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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための方法であって、
　送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信することと、
　復号された第１のデータを前記第１の信号から抽出することと、
　前記復号された第１のデータを他の受信データと有効に相関可能な状態に変換すること
と、ここで、前記変換することは、前記復号された第１のデータを少なくとも符号化及び
変調することに基づいて第３の信号を生成することを含む、
　前記第２の信号を復調して第２のシンボルを生成することと、
　前記第３の信号を前記第２のシンボルと相関させることと、
を備え、
　前記相関させることは、前記第３の信号の少なくとも一部を前記第２のシンボルの少な
くとも一部と比較することを備え、
　前記第３の信号を前記生成することは、前記復号された第１のデータをスクランブリン
グすることをさらに備える、方法。
【請求項２】
　前記復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを前記
送信機に送信することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定することをさらに備え



(2) JP 5980506 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

る請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回る場合は前記肯定応答メッセージを
前記送信機に再送信することをさらに備える請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、
　　前記第２のシンボルを復号することと、
　　前記復号された第２のシンボルに対するデータ検査を行うことと、
　　前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格した場合は第２の肯定応答メ
ッセージを前記送信機に送信することと、
　　前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格しない場合は否定応答メッセ
ージを送信することと、
をさらに備える請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記抽出することは、前記第１の信号を復調することと復号することとを備える請求項
１に記載の方法。
【請求項７】
　前記送信機は、アクセスポイントを備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記送信機は、アクセス端末を備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための無線デバイスであって
、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子的に通信するメモリと、
　前記メモリに格納された命令と、を備え、前記命令は、
　　送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信する、
　　復号された第１のデータを前記第１の信号から抽出する、
　　前記復号された第１のデータを他の受信データと有効に相関可能な状態に変換する、
ここで、前記変換することは、前記復号された第１のデータを少なくとも符号化及び変調
することに基づいて第３の信号を生成することを含む、
　　前記第２の信号を復調して第２のシンボルを生成する、及び
　　前記第３の信号を前記第２のシンボルと相関させる
　ように前記プロセッサによって実行可能であり、
　相関させるために実行可能な前記命令は、前記第３の信号の少なくとも一部を前記第２
のシンボルの少なくとも一部と比較するために実行可能な命令を備え、
　前記第３の信号を生成するために実行可能な前記命令は、前記復号された第１のデータ
をスクランブリングするために実行可能な命令をさらに備える、無線デバイス。
【請求項１０】
　前記復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを前記
送信機に送信するために実行可能な命令をさらに備える請求項９に記載の無線デバイス。
【請求項１１】
　前記相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定するために実行可能な
命令をさらに備える請求項１０に記載の無線デバイス。
【請求項１２】
　前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回る場合は前記肯定応答メッセージを
前記送信機に再送信するために実行可能な命令をさらに備える請求項１１に記載の無線デ
バイス。
【請求項１３】
　前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、
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　　前記第２のシンボルを復号する、
　　前記復号された第２のシンボルに対するデータ検査を行う、
　　前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格した場合は第２の肯定応答メ
ッセージを前記送信機に送信する、及び
　　前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格しない場合は否定応答メッセ
ージを送信する
ように実行可能な命令をさらに備える請求項１１に記載の無線デバイス。
【請求項１４】
　抽出するために実行可能な前記命令は、前記第１の信号を復調及び復号するために実行
可能な命令を備える請求項９に記載の無線デバイス。
【請求項１５】
　前記無線デバイスは、アクセスポイントである請求項９に記載の無線デバイス。
【請求項１６】
　前記無線デバイスは、アクセス端末である請求項９に記載の無線デバイス。
【請求項１７】
　無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための無線デバイスであって
、
　送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信するための手段と、
　復号された第１のデータを前記第１の信号から抽出するための手段と、
　　前記復号された第１のデータを他の受信データと有効に相関可能な状態に変換するた
めの手段と、ここで、前記変換することは、前記復号された第１のデータを少なくとも符
号化及び変調することに基づいて第３の信号を生成することを含む、
　前記第２の信号を復調して第２のシンボルを生成するための手段と、
　前記第３の信号を前記第２のシンボルと相関させるための手段と、を備え、
　相関させるための前記手段は、前記第３の信号の少なくとも一部を前記第２のシンボル
の少なくとも一部と比較するための手段を備え、
　前記第３の信号を生成するための前記手段は、前記復号された第１のデータをスクラン
ブリングするための手段をさらに備える、無線デバイス。
【請求項１８】
　前記復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを前記
送信機に送信するための手段をさらに備える請求項１７に記載の無線デバイス。
【請求項１９】
　前記相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定するための手段をさら
に備える請求項１８に記載の無線デバイス。
【請求項２０】
　前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回る場合は前記肯定応答メッセージを
前記送信機に再送信するための手段をさらに備える請求項１９に記載の無線デバイス。
【請求項２１】
　前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、
　　前記第２のシンボルを復号するための手段と、
　　前記復号された第２のシンボルに対するデータ検査を行うための手段と、
　　前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格した場合は第２の肯定応答メ
ッセージを前記送信機に送信するための手段と、
　　前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格しない場合は否定応答メッセ
ージを送信するための手段と、
をさらに備える請求項１９に記載の無線デバイス。
【請求項２２】
　抽出するための前記手段は、前記第１の信号を復調及び復号するための手段を備える請
求項１７に記載の無線デバイス。
【請求項２３】
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　無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するためのコンピュータプログラ
