スペクトルの並べ替え方法の設定を行う。例えば送信スペ
クトル並べ替え制御部１８は、あらかじめ複数の並べ替え方法を用意し、同一ＯＦＤＭデ
ータシンボルの再送要求信号の受信回数に対応した並べ替え方法を選択する。
【０１８８】
次に、図１３の再送制御方法における基地局及び無線端末の受信方法について説明する。
【０１８９】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルがＯＦＤＭデータシンボル（Ａｃｋ、Ｎａｃｋ以
外）であるとすると、受信ＯＦＤＭデータシンボルは、ＯＦＤＭ受信部３でスペクトル信
号に変換された後に、受信スペクトル並べ替え部１９に供給される。受信スペクトルは、
受信スペクトル並べ替え制御部２０で指定された並べ替え方法によって、並べ替えが行わ
れる前の元の並び順のスペクトルに変換される。この受信スペクトルが復調部８で復調さ
れ、受信ディジタルデータ系列が得られる。
【０１９０】
アンテナ７で受信したＯＦＤＭシンボルが再送要求信号である場合、ＯＦＤＭ受信部３又
は復調部８が出力するディジタルデータ系列などによって、同一のディジタルデータ系列
に対する何度目の再送要求信号であるかが分かる。再送要求信号が受信されると、ディジ
タルデータ系列を変調して得られるスペクトルは、再送要求信号に応じた並べ替えが行わ
れた後、ＯＦＤＭ送信部５でＯＦＤＭデータシンボルに変換されて送信される。
【０１９１】
次に、このように構成された実施の形態の作用について図１３を参照して説明する。
【０１９２】
図１３を用いて基地局からＯＦＤＭデータシンボルを送信し、無線端末がＯＦＤＭデータ
シンボルを受信する場合の再送制御方法の一例について説明する。
【０１９３】
基地局でＯＦＤＭデータシンボルが生成される（ステップＳ 1 ）と、基地局はＯＦＤＭデ
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ータシンボルを無線端末に対して送信する（ステップＳ 2 ）。無線端末はＯＦＤＭデータ
シンボルを受信する（ステップＳ 3 ）と、ＯＦＤＭデータシンボルの誤り検出を行う（ス
テップＳ 4 ）。
【０１９４】
受信ＯＦＤＭデータシンボルに誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に
送信する（ステップＳ 5 ）。誤りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に
送信し、受信が完了する（ステップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号
を基地局に送信しなくても構わない。
【０１９５】
一方、基地局は、再送要求信号を受信すると（ステップＳ 7 ）、再送データ系列を変調し
て得られる送信スペクトルの並べ替え方法の設定を行う。本実施の形態においては、同一
ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送要求信号の受信回数に応じて再送データ系列を変調
して得られる送信スペクトルの並べ替え方法を設定する（ステップＳ 48）。
【０１９６】
並べ替えの設定は、例えば図１０の送信スペクトル並べ替え制御部１８で行われる。送信
スペクトル並べ替え制御部１８は、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送回数に対応
する並べ替え方法を予め用意し、その中から同一ＯＦＤＭデータシンボルの再送回数に対
応する並べ替え方法を選択する。
【０１９７】
基地局は再送データ系列に設定した並べ替えを行って（ステップＳ 41）、再送ＯＦＤＭデ
ータシンボルを生成する（ステップＳ 9 ）。基地局は再送ＯＦＤＭデータシンボルを送信
し（ステップＳ 10）、無線端末は再送ＯＦＤＭデータシンボルを受信する（ステップＳ 11
）。無線端末は、受信再送ディジタルデータ系列を並べ替えて（ステップＳ 42）元のデー
タを復元し、誤り検出を行う（ステップＳ 13）。
【０１９８】
誤りが検出されると、無線端末は再送要求信号を基地局に送信する（ステップＳ 5 ）。誤
りが検出されない場合は、無線端末は確認信号を基地局に送信し、受信が完了する（ステ
ップＳ 6 ）。ただし誤りが検出されない場合には確認信号を基地局に送信しなくとも構わ
ない。
【０１９９】
このように、本実施の形態においては、再送ディジタルデータ系列を変調して得られる送
信スペクトルに対して、同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送要求信号の受信回数に
応じて異なる並べ替え方法を選択することによって、再送時のＯＦＤＭ時間波形の振幅変
動を抑圧し、送信平均電力を向上させることにより再送時の伝送誤りの軽減させることが
可能となる。また同一ＯＦＤＭデータシンボルに対する再送要求毎に再送ＯＦＤＭ時間波
形の平均送信電力が変化するため、送信平均電力を向上させることにより再送時の伝送誤
りの軽減させることが可能となる。
【０２００】
【発明の効果】
以上説明したように本発明の請求項１，８によれば、データの再送時にＯＦＤＭ時間波形
を異なるものとしているので、ＯＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向
上させることにより再送時の伝送誤りを軽減してスループットを向上させることができる
という効果を有し、
また、本発明の請求項２によれば、再送毎にスクランブル系列を換えてデータ系列にスク
ランブルを掛けているので、ＯＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上
させることにより再送時の伝送誤りを軽減してスループットを向上させることができると
いう効果を有し、
また、本発明の請求項４によれば、再送毎にデータ系列の並べ替えを行っているので、Ｏ
ＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上させることにより再送時の伝送
誤りを軽減してスループットを向上させることができるという効果を有し、
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また、本発明の請求項６によれば、再送毎にデータ系列を変調して得たスペクトル信号を
並べ替えているので、ＯＦＤＭ時間波形の振幅変動を抑圧し、送信平均電力を向上させる
ことにより再送時の伝送誤りを軽減してスループットを向上させることができるという効
果を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る再送制御装置の一実施の形態を示すブロック図。
【図２】本発明に係る再送制御方法の一実施の形態を示すフローチャート。
【図３】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。
【図４】本発明の他の実施の形態を示すフローチャート。
【図５】本発明の他の実施の形態を示すフローチャート。
【図６】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。
【図７】本発明の他の実施の形態を示すフローチャート。
【図８】本発明の他の実施の形態を示すフローチャート。
【図９】本発明の他の実施の形態を示すフローチャート。
【図１０】本発明の他の実施の形態を示すブロック図。
【図１１】本発明の他の実施の形態を示すフローチャート。
【図１２】本発明の他の実施の形態を示すフローチャート。
【図１３】本発明の他の実施の形態を示すフローチャート。
【符号の説明】
１…スクランブル部、２…スクランブル制御部、３…ＯＦＤＭ受信部、４…変調部、５…
ＯＦＤＭ送信部、８…復調部、９…デスクランブル部、１０…デスクランブル制御部
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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 】
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