ムであって、
　送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信するための符号と、
　復号された第１のデータを前記第１の信号から抽出するための符号と、
　前記復号された第１のデータを他の受信データと有効に相関可能な状態に変換するため
の符号と、ここで、前記変換することは、前記復号された第１のデータを少なくとも符号
化及び変調することに基づいて第３の信号を生成することを含む、
　前記第２の信号を復調して第２のシンボルを生成するための符号と、
　前記第３の信号を前記第２のシンボルと相関させるための符号と、
を備え、
　相関させるための前記符号は、前記第３の信号の少なくとも一部を前記第２のシンボル
の少なくとも一部と比較するための符号とを備え、
　前記第３の信号を生成するための前記符号は、前記復号された第１のデータをスクラン
ブリングするための符号をさらに備える、コンピュータプログラム。
【請求項２４】
　前記復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを前記
送信機に送信するための符号をさらに備える請求項２３に記載のコンピュータプログラム
。
【請求項２５】
　前記相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定するための符号をさら
に備える請求項２４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２６】
　前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回る場合は前記肯定応答メッセージを
前記送信機に再送信するための符号をさらに備える請求項２５に記載のコンピュータプロ
グラム。
【請求項２７】
　前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、
　　前記第２のシンボルを復号するための符号と、
　　前記復号された第２のシンボルに対するデータ検査を行うための符号と、
　　前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格した場合は第２の肯定応答メ
ッセージを前記送信機に送信するための符号と、
　　前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格しない場合は否定応答メッセ
ージを送信するための符号と、
をさらに備える請求項２５に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２８】
　抽出するための前記符号は、前記第１の信号を復調及び復号するための符号を備える請
求項２３に記載のコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本特許出願は、アルナバ・チョドゥリ、ヘマンス・サンパス、ラグＮ．チャラ、ラビ・
パランキ及びスニル・クマル・カンデゥクリを発明者とする、“Method and System for 
ACK-to-NAK Detection”（ＡＣＫ－ＮＡＣＫの検出のための方法及びシステム）に関する
米国仮特許出願一連番号第６１／０３９，７７８号（出願日：２００８年３月２６日）に
関するものであり、該米国仮特許出願一連番号第６１／０３９，７７８号（出願日：２０
０８年３月２６日）からの優先権を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、概して、通信システムに関するものである。本開示は、より具体的には、無
線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信することに関するものである。
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【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、世界中の多くの人々が通信をするようになってきている重要な手
段になっている。無線通信システムは、数多くのアクセス端末のために通信を提供するこ
とができ、これらのアクセス端末の各々に対しては、アクセスポイントによってサービス
を提供することができる。
【０００４】
　アクセス端末は、アップリンク及びダウンリンクにおける送信を介して１つ以上のアク
セスポイントと通信することができる。アップリンク（又は逆方向リンク）は、アクセス
端末からアクセスポイントへの通信リンクを意味し、ダウンリンク（又は順方向リンク）
は、アクセスポイントからアクセス端末への通信リンクを意味する。
【０００５】
　無線通信システムの資源（例えば、帯域幅及び送信電力）は、複数のアクセス端末間で
共有することができる。様々な多元接続技法が知られており、符号分割多元接続（ＣＤＭ
Ａ）と、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）と、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）と、直交周波
数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）と、単一搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）と
、等を含む。
【発明の概要】
【０００６】
　無線通信システムの動作に関連する改良された方法及び装置によって利益を実現するこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、ここにおいて開示される方法を利用することができる無線通信システム
を示したブロック図である。
【図２Ａ】図２Ａは、肯定応答メッセージを送信及び受信するためのシステムを示したシ
ーケンス図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、肯定応答メッセージを送信及び受信するためのシステムを示した他
のシーケンス図である。
【図３】図３は、ＡＣＫをＮＡＣＫと誤解するシステムを示したシーケンス図である。
【図４】図４は、無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するためのシステ
ムを示したブロック図である。
【図５】図５は、無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するためのシステ
ムを示した他のブロック図である。
【図６】図６は、無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための方法を
示した流れ図である。
【図６Ａ】図６Ａは、図６の方法に対応する手段プラス機能ブロックを示している。
【図７】図７は、無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを受信するための方法を
示した流れ図である。
【図７Ａ】図７Ａは、図７の方法に対応する手段及び機能ブロックを示している。
【図８】図８は、無線デバイス内に含めることができる一定の構成要素を示している。
【詳細な説明】
【０００８】
　無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための方法が開示される。第
１の信号が、送信機から第２の信号を受信する前に、受信される。復号された第１のデー
タが第１の信号から抽出される。復号された第１のデータを符号化及び変調することによ
って第３の信号が生成される。第２の信号が復調されて第２のシンボルが生成される。第
３の信号及び第２のシンボルが相関される。
【０００９】
　復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを送信機に



(6) JP 5980506 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

送信することもできる。相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定する
こともできる。相関が予め定義されたスレショルドを上回る場合は肯定応答メッセージを
送信機に再送信することができる。
【００１０】
　一構成においては、相関が予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、第２のシ
ンボルを復号することができ、復号された第２のシンボルに対してデータ検査を行うこと
ができ、復号された第２のシンボルがデータ検査に合格した場合は第２の肯定応答メッセ
ージを送信機に送信することができる。復号された第２のシンボルがデータ検査に合格し
ない場合は否定応答メッセージを送信することができる。
【００１１】
　抽出することは、第１の信号を復調することと復号することとを含むことができる。生
成することは、復号された第１のデータをスクランブリングすることを含むことができる
。相関させることは、第３の信号の少なくとも一部を第２のシンボルの少なくとも一部と
比較することを含むことができる。送信機は、アクセスポイント又はアクセス端末を含む
ことができる。
【００１２】
　無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための無線デバイスも開示さ
れる。無線デバイスは、プロセッサと、そのプロセッサと電子的に通信するメモリと、を
含む。メモリには実行可能な命令が格納される。命令は、送信機から第２の信号を受信す
る前に第１の信号を受信するために実行可能である。命令は、復号された第１のデータを
第１の信号から抽出するためにも実行可能である。命令は、復号された第１のデータを符
号化及び変調することによって第３の信号を生成するためにも実行可能である。命令は、
第２の信号を復調して第２のシンボルを生成するためも実行可能である。命令は、第３の
信号を第２のシンボルと相関させるためにも実行可能である。
【００１３】
　無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための無線デバイスも開示さ
れる。無線デバイスは、送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信するため
の手段を含む。無線デバイスは、復号された第１のデータを第１の信号から抽出するため
の手段も含む。無線デバイスは、復号された第１のデータを符号化及び変調することによ
って第３の信号を生成するための手段も含む。無線デバイスは、第２の信号を復調して第
２のシンボルを生成するための手段も含む。無線デバイスは、第３の信号を第２のシンボ
ルと相関させるための手段も含む。
【００１４】
　無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するためのコンピュータプログラ
ム製品も開示される。コンピュータプログラム製品は、命令を有するコンピュータによっ
て読み取り可能な媒体を備える。命令は、送信機から第２の信号を受信する前に第１の信
号を受信するための符号を含む。命令は、復号された第１のデータを第１の信号から抽出
するための符号も含む。命令は、復号された第１のデータを符号化及び変調することによ
って第３の信号を生成するための符号も含む。命令は、第２の信号を復調して第２のシン
ボルを生成するための符号も含む。命令は、第３の信号を第２のシンボルと相関させるた
めの符号も含む。
【００１５】
　図１は、ここにおいて開示される方法を利用することができる無線通信システム１００
を示すブロック図である。無線通信システム１００は、各々が複数のアンテナグループを
含むことができる１つ以上のアクセスポイント（ＡＰ）１０２を含むことができる。例え
ば、ＡＰ１０２は、２つのアンテナグループ、すなわち、第１のアンテナ１０６ａと第２
のアンテナ１０６ｂとを含む第１のグループ１０６、及び第３のアンテナ１０８ａと第４
のアンテナ１０８ｂとを含む第２のグループ１０８、を含むことができる。構成は、２つ
のアンテナを有する各アンテナグループを示すが、各アンテナグループにはそれよりも多
い又は少ない数のアンテナを含めることができる。
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【００１６】
　無線通信システム１００は、第１のアンテナグループ１０６と通信する第１のアクセス
端末（ＡＴ）１０４ａを含むこともでき、第１のアンテナ１０６ａ及び第２のアンテナ１
０６ｂは、第１の順方向リンク１１０ａにおいて第１のアクセス端末１０４ａに情報を送
信し及び第１の逆方向リンク１１２ａにおいて第１のアクセス端末１０４ａから情報を受
信する。同様に、無線通信システム１００は、第２のアンテナグループ１０８と通信する
第２のアクセス端末（ＡＴ）１０４ｂを含むこともでき、第３のアンテナ１０８ａ及び第
４のアンテナ１０８ｂは、第２の順方向リンク１１０ｂにおいて第２のアクセス端末１０
４ｂに情報を送信し及び第２の逆方向リンク１１２ｂにおいて第２のアクセス端末１０４
ｂから情報を受信する。無線通信システム１００においては、順方向通信リンク１１０は
、逆方向通信リンク１１２と異なる周波数を通信のために用いることができる。
【００１７】
　システム１００は、データ送信の誤り制御のために自動再送要求（ＡＲＱ）又はハイブ
リッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）を用いることができる。ＡＰ１０２及びＡＴ１０４は、受信さ
れたデータに基づいて一連の肯定応答信号（ＡＣＫ）又は否定応答信号（ＮＡＣＫ）を交
換することができる。
【００１８】
　アップリンク１１２データチャネルは、プライマリアップリンク共有チャネル（ＰＵＳ
ＣＨ）と呼ぶことができ、ダウンリンク１１０における対応するＡＣＫは、プライマリＨ
ＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）と呼ぶことができる。さらに、ダウンリンク
１１０におけるデータは、プライマリダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）と呼ぶこ
とができ、アップリンク１１２における対応するＡＣＫは、ＰＵＳＣＨ又はプライマリア
ップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）において送信することができる。
【００１９】
　ここにおいて用いられる場合において、用語“アクセス端末”は、無線通信システムに
おける音声及び／又はデータ通信に関して用いることができる電子デバイスを意味する。
アクセス端末１０４の例は、携帯電話と、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）と
、ハンドヘルドデバイスと、無線モデムと、ラップトップコンピュータと、パーソナルコ
ンピュータと、等を含む。アクセス端末１０４は、代替として、加入者局、モバイル端末
、移動局、遠隔局、ユーザ端末、端末、加入者ユニット、モバイルデバイス、無線デバイ
ス、ユーザ装置（ＵＥ）、又はその他の同様の用語で呼ぶことができる。用語“アクセス
ポイント”は、固定された場所に設置されてアクセス端末１０４と通信するために用いら
れる無線通信局を意味する。アクセスポイント１０２は、代替として、基地局、ノードＢ
、エボルブド（ｅｖｏｌｖｅｄ）ノードＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ、又はその他の同様の
用語で呼ぶことができる。さらに、用語“送信機”は、データを送信することが可能ない
ずれかの電子デバイスを意味することができ、及びＡＰ１０２又はＡＴ１０４のいずれか
を意味することができる。
【００２０】
　各アンテナグループ１０６、１０８及び／又はこれらのアンテナが通信するように設計
されているエリアは、ＡＰ１０２のセクターとしばしば呼ばれる。例示される構成におい
ては、アンテナグループ１０６、１０８は、セクター内のすべてのＡＴ１０４に対して通
信するように設計することができる。換言すると、各アンテナグループ１０６、１０８は
、地理上のエリア内のすべてのＡＴ１０４と通信するのを担当することができる。
【００２１】
　順方向リンク１１０において通信するときには、送信アンテナは、ＡＴ１０４における
信号対雑音比を向上させるためにビーム形成を利用することができる。さらに、ＡＰ１０
２は、干渉を最小限に抑えるためにカバレッジ全体に無作為に散在するＡＴ１０４と通信
するときにビーム形成を用いることができる。
【００２２】
　無線通信システム１００は、２つ以上のＡＰ１０２と、２つのＡＴ１０４よりも多い又
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は少ない数のＡＴ１０４と、を含むことができるに注目すべきである。さらに、ＡＰ１０
２は、あらゆる適切なチャネルアクセス法、例えば、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、
符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）、等を用いて通
信することができる。
【００２３】
　システム１００は、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に準じたロン
グタームエボリューション（ＬＴＥ）システムであることができる。従って、システム１
００は、非同期ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）をダウンリンク１１０において用いるこ
とができる。各再送信を割り当てることができる。これは、新たなパケットが開始してい
るかどうかをＡＴ１０４が承知していることができるためＡＣＫ及びＮＡＣＫの検出を有
する必要性を低減させることができる。しかしながら、システム１００アップリンク１１
２においては、同期ＨＡＲＱを用いることができる。従って、本システム及び方法は、Ａ
Ｐ１０２において有益であることができる。従って、本システム及び方法は、ＡＴ１０４
と関係させて説明されるが、ＡＰ１０２において用いることができる。
【００２４】
　図２Ａは、肯定応答メッセージを送信及び受信するためのシステムを示したシーケンス
図２００ａである。システムは、１つ以上のアクセスポイント２０２ａと、１つ以上のア
クセス端末２０４ａとを含むことができ、及びデータ送信の誤り制御のために自動再送要
求（ＡＲＱ）又はハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）を用いることができる。ＡＰ２０２ａ
は、第１のデータ２２８、例えば第１のパケット、をＡＴ２０４ａに送信することができ
る。成功裏に受信された場合は、ＡＴ２０４ａは、肯定応答メッセージ（ＡＣＫ）２３０
をＡＰ２０２ａに送信することによって応答することができる。ＡＣＫ２３０は、ＡＴ２
０４ａによってＡＰ２０２ａに送信された、ＡＴ２０４ａが第１のデータ２２８を成功裏
に受信したことを示すメッセージであることができる。ＡＣＫ２３０がＡＰ２０２ａによ
って正確に解釈された場合は、ＡＰ２０２ａは、第２のデータ２３２、例えば第２のパケ
ット、をＡＴ２０４ａに送信することができる。ＡＴ２０４ａが第２のデータ２３２を成
功裏に受信した場合は、ＡＴ２０４ａは、他のＡＣＫ２３４をＡＰ２０２ａに送信するこ
とができる。このプロセスは、ＡＰ２０２ａからＡＴ２０４ａへのすべての成功裏のデー
タ送信、例えばパケット送信、に関して繰り返すことができる。
【００２５】
　図２Ｂは、肯定応答メッセージを送信及び受信するためのシステムを示した他のシーケ
ンス図２００ｂである。システムは、データ送信の誤り制御のためにＡＲＱ又はＨＡＲＱ
を用いることもできる。上述されるように、ＡＰ２０２ｂは、第１のデータ２３６、例え
ば第１のパケット、をＡＴ２０４ｂに送信することができる。しかしながら、ＡＴ２０４
ｂは、第１のデータ２３６を成功裏に受信できないことがある。そのような場合において
は、ＡＴ２０４ｂは、否定応答メッセージ（ＮＡＣＫ）２３８をＡＰ２０２ｂに送信する
ことによって応答することができる。ＮＡＣＫ２３８は、ＡＴ２０４ａによってＡＰ２０
２ｂに送信された、ＡＴ２０４ｂが第１のデータ２３６を成功裏に受信しなかったことを
示すメッセージであることができる。ＮＡＣＫ２３８を受信した時点で、ＡＰ２０２ｂは
、第１のデータ２４０をＡＴ２０４ｂに再送信することができる。代替として、システム
がＨＡＲＱを使用する場合は、ＡＰ２０２ｂは、第１のデータ２３６に含まれる同じデー
タパケットの次の増分（ｎｅｘｔ　ｉｎｃｒｅｍｅｎｔ）を送信することができる。第１
のデータ２４０は、予め決められた回数だけ又はＡＣＫ２３０が送信中の第１のデータ２
３６に応答して受信されるまで再送信することができる。
【００２６】
　しかしながら、動作において、図２Ａ及び２Ｂのシステムは、問題に直面する可能性が
ある。具体的には、ＡＴ２０４ａによって送信されたＡＣＫ２３０がＡＰ２０２ａにおい
て誤ってＮＡＣＫ２３８として復号された場合は、ＡＰ２０２ａは、同じ第１のデータパ
ケット２２８を再送信することができる。ＨＡＲＱの場合は、ＡＰ２０２ａは、同じデー
タパケットの次の増分を送信することができる。換言すると、ＡＰ２０２ａは、第１のデ
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ータ２２８が最初にＡＴ２０４ａによって正確に受信された場合でも、第１のデータ２２
８を誤って再送信することが時々ある。これは、ネットワーク資源の浪費になるおそれが
ある。本システム及び方法は、ＡＴ２０４ａにおいてこの問題を検出し、ＡＣＫ２３０に
かかわらず第１のデータ２２８が再送信された場合はＡＣＫ２３０を再送信することがで
きる。ここにおいて示される幾つかの構成においては、ＡＣＫ２３０は、短縮された時間
で送信することができる。第１のデータ２２８が誤って再送信された場合は、ＡＴ２０４
ａは、これを素早く認識し、再送信された第１のデータ２２８に関して最小限の処理を行
うことでＡＣＫ２３０を再送信することができる。これは、ＡＣＫ２３０を素早く再送信
して第２のデータ２３２を送信できるようにすることで、デバイス及びネットワークの効
率を向上させること、及びユーザ体験を向上させることができる。
【００２７】
　図３は、ＡＣＫ３４４をＮＡＣＫと誤解するシステムを示したシーケンス図３００であ
る。ＡＰ３０２は、第１のデータ３４２をＡＴ３０４に送信することができる。成功裏に
受信された場合は、ＡＴ３０４は、ＡＣＫ３４４をＡＰ３０２に送信することによって応
答することができる。しかしながら、ＡＰ３０２は、ＡＴ３０４からＡＰ３０２への信号
の劣化又はその他の崩壊に起因して、又は幾つかのその他の原因で、ＡＣＫ３４４をＮＡ
ＣＫとして誤って解釈する可能性がある。ＡＰ３０２は、認識されたＮＡＣＫに基づき、
第１のデータ３４６を再送信してＡＴ３０４に戻すことができる。代替として、ＨＡＲＱ
の場合は、ＡＰ３０２は、同じデータパケットの次の増分を送信することができる。この
偽りのＮＡＣＫ誤りの交換は、継続されてＡＰ３０２及びＡＴ３０４の両方を立ち往生さ
せる（deadlock）可能性がある。
【００２８】
　図４は、無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するためのシステム４０
０を示すブロック図である。図４の最上部のシーケンス図は、図３のシーケンス図３００
と同様であることができ、すなわち、ＡＰ４０２は、第１のデータ４４２を送信し、ＡＣ
Ｋ４４４をＮＡＣＫであると誤って解釈し、第１のデータ４４６を再送信する。図４にお
いては、ＡＰ４０２から信号を受信し、ＡＣＫ又はＮＡＣＫをＡＰ４０２に戻すＡＴ４０
４が示される。しかしながら、本システム及び方法は、ＡＰ４０２がＡＴ４０４から信号
を受信し及びＡＣＫ又はＮＡＣＫをＡＴ４０４に戻すときにも同じく適用可能である。
【００２９】
　図４の最下部におけるブロック図は、受信されたデータに対してＡＴ４０４によって行
われる処理を示す。ＡＴ４０４は、第１のデータ４４２を第１の信号４４８として受信す
ることができる。第１の信号４４８は、復調器４５６と、復号器４６０と、巡回冗長検査
（ＣＲＣ）モジュール４６４と、を含むことができる受信経路４５２によって処理するこ
とができる。第１の信号４４８は、復調器４５６によって第１のシンボル４５４に復調す
ることができる。復調器４５６は、あらゆる適切な技法を用いることができ、該技法は、
第１の信号４４８を変調するために用いられた技法、例えば、直交振幅変調（ＱＡＭ）、
四位相偏移変調（ＱＰＳＫ）等、に対応することができる。第１のシンボル４５４は、復
号器４６０によって復号して復号された第１のデータ４５８にすることができる。復号器
４６０は、あらゆる適切な技法を用いることができ、該技法は、第１の信号４４８を符号
化するために用いられた技法、例えば、ターボ符号、ビテルビ符号、等、に対応すること
ができる。復号された第１のデータ４５８は、ＣＲＣモジュール４６４によって検査し、
受信された第１の信号４４８内に何らかの誤りが存在するかどうかを決定することができ
る。誤りが存在しない場合は、ＡＴ４０４は、ＡＣＫ４４４をＡＰ４０２に送信すること
ができる。誤りが存在する場合は、ＡＴ４０４は、ＮＡＣＫをＡＰ４０２に送信すること
ができる。受信経路４５２において行われる処理は、ＡＰ２０２からの受信された信号に
共通することができる。換言すると、すべての受信されたパケットを復調し４５６、復号
し４６０、及びＡＴ４０４によって用いることが可能かどうかをＣＲＣモジュール４６４
によって検査することができる。
【００３０】
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　ここにおいてはＣＲＣ検査を行うことに言及されているが、データが変化しているか又
は変更されているかどうかを決定するためのその他のデータ検査手段を用いることができ
る。用語データ検査は、ここにおいては、ＣＲＣ検査又はデータ／信号の完全性を検査す
るためのその他の方法を意味するために用いられるより一般的な用語であることができる
。データ／信号の完全性を検査するために用いることができるその他の手段は、パリティ
符号又はその他のブロック符号を用いることを含むが、それに限定されない。
【００３１】
　復号されたデータ４５８は、符号器４７０と、データスクランブラ４７４と、変調器４
７８、とを含む送信経路４６６によって処理することができる。送信経路４６６において
行われる処理は、通常は、受信されたデータには適用することができないが、本システム
及び方法においては、復号された第１のデータ４５８をその他の受信されたデータと有効
に相関させることが可能な状態に変換するために適用することができる。換言すると、第
１の信号４４８は、第２の信号４５０がＡＴ４０４によって受信されるまでに受信経路４
５２によって処理して復号されたデータ４５８にすることができる。従って、第１の信号
４４８は、第２の信号４５０がＡＴ４０４に到着したときには第２の信号４５０との相関
のための適切な形で入手できないことがある。従って、ＡＣＫ４４４又はＮＡＣＫをＡＰ
４０２に送信する前に第２の信号４５０を第１の信号４４８の再送信として又は新しく送
信される信号として完全に処理する（すなわち、復調、復号、及びＣＲＣ検査する）ので
はなく、ＡＴ４０４は、復号された第１のデータ４５８を送信経路４６６を通じて送信し
て第３の信号４７６を生成することができる。換言すると、本システム及び方法は、ＡＴ
４０４が第２の信号４５０を完全に処理しなければならないのを防止することができ、第
２の信号４５０を完全に処理しなければならないことは、受信機（例えばＡＴ４０４）に
よる処理負荷を２倍にする可能性がある。ＡＴ４０４は、第２の信号４５０を第２のシン
ボル４８０に復調し、第３の信号４７６を第２のシンボル４８０と相関させることができ
る。復号されたデータ４５８から第３の信号４７６を生成するために、符号器４７０は、
復号されたデータを符号化して第１のシンボル４６８にすることができる。データスクラ
ンブラ４７４は、第１のシンボル４６８をスクランブリングしてスクランブリングされた
第１のシンボル４７２にすることができ、変調器４７８は、スクランブリングされた第１
のシンボル４７２を変調して第３の信号４７６にすることができる。代替として、第１の
シンボル４６８は、スクランブリングすることができず、代わりに符号化直後に変調する
ことができる。送信経路４６６による処理は、第２のシンボル４８０が復号器４６０によ
って２回復号されるのを待つよりも高速でかつ低プロセッサ集約性とすることができる。
【００３２】
　第３の信号４７６及び第２のシンボル４８０は、相関モジュール４８２に入力すること
ができる。相関モジュール４８２は、第３の信号４７６及び第２のシンボル４８０の類似
性を決定するためにあらゆる適切な技法を用いることができる。換言すると、相関モジュ
ール４８２は、第３の信号４７６を第２のシンボル４８０と相関させることによって第１
の信号４４８が第２の信号４５０と同じであるかどうかを決定するのを試みることができ
る。第３の信号４７６は、第１の信号４４８の複製であることができる。これらの信号が
同じである場合は、これは、ＡＰ４０２がＡＣＫ４４４を正確に受信していないこと、及
び第１の信号４４８は同一であって既に処理されているため第２の信号４５０を復号する
必要がないことを示すことができる。従って、第３の信号４７６及び第２のシンボル４８
０を相関させることによって、ＡＴ４０４は、第２の信号４５０を不必要に復号するのを
回避することができ、このことは、ＡＴ４０４におけるバッテリ電力、処理時間、その他
の資源を節約することができる。相関モジュール４８２は、限られた数のシンボルのみを
採用することができ、例えば、より多くの処理を用いることになるような第１のＮのタイ
ル内のシンボルを相関させるのとは対照的に、第３の信号４７６内の最初のＮのシンボル
を第２のシンボル４８０内の最初のＮのシンボルと相関させることができる。さらに、第
３の信号４７６を第２のシンボル４８０と相関させること、すなわち変調レベル相関、は
、その他のタイプの相関、例えば、対数尤度比（ＬＬＲ）レベル相関、よりも少ない処理
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を用いることができる。
【００３３】
　第１の信号４４８は第２の信号４５０と同じでないと相関モジュール４８２が決定した
場合は、第２のシンボル４８０は、復号器４６０によって復号してＣＲＣモジュール４６
４によって検査することができる。換言すると、（第３の信号４７６を第２のシンボル４
８０と相関させることによって決定された結果として）第１の信号４４８が第２の信号４
５０と同じでない場合は、ＡＰ４０２は、ＡＣＫ４４４を正確に受信し、旧データを再送
信するのではなく新しいデータを送信していることができる。従って、ＡＴ４０２は、Ａ
Ｔ４０２において用いるために（例えば、スピーカーでの再生、画面上での表示、等）第
２のシンボル４８０を処理することができる。
【００３４】
　図５は、無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するためのシステム５０
０を示す他のブロック図である。システム５００は、ＡＴ５０４と、ＡＰ５０２と、を含
むことができる。図５においては、ＡＴ５０４がＡＰ５０２から信号を受信し、ＡＣＫ又
はＮＡＣＫをＡＰ５０２に戻すことが示される。しかしながら、本システム及び方法は、
ＡＰ５０２がＡＴ５０４から信号を受信し及びＡＣＫ又はＮＡＣＫをＡＴ５０４に戻すと
きにも同じに適用可能である。
【００３５】
　ＡＴ５０４は、ＡＰ５０２と通信することができ、そして、ＡＲＱ又はＨＡＲＱをデー
タ送信の誤り制御のために用いることができる。ＡＴ５０４は、ＡＰ５０２からのデータ
を受信された形で表すことができる第１の信号５８４を含むことができる。換言すると、
第１の信号５８４は、ＡＴ５０４によるあらゆる処理前に受信された状態のデータである
ことができる。第２の信号５８６は、ＡＰ５０２からの直近に受信されたデータ、すなわ
ち第１の信号５８４の後に受信されたデータであることができる。第２の信号５８６がＡ
Ｔ５０４によって受信されるまでに、第１の信号５８４は、受信経路５５２ａによって、
すなわち、復調器５５６ａ、復号器５６０ａ、及びＣＲＣモジュール５６４ａを用いて、
復号された第１のデータ５８５に変換されていることがある。従って、相関モジュール５
８２を用いて第１の信号５８４及び第２の信号５８６を直接相関させるのは可能でない場
合がある。
【００３６】
　代わりに、ＡＴ５０４は、送信経路５６６ａを用いて復号された第１のデータ５８５を
処理することができる。具体的には、符号器５７０ａは、データ５８５を符号化してシン
ボルにすることでき、データスクランブラ５７４ａは、これらのシンボルをスクランブリ
ングすることができ、変調器５７８ａは、スクランブリングされた信号を変調し、相関モ
ジュール５８２によって用いることができる第３の信号５８７を提供することができる。
第３の信号５８７は、受信経路５５２ａ及び送信経路５６６ａによって処理される前は第
１の信号５８４と類似していることができる。さらに、第２の信号５８６は、復調器５５
６ａによって復調し、相関モジュール５８２によって用いることができる第２のシンボル
５８０を生成することができる。第３の信号５８７と第２のシンボル５８０との間の相関
に基づき、相関モジュールは、ＡＣＫ又はＮＡＣＫを送信することができる。より具体的
には、第３の信号５８７が第２のシンボル５８０と高度に相関している場合は、これは、
第１の信号５８４は第２の信号５８６と同じであることを示すことができる。ＡＴ５０４
は第１の信号５８４を既に受信してＣＲＣモジュール５６４ａによって検証済みであるた
め、ＡＴ５０４は、復号することなしに及びＣＲＣ検査をすることなしに第２の信号５８
６のためのＡＣＫを送信することができる。これは、ＡＴ５０４における資源を節約する
ことができ、ＡＣＫ又はＮＡＣＫを送信する前に受信経路５５２ａにおいて第２の信号５
８６を完全に処理するより高速であることができる。しかしながら、十分な相関が存在し
ない場合は、第２のシンボル５８０は、ＡＣＫ又はＮＡＣＫがＡＰ５０２に送信される前
にさらに復号すること及びＣＲＣ検査することができる。
【００３７】
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　ＡＴ５０２は、復調器５５６ｂと、復号器５６０ｂと、ＣＲＣモジュール５６４ｂとを
含む受信経路５５２ｂを含むこともできる。さらに、ＡＰ５０２は、符号器５７０ｂと、
データスクランブラ５７４ｂと、変調器５７８ｂとを含む送信経路５６６ｂを含むことも
できる。さらに、ＡＰ５０２は、受信されたＡＣＫ又はＮＡＣＫ５９０を処理することが
できるＡＣＫ／ＮＡＣＫモジュール５８８を含むこともできる。受信されたＡＣＫ又はＮ
ＡＣＫ５９０に基づき、ＡＣＫ／ＮＡＣＫモジュール５８８は、パケット５９２を再送信
することができ又は他のパケット５９２を送信することができる。換言すると、ＮＡＣＫ
が受信された場合は、ＡＰ５０２は、送信経路５６６ｂを用いて、ＡＴ５０４において既
に送信及び受信されたパケット５９２を再送信することができる。ＨＡＲＱの場合は、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫモジュール５８８は、ＮＡＣＫに応答して同じパケット５９２の次の増分
を送信することができる。ＡＣＫが受信された場合は、異なるパケット５９２を送信経路
５６６ｂによって処理してＡＴ５０４に送信することができる。
【００３８】
　図６は、無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための方法６００を
示す流れ図である。方法６００は、送信機（例えば、ＡＴ５０４又はＡＰ５０２）から信
号を受信する無線デバイス（例えば、ＡＴ５０４又はＡＰ５０２）において実行すること
ができる。換言すると、方法６００は、ＡＴ５０４がＡＰ５０２から信号を受信時にはＡ
Ｔ５０４において用いることができ及び／又はＡＰ５０２がＡＴ５０４から信号を受信時
にはＡＰ５０２において用いることができる。無線デバイスは、第１の信号５８４を送信
機から受信する６０２ことができる。無線デバイスは、第１の信号５８４を復調及び復号
することによって復号された第１のデータ５８５を第１の信号５８４から抽出する６０４
こともできる。無線デバイスは、復号された第１のデータ５８５が巡回冗長検査に合格し
た場合はＡＣＫを送信機に送信する６０６ことができる。より一般的には、無線デバイス
は、復号された第１のデータ５８５がデータ検査に合格した場合はＡＣＫを送信機に送信
する６０６ことができる。
【００３９】
　無線デバイスは、復号された第１のデータ５８５を符号化、スクランブリング、及び変
調６０８して第３の信号５８７を提供することができる。無線デバイスは、第１の信号５
８４の後に無線デバイスによって受信された第２の信号５８６を復調６１０して第２のシ
ンボル５８０を提供することも可能である。次に、無線デバイスは、第３の信号５８７を
第２のシンボル５８０と相関させる６１２ことができる。相関が予め定義されたスレショ
ルド（例えば０．８又は０．９）を上回る６１４場合は、無線デバイスは、ＡＣＫを送信
機に再送信する６１６ことができる。相関が予め定義されたスレショルドを上回らない６
１４場合は、無線デバイスは、第２のシンボル５８０を復号する６１８ことができる。予
め定義されたスレショルドは、システム条件、ネットワーク状態、等に従って、設定する
ことができる。さらに、それは、ＡＴ５０４及び／又はＡＰ５０２によって動的に調整す
ることが可能である。
【００４０】
　無線デバイスは、復号された第２のシンボル５８０に対するＣＲＣ検査を行う６２０こ
とも可能である。復号された第２のシンボル５８０がＣＲＣ検査に合格した場合は、無線
デバイスは、ＡＣＫを送信機に送信する６２２ことができる。復号された第２のシンボル
５８０がＣＲＣ検査に合格しない場合は、無線デバイスは、ＮＡＣＫを送信機に送信する
６２２ことができる。
【００４１】
　上述された図６の方法６００は、図６Ａにおいて示される手段及び機能ブロック６００
Ａに対応する様々なハードウェア及び／又はソフトウェア構成要素及び／又はモジュール
によって実行することができる。換言すると、図６に示されるブロック６０２乃至６２２
は、図６Ａに示される手段及び機能ブロック６０２Ａ乃至６２２Ａに対応する。
【００４２】
　図７は、無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを受信するための方法７００を



(13) JP 5980506 B2 2016.8.31

10

20

30

40

50

示す流れ図である。方法７００は、ＡＰ５０２によって実行することができる。ＡＰ５０
２は、第１の信号５８４として受信することができる第１のパケット５９２をＡＴ５０４
に送信する７２４ことができる。ＡＰ５０２は、ＡＣＫ又はＮＡＣＫをＡＴ５０４から受
信する７２６こともできる。ＡＰ５０２は、メッセージのタイプを決定する７２８ことが
できる。メッセージがＮＡＣＫである場合は、ＡＰ５０４は、第１のパケット５９２をＡ
Ｔ５０４に再送信する７３０ことができる。ＨＡＲＱである場合は、ＡＰ５０２は、ＮＡ
ＣＫに応答して第１のパケット５９２の次の増分を送信することができる。メッセージが
ＡＣＫである場合は、ＡＰ５０４は、再送信７３０ステップを飛び越し、送信すべきパケ
ット５９２がさらに存在するかどうかを決定する７３２ことができる。
【００４３】
　上述された図７の方法７００は、図７において示される手段及び機能ブロック７００Ａ
に対応する様々なハードウェア及び／又はソフトウェア構成要素及び／又はモジュールに
よって実行することができる。換言すると、図７に示されるブロック７２４乃至７３２は
、図７Ａに示される手段及び機能ブロック７２４乃至７３２Ａに対応する。
【００４４】
　図８は、無線デバイス８０１に含めることができる一定の構成要素を示す。無線デバイ
ス８０１は、ＡＴ１０４（加入者局）又はＡＰ１０２（基地局）の１つの構成であること
ができる。
【００４５】
　無線デバイス８０１は、プロセッサ８０３を含む。プロセッサ８０３は、汎用の単一チ
ップ又は多チップマイクロプロセッサ（例えばＡＲＭ）、専用マイクロプロセッサ（例え
ば、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ））、マイクロコントローラ、プログラマブルゲー
トアレイ、等であることができる。プロセッサ８０３は、中央処理装置（ＣＰＵ）と呼ぶ
ことができる。図８の無線デバイス８０１においては単一のプロセッサ８０３のみが示さ
れているが、代替構成においては、プロセッサ（例えば、ＡＲＭ及びＤＳＰ）の組み合わ
せを使用可能である。
【００４６】
　無線デバイス８０１は、メモリ８０５も含むことができる。メモリ８０５は、電子情報
を格納することが可能な電子構成要素であることができる。メモリ８０５は、ランダムア
クセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気ディスク記憶媒体、光学
記憶媒体、ＲＡＭ内のフラッシュメモリ素子、プロセッサとともに含まれる搭載メモリ、
ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、等として具現化することができ、そ
の組み合わせを含む。
【００４７】
　データ８０７及び命令８０９は、メモリ８０５に格納することができる。命令８０９は
、ここにおいて開示されるシステム及び方法を実装するためにプロセッサ８０３によって
実行可能である。命令８０９をプロセッサ８０３によって実行することは、データ８０７
ａ及び命令８０９ａの一部をプロセッサ８０３にローディングすることを含むことができ
る。
【００４８】
　無線デバイス８０１は、無線デバイス８０１と遠隔場所との間における信号の送信及び
受信を可能にするための送信機８１１と受信機８１３とを含むことも可能である。送信機
８１１及び受信機８１３は、総称してトランシーバ８１５と呼ぶことができる。トランシ
ーバ８１５にはアンテナ８１７を電気的に結合することができる。無線デバイス８０１は
、（示されていない）複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバ及び／又は複数
のアンテナを含むことも可能である。
【００４９】
　無線デバイス８０１の様々な構成要素は、１つ以上のバスによってまとめて結合するこ
とができ、１つ以上のバスは、電力バスと、制御信号バスと、状態信号バスと、データバ
スと、等を含むことができる。説明を明確化するために、様々なバスは、図８においては
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バスシステム８１９として示される。
【００５０】
　ここにおいて説明される技法は、直交多重化方式に基づく通信システムを含む様々な通
信システムに関して用いることができる。該通信システムの例は、直交周波数分割多元接
続（ＯＦＤＭＡ）システムと、単一搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システ
ムと、等を含む。ＯＦＤＭＡシステムは、全体的なシステム帯域幅を複数の直交副搬送波
に分割する変調技法である直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を利用する。これらの副搬送
波は、トーン、ビン、等と呼ぶことができる。ＯＦＤＭの場合は、各副搬送波は、データ
とともに独立して変調することができる。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、システム帯域幅全
体に分散された副搬送波において送信するためにインターリービングされたＦＤＭＡ（Ｉ
ＦＤＭＡ）を利用すること、隣接する副搬送波のブロックにおいて送信するために局在化
されたＦＤＭＡ（ＬＦＤＭＡ）を利用すること、又は隣接する副搬送波の複数のブロック
において送信するためにエンハンストＦＤＭＡ（ＥＦＤＭＡ）を利用することができる。
概して、変調シンボルは、ＯＦＤＭＡでは周波数領域において、ＳＣ－ＦＤＭＡでは時間
領域において送信される。
【００５１】
　上記の説明において、様々な用語と関係させて参照数字が時々用いられている。用語が
参照数字と関係させて用いられる場合は、１つ以上の図において示される特定の要素を指
すことを意味する。用語が参照数字なしで用いられる場合は、特定の図に限定することな
しにその用語を一般的に指すことを意味する。
【００５２】
　表現“決定すること”は、非常に様々な行動を包含し、従って、“決定すること”は、
算出すること、計算すること、処理すること、導き出すこと、調査すること、検索するこ
と（例えば、テーブル、データベース又は他のデータ構造において検索すること）、確認
すること、等を含むことができる。さらに、“決定すること”は、受信すること（例えば
情報を受信すること）、アクセスすること（例えばメモリ内のデータにアクセスすること
）、等を含むことができる。さらに、“決定すること”は、解決すること、選択すること
、選ぶこと、確立すること、等を含むことができる。
【００５３】
　“に基づく”という表現は、別の意味であることが明示されない限り、“のみに基づく
”という意味ではない。換言すると、“に基づく”という表現は、“のみに基づく”及び
“少なくとも～に基づく”の両方を表す。
【００５４】
　用語“プロセッサ”は、汎用プロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、マイクロプロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、コントローラ、マイクロコントローラ、ステー
トマシン、等を包含するように広義で解釈すべきである。幾つかの事情においては、“プ
ロセッサ”は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブルロジックデバイス（
ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、等を意味することがで
きる。用語“プロセッサ”は、処理デバイスの組合せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイク
ロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサとの組合せ、ＤＳＰコアと関連する
１つ以上のマイクロプロセッサとの組合せ、又はその他のあらゆる該構成との組合せ、と
して実装することもできる。
【００５５】
　用語“メモリ”は、電子情報を格納することが可能ないずれの電子構成要素も包含する
ように広義に解釈すべきである。用語メモリは、様々なタイプのプロセッサによって読み
取り可能な媒体、例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、非揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）、プログラマブル読み取り専用
メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気
的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ、磁気又は光学データストレー
ジ、レジスタ、等、を意味することができる。メモリは、プロセッサがメモリから情報を
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読み出すこと及び／又はメモリに情報を書き込むことができる場合にそのプロセッサと電
子的に通信すると言われる。プロセッサと一体式のメモリは、そのプロセッサと電子的に
通信する。
【００５６】
　用語“命令”及び“符号”は、あらゆるタイプのコンピュータによって読み取り可能な
ステートメントを含むように広義で解釈すべきである。例えば、用語“命令”及び“符号
”は、１つ以上のプログラム、ルーチン、サブルーチン、関数、手順、等を意味すること
ができる。“命令”及び“符号”は、単一のコンピュータによって読み取り可能なステー
トメント又は数多くのコンピュータによって読み取り可能なステートメントを備えること
ができる。
【００５７】
　ここにおいて説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又は
その組み合わせにおいて実装することができる。ソフトウェアにおいて実装される場合は
、これらの機能は、コンピュータによって読み取り可能な媒体において１つ以上の命令と
して格納することができる。用語“コンピュータによって読み取り可能な媒体”又は“コ
ンピュータプログラム製品”は、コンピュータ又はプロセッサによってアクセス可能なあ
らゆる利用可能な媒体を意味する。一例として、及び制限することなしに、コンピュータ
によって読み取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその
他の光学ディスク記憶ストレージ、磁気ディスク記憶ストレージ又はその他の磁気記憶装
置、又はコンピュータによってアクセス可能な命令又はデータ構造の形態で希望されるプ
ログラムコードを搬送又は格納するために用いることができるその他の媒体、を備えるこ
とができる。ここにおいて用いられるときのディスク（ｄｉｓｋ及びｄｉｓｃ）は、コン
パクトディスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と、レーザーディスク（登録商標）（（ｄｉｓｃ）
と、光ディスク（ｄｉｓｃ）と、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）
と、フロッピー（登録商標）ディスク（ｄｉｓｋ）と、ブルーレイディスク（登録商標）
（ｄｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉｓｋは通常はデータを磁気的に複製し、ｄｉｓｃ
は、レーザーを用いて光学的にデータを複製する。
【００５８】
　ソフトウェア又は命令は、送信媒体において送信することも可能である。例えば、ソフ
トウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、より対線、デジタル加入者ライン（
ＤＳＬ）、又は無線技術、例えば、赤外線、無線、及びマイクロ波、を用いてウェブサイ
ト、サーバ、又はその他の遠隔ソースから送信される場合は、該同軸ケーブル、光ファイ
バーケーブル、より対線、ＤＳＬ、又は無線技術、例えば赤外線、無線、及びマイクロ波
、は、送信媒体の定義の中に含まれる。
【００５９】
　ここにおいて説明される方法は、説明される方法を達成させるための１つ以上のステッ
プ又は行動を備える。方法上のステップ及び／又は行動は、請求項の適用範囲を逸脱する
ことなしに互いに交換することができる。換言すると、説明されている方法の適切な動作
のために特定の順序のステップ又は行動が要求されない限り、特定のステップ及び／又は
行動の順序及び／又は使用は、請求項の適用範囲を逸脱することなしに変更することがで
きる。
【００６０】
　さらに、例えば図６及び７によって示されるような、ここにおいて説明される方法及び
技法を実行するためのモジュール及び／又はその他の適切な手段をデバイスによってダウ
ンロードすること及び／又はその他の形で入手することができる。例えば、デバイスは、
ここにおいて説明される方法を実行するための手段の転送を容易にするためにサーバに結
合することができる。代替として、ここにおいて説明される様々な方法は、記憶手段（例
えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、物理的記憶
媒体、例えばコンパクトディスク（ＣＤ）又はフロッピー（登録商標）ディスク、等）を
介して提供することができ、このため、デバイスは、これらの記憶手段をデバイスに結合
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次第又は提供次第様々な方法を入手することができる。さらに、ここにおいて説明される
方法及び技法をデバイスに提供するためのその他の適切な技法を利用することが可能であ
る。
【００６１】
　請求項は、上述される正確な構成及び構成要素に限定されないことが理解されるべきで
ある。ここにおいて説明されるシステム、方法、及び装置の配置、動作及び詳細は、請求
項の適用範囲を逸脱することなしに様々な修正、変更及び変形を行うことが可能である。
　下記に出願時請求項１－３６に対応する記載を付記１－３６として表記する。
付記１
無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための方法であって、
送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信することと、
復号された第１のデータを前記第１の信号から抽出することと、
前記復号された第１のデータを符号化及び変調することによって第３の信号を生成するこ
とと、
前記第２の信号を復調して第２のシンボルを生成することと、
前記第３の信号を前記第２のシンボルと相関させること、とを備える、無線通信システム
において肯定応答メッセージを送信するための方法。
付記２
前記復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを前記送
信機に送信することをさらに備える付記１に記載の方法。
付記３
前記相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定することをさらに備える
付記２に記載の方法。
付記４
前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回る場合は前記肯定応答メッセージを前
送信機に再送信することをさらに備える付記３に記載の方法。
付記５
前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、
前記第２のシンボルを復号することと、
前記復号された第２のシンボルに対するデータ検査を行うことと、
前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格した場合は第２の肯定応答メッセ
ージを前記送信機に送信することと、
前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格しない場合は否定応答メッセージ
を送信すること、とをさらに備える付記３に記載の方法。
付記６
前記抽出することは、前記第１の信号を復調することと復号することとを備える付記１に
記載の方法。
付記７
前記生成することは、前記復号された第１のデータをスクランブリングすることをさらに
備える付記１に記載の方法。
付記８
前記相関させることは、前記第３の信号の少なくとも一部を前記第２のシンボルの少なく
とも一部と比較することを備える付記１に記載の方法。
付記９
前記送信機は、アクセスポイントを備える付記１に記載の方法。
付記１０
前記送信機は、アクセス端末を備える付記１に記載の方法。
付記１１
無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための無線デバイスであって、
プロセッサと、
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前記プロセッサと電子的に通信するメモリと、
前記メモリに格納された命令と、を備え、前記命令は、
送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信する、
復号された第１のデータを前記第１の信号から抽出する、
前記復号された第１のデータを符号化及び変調することによって第３の信号を生成する、
前記第２の信号を復調して第２のシンボルを生成する、及び
前記第３の信号を前記第２のシンボルと相関させる
ように前記プロセッサによって実行可能である、無線通信システムにおいて肯定応答メッ
セージを送信するための無線デバイス
付記１２
前記復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを前記送
信機に送信するために実行可能な命令をさらに備える付記１１に記載の無線デバイス。
付記１３
前記相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定するために実行可能な命
令をさらに備える付記１２に記載の無線デバイス。
付記１４
前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回る場合は前記肯定応答メッセージを前
送信機に再送信するために実行可能な命令をさらに備える付記１３に記載の無線デバイス
。
付記１５
前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、
前記第２のシンボルを復号する、
前記復号された第２のシンボルに対するデータ検査を行う、
前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格した場合は第２の肯定応答メッセ
ージを前記送信機に送信する、及び
前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格しない場合は否定応答メッセージ
を送信する
ように実行可能な命令をさらに備える付記１３に記載の無線デバイス。
付記１６
抽出するために実行可能な前記命令は、前記第１の信号を復調及び復号するために実行可
能な命令を備える付記１１に記載の無線デバイス。
付記１７
生成するために実行可能な前記命令は、前記復号された第１のデータをスクランブリング
するために実行可能な命令をさらに備える付記１１に記載の無線デバイス。
付記１８
相関させるために実行可能な前記命令は、前記第３の信号の少なくとも一部を前記第２の
シンボルの少なくとも一部と比較するために実行可能な命令を備える付記１１に記載の無
線デバイス。
付記１９
前記無線デバイスは、アクセスポイントである付記１１に記載の無線デバイス。
付記２０
前記無線デバイスは、アクセス端末である付記１１に記載の無線デバイス。
付記２１
無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するための無線デバイスであって、
送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信するための手段と、
復号された第１のデータを前記第１の信号から抽出するための手段と、
前記復号された第１のデータを符号化及び変調することによって第３の信号を生成するた
めの手段と、
前記第２の信号を復調して第２のシンボルを生成するための手段と、
前記第３の信号を前記第２のシンボルと相関させるための手段と、を備える、無線通信シ
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ステムにおいて肯定応答メッセージを送信するための無線デバイス。
付記２２
前記復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを前記送
信機に送信するための手段をさらに備える付記２１に記載の無線デバイス。
付記２３
前記相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定するための手段をさらに
備える付記２２に記載の無線デバイス。
付記２４
前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回る場合は前記肯定応答メッセージを前
記送信機に再送信するための手段をさらに備える付記２３に記載の無線デバイス。
付記２５
前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、
前記第２のシンボルを復号するための手段と、
前記復号された第２のシンボルに対するデータ検査を行うための手段と、
前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格した場合は第２の肯定応答メッセ
ージを前記送信機に送信するための手段と、
前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格しない場合は否定応答メッセージ
を送信するための手段と、をさらに備える付記２３に記載の無線デバイス。
付記２６
抽出するための前記手段は、前記第１の信号を復調及び復号するための手段を備える付記
２１に記載の無線デバイス。
付記２７
生成するための前記手段は、前記復号された第１のデータをスクランブリングするための
手段をさらに備える付記２１に記載の無線デバイス。
付記２８
相関させるための前記手段は、前記第３の信号の少なくとも一部を前記第２のシンボルの
少なくとも一部と比較するための手段を備える付記２１に記載の無線デバイス。
付記２９
無線通信システムにおいて肯定応答メッセージを送信するためのコンピュータプログラム
製品であって、
命令を有するコンピュータによって読み取り可能な媒体を備え、前記命令は、
送信機から第２の信号を受信する前に第１の信号を受信するための符号と、
復号された第１のデータを前記第１の信号から抽出するための符号と、
前記復号された第１のデータを符号化及び変調することによって第３の信号を生成するた
めの符号と、
前記第２の信号を復調して第２のシンボルを生成するための符号と、
前記第３の信号を前記第２のシンボルと相関させるための符号と、を備える、無線通信シ
ステムにおいて肯定応答メッセージを送信するためのコンピュータプログラム製品。
付記３０
前記復号された第１のデータがデータ検査に合格した場合は肯定応答メッセージを前記送
信機に送信するための符号をさらに備える付記２９に記載のコンピュータプログラム製品
。
付記３１
前記相関が予め定義されたスレショルドを上回るかどうかを決定するための符号をさらに
備える付記３０に記載のコンピュータプログラム製品。
付記３２
前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回る場合は前記肯定応答メッセージを前
送信機に再送信するための符号をさらに備える付記３１に記載のコンピュータプログラム
製品。
付記３３
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前記相関が前記予め定義されたスレショルドを上回らない場合は、
前記第２のシンボルを復号するための符号と、
前記復号された第２のシンボルに対するデータ検査を行うための符号と、
前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格した場合は第２の肯定応答メッセ
ージを前記送信機に送信するための符号と、
前記復号された第２のシンボルが前記データ検査に合格しない場合は否定応答メッセージ
を送信するための符号と、をさらに備える付記３１に記載のコンピュータプログラム製品
。
付記３４
抽出するための前記符号は、前記第１の信号を復調及び復号するための符号を備える付記
２９に記載のコンピュータプログラム製品。
付記３５
生成するための前記符号は、前記復号された第１のデータをスクランブリングするための
符号をさらに備える付記２９に記載のコンピュータプログラム製品。
付記３６
相関させるための前記符号は、前記第３の信号の少なくとも一部を前記第２のシンボルの
少なくとも一部と比較するための符号を備える付記２９に記載のコンピュータプログラム
製品。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】

【図３】
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【図８】
